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1. 調査概要 

 

1.1. 令和元年度調査結果および本調査の実施概要 

 

 武装勢力への資金源になっているとされる紛争鉱物撲滅のため、鉱物資源の原料の出処

やそのサプライチェーンを明らかにする取り組みである「責任ある調達」は、近年世界的に

注目度が増している政府、民間団体・企業等の ESG に係る取り組みのひとつである。貴機

構金属企画部調査課では、こうした世界的な潮流に政府機関として対応すべく、この鉱物資

源の「責任ある調達」に関する調査を令和元年度から実施している。 

 令和元年度は現状把握のため机上調査を実施したところ、民間団体（ICMM、RMI、EPRM

等）は、各国政府（米国・EU）、機関（OECD）が定めた規制やガイドラインに従い、対象

鉱種に 3TG（Au、W、Sn、Ta）のほか Co も加えた取り組みを始めていることを明らかに

した。そのほか、鉱業活動に影響を与える概念として「紛争」のほか「児童就労、人権、経

済犯罪」や「環境・労働安全衛生」を追加し、「責任ある調達」において検討すべき概念が

広がっている状況も判明した。また、欧米の資源企業や大手自動車メーカー、あるいはハイ

テク製品メーカーが、上記の鉱種や概念を更に広げた先進的な取り組みを独自に実施して

いる状況を公開情報によって把握した。加えて、サプライチェーン把握に向け導入が進めら

れているブロックチェーン技術についても、基礎的な概念を整理した。 

 今年度は次なるステップとして、前年度調査の課題を踏まえ、鉱物資源の「責任ある調達」

の最新動向に係る調査を実施した。 
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1.2. 調査目的 

 

 鉱物資源の「責任ある調達」に関し、以下 5 つの項目について調査し得られた情報をもと

に、日本の鉱業関連企業が今後留意すべき動向について、また、日本政府が今後取り得る対

応についても検討するため、指針・参考となる情報の収集・整理・分析を行い、提供するこ

とを目的とした。 

 

 3T を対象としたトレースの仕組み調査、DRC および周辺国からの責任ある調達に

向けた結論の導出（報告書第 2 章） 

 DRC の Co 採掘における企業の CSR 活動やトレースの仕組み（第 3 章） 

 EU で導入予定の「責任ある調達」に向けた制度の最新動向（第 4 章） 

 ブロックチェーン技術の紛争鉱物への応用に係る最新動向（第 5 章） 

 国内鉱山企業、製錬・精錬企業・メーカーとのヒアリング調査 

 

 なお、本調査報告書の構成と各章での主な論点は、以下の概念図が示すようになっている。 

 

図表 1：本調査報告書の構成概念図 

 

（出所）MURC 作成 
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2. 3T を対象としたトレースの仕組み、DRC および周辺国からの「責

任ある調達」に向けた結論の導出 

2.1. 3T を対象としたトレースの仕組み 

 本調査では、iTSCi、BSP、RCM、CTC の 4 つのトレースの仕組みについて、整理を行

った。各スキームの詳細は後述するが、全体の概要は下記の通りである。 

図表 2：上流におけるサプライチェーン透明性確保のスキーム比較 

（出所）開示情報をもとに MURC 作成 

2.1.1. 国際錫協会（International Tin Association : ITA）の iTSCi 

【組織概要】 

 ITA は、英国ロンドンに拠点を置く業界団体であり、Sn 産業を支援し、Sn 需要の拡大を

目的とする唯一の組織である1。その前身は、1932 年に設立された国際錫研究所（ITRI）で

1 ITA, “Heritage & Vision,” https://www.internationaltin.org/heritage-vision/, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 

https://www.internationaltin.org/heritage-vision/
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あるが、組織としての活動範囲（サステナビリティを含む）を多様化し、Sn 産業のリーダ

ーシップを確立するための新たなプラットフォームを構築するべく、2018 年 2 月に ITA へ

改組された2。2020 年 12 月 1 日現在、世界中で業界の主要企業 12 社が加盟している3。 

 ITA は、Sn の優れた技術特性を活用し、持続可能な開発と生活の質の向上に貢献するこ

とで、Sn 市場を保護し成長させるため、業界の主要企業が団結することを目的としている。

Sn の用途や持続可能性、市場に関して信頼性の高い情報を提供している他、企業がサプラ

イチェーン上の課題を共有し、協力して取り組むための情報交換プラットフォーム（責任あ

る Sn サプライチェーングループ（Responsible Tin Supply Group：RTS グループ））を提

供している4。ITA では、メンバー企業に対して、10 の原則からなる行動規範（Code of 

Conduct）の遵守を要求しており、その中では「地域コミュニティや先住民族に対する負の

影響を管理し、それらの発展に貢献すること」や「深刻な人権侵害や紛争への加担を回避す

ること」等が定められている5。 

 

【制度概要】 

iTSCi は、鉱物サプライチェーンにおいて、紛争への資金供給や人権侵害、贈収賄等のリ

スクを回避するために活動するイニシアティブである。2009 年に発足後、2011 年に Ta・

Nb の国際団体である T.I.C と協働を開始したことで、現行のイニシアティブが構築された

6。現在は DRC の他、ブルンジ、ルワンダ、ウガンダで活動している。 

iTSCi は、OECD ガイダンスを参照した制度設計がなされており、OECD ガイダンスの

推奨する 5 つのステップに 100％準拠している唯一のイニシアティブであるとされている

7。また、RMI とも連携しており、iTSCi によってモニタリングされている鉱物のほとんど

は、RMAP に適合した製錬所に供給される8。 

  

具体的な仕組みは、採取された鉱石の袋にタグを付けて、採掘から輸出までの各段階をト

ラッキングするものである。また、各段階において政府及び ITRI の現地協力機関による監

査が行われ、OECD ガイダンスに準拠した DD の確保を保証している。 

iTSCi は大小の鉱山で採用され、2019 年には世界中で 2,250 以上の鉱山サイトをカバー

し、8 万人以上の採掘労働者に関与している9。DRC では 2009 年から導入されており、2020

                                                   
2 ITA, “ITRI changes name to International Tin Association,”https://www.internationaltin.org/itri-

changes-name-to-international-tin-association/, accessed March19, 2021.（MURC にて仮翻訳） 
3 ITA, “Our members,” https://www.internationaltin.org/our-members/, accessed March19, 2021.

（MURC にて仮翻訳） 
4 ITA, “Responsible Tin Supply Group,” https://www.internationaltin.org/rts-group/, accessed 

March19, 2021.（MURC にて仮翻訳） 
5 ITA, “Code of Conduct,”https://www.internationaltin.org/code-of-conduct/, accessed March19, 2021.

（MURC にて仮翻訳） 
6 Pact, “ITSCI: A decade of success,” https://www.pactworld.org/features/itsci-decade-success, accessed 

March19, 2021.（MURC にて仮翻訳） 
7 OECD, “Alignment Assessment of Industry Programmes with the OECD Minerals Guidance,” 2018, 

https://mneguidelines.oecd.org/Highlights-Alignment-Assessment-of-industry-programmes-with-the-

OECD-minerals-guidance.pdf, accessed March19, 2021.（MURC にて仮翻訳） 
8 ITSCI, “Laws and Initiatives, Responsible Minerals Assurance Process,” 

https://www.itsci.org/compliance/, accessed March19, 2021.（MURC にて仮翻訳） 
9 ITSCI, “The ITSCI programme 2019 Annual Report,” Page (2), https://www.itsci.org/wp-

https://www.internationaltin.org/itri-changes-name-to-international-tin-association/
https://www.internationaltin.org/itri-changes-name-to-international-tin-association/
https://www.internationaltin.org/our-members/
https://www.internationaltin.org/rts-group/
https://www.internationaltin.org/code-of-conduct/
https://www.pactworld.org/features/itsci-decade-success
https://mneguidelines.oecd.org/Highlights-Alignment-Assessment-of-industry-programmes-with-the-OECD-minerals-guidance.pdf
https://mneguidelines.oecd.org/Highlights-Alignment-Assessment-of-industry-programmes-with-the-OECD-minerals-guidance.pdf
https://www.itsci.org/compliance/
https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2020/10/ITSCI-Annual-Report-2019_ENG.pdf
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第 3 四半期時点で DRC では 632 カ所の採掘ピット（約 3.6 万人の採掘者）にプログラムを

適用している10。 

 iTSCi プログラムの運営を行う国際 NGO の PACT によれば、当該プログラムのモニタ

リングプロセスは図表 3 の通りに整理される。サプライチェーン全般を通じて、政府関係

者や NGO 等といった複数のステークホルダーが関与するとともに、各行程で複数回の計量

を実施し、データを記録することで透明性を担保している。 

 

  

                                                   
content/uploads/2020/10/ITSCI-Annual-Report-2019_ENG.pdf, accessed March19, 2021.（MURC にて

仮翻訳） 
10 ITSCI,”ITSCI OVERVIEW: Quarter 3 of 2020,” Page (1), https://www.itsci.org/wp-

content/uploads/2020/11/ITSCI-overview-2020-Q3_EN.pdf, accessed March19, 2021.（MURC にて仮翻

訳） 

https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2020/10/ITSCI-Annual-Report-2019_ENG.pdf
https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2020/11/ITSCI-overview-2020-Q3_EN.pdf
https://www.itsci.org/wp-content/uploads/2020/11/ITSCI-overview-2020-Q3_EN.pdf
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図表 3：iTSCi によるモニタリングプロセス 

 

（出所）Pact Web サイトより MURC 作成11 

 

iTSCi は、OECD ガイダンスに 100%適合する唯一のスキームであることから、制度とし

                                                   
11 Pact, “HOW WE MONITOR,” https://www.pactworld.org/itsci, accessed March19, 2021.（MURC に

て仮翻訳） 

https://www.pactworld.org/itsci
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ての信頼性は比較的高いと考えられるが、一方で、トレーサビリティ確保のプロセスを鑑み

ると、実際の運用面に関してはいくつかの課題が想定される。 

1 つは、タグ管理の問題である。iTSCi のスキームでは、トレーサビリティを確認する手

段をタグに依存している側面があるが、タグ付けされた場所を特定するシステムが採用さ

れておらず、タグが盗難されて別の鉱山サイトで利用されるケースや、データの入力自体は

人為的な作業であることから、腐敗や汚職によって、タグを付ける政府担当者が密輸業者と

共謀するケース等が考えられる12。実際に、鉱物の生産履歴証明に用いられるタグが盗まれ、

密輸業者に売却された事例等も確認されているとのことである13。また、ベルギーの国際平

和情報サービス（IPIS）とデンマーク国際研究所（DIIS）が 2019 年に公表した報告書によ

れば、2016 年から 2018 年の間に視察した DRC の 711 か所の鉱山サイトのうち、28%で

軍や武装勢力の介入が見られたが、その中には iTSCi の監視対象の鉱山サイトが 20 か所も

含まれていたとの報告もあり14、必ずしも iTSCi のトレーサビリティ確保のスキームに関し

て理想的な制度運用がなされていないことが指摘されている。 

加えて、iTSCi の運用に対しては、貧弱なインフラとコスト面の問題が指摘されている15。

認証スキームの運用資金調達先は、採掘事業者やトレーダー、製錬企業等が中心であり、最

終製品を製造する先進国の多国籍企業ではないためである。具体的なコストについては、明

らかにされていないようであるが16、サプライチェーンの下流に存在するメーカーにとって

有利となる価格設定となっているとの指摘もある17。 

 

2.1.2. RCS Global Group 社による Better Sourcing Program（BSP） 

 

【組織概要】  

RCS Global Group 社は、調達関連の監査を実施しているグローバルサービスプロバイダ

ーである。ドイツ（ベルリン）や英国（ロンドン）、米国（ニューヨーク）や中国（上海）

等の他、ルワンダ（キガリ）や DRC（ゴマ・コルヴェジ）に拠点を有しており、鉱物サプ

ライチェーンにおける責任ある調達の実現を目指して活動を行っている18。 

                                                   
12 ロイター「アングル：コンゴ、新たなデジタル技術で挑む『紛争鉱物』問題」2019 年 10 月 6 日

https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V、2021 年 3 月 19 日参照。 
13 同上 
14 The International Peace Information Service (IPIS) and the Danish Institute for International 

Studies (DIIS), “Mapping artisanal mining areas and mineral supply chains in eastern DR Congo 

Impact of armed interference & responsible sourcing”, April 2019, p.13, https://ipisresearch.be/wp-

content/uploads/2019/04/1904-IOM-mapping-eastern-DRC.pdf, accessed March19, 2021.（MURC にて

仮翻訳） 
15 ロイター「アングル：コンゴ、新たなデジタル技術で挑む『紛争鉱物』問題」2019 年 10 月 6 日

https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V、2021 年 3 月 19 日参照。 
16 システムの維持等や運用にあたって必要な人件費等のコストは不明であるが、iTSCi の公式サイトによ

ると、年会費は 5,000 米ドル（正会員の場合）または 1,800 米ドル（高リスク地域の正会員の場合）であ

り、年会費相当額の入会金がかかるとされている。（https://www.itsci.org/join-our-

members/#:~:text=What%20is%20the%20cost%3F,areas)%20%E2%80%93%20charged%20pro%2Drat

a.） 
17 ロイター「アングル：コンゴ、新たなデジタル技術で挑む『紛争鉱物』問題」2019 年 10 月 6 日

https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V、2021 年 3 月 19 日参照。 
18 RCS Global Group, “About RCS Global Group,” https://www.rcsglobal.com/about-rcs-global/, 

https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V
https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2019/04/1904-IOM-mapping-eastern-DRC.pdf
https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2019/04/1904-IOM-mapping-eastern-DRC.pdf
https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V
https://www.itsci.org/join-our-members/#:~:text=What%20is%20the%20cost%3F,areas)%20%E2%80%93%20charged%20pro%2Drata
https://www.itsci.org/join-our-members/#:~:text=What%20is%20the%20cost%3F,areas)%20%E2%80%93%20charged%20pro%2Drata
https://www.itsci.org/join-our-members/#:~:text=What%20is%20the%20cost%3F,areas)%20%E2%80%93%20charged%20pro%2Drata
https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V
https://www.rcsglobal.com/about-rcs-global/
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同社は、最先端の技術を活用し、責任ある調達データのためのプラットフォームになるこ

とをミッションとして掲げており、ブロックチェーン等のテクノロジーを活用して、鉱物資

源のサプライチェーン上の問題解決に取り組んでいる企業である。2019 年には、IBM や

Ford Mortor 等とともに、RSBN（Responsible Sourcing Blockchain Network）を立ち上

げ、サプライチェーンを含む責任ある調達慣行のトレーサビリティと検証を提供するネッ

トワークの構築を目指している。RSBN では、IBM のブロックチェーン基盤を活用して、

Li イオン電池の重要な原材料である Co の追跡から取り組みを開始している19。 

 

【制度概要】 

RCS Global Group 社が運営する Better Sourcing Program （BSP）は、3TG の輸出が

紛争鉱物規制等のグローバルな規制要件に準拠しているかどうかを検証するための上流の

保証メカニズムであり、中央アフリカの大湖地域では、2014 年から運用されている。同社

の Web サイトでは、裏付けされたテクノロジーと永続的なサイト監視システムにデジタル

トレーサビリティを組み合わせることで、ASM の 3TG 取引網において、最も堅牢な保証

メカニズム（the most robust assurance mechanism）を実現していると記載されている。

BSP のタグが付けられた鉱物が輸送される製錬所は、RMAP 監査基準に適合しており、

RMI にも認証されている20。 

 

RCS Global Group 社の Web サイトによれば、BSP のプロセスは下記の通りである。サ

プライチェーン上の DD 評価や、電子技術を用いたトレーサビリティ確保に加えて、スマ

ートフォンを活用したモニタリングを常時行っている点に特徴があると言える。 

 

  

                                                   
accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
19 IBM「鉱物資源の『責任ある調達』に取り組む RSBN」2019 年 9 月 30 日

https://www.ibm.com/blogs/solutions/jp-ja/consortium-supported-blockchain-applications-responsible-

sourcing/、2021 年 3 月 19 日参照。 
20 RCS Global Group, “Upstream Data Better Sourcing,” https://www.rcsglobal.com/bettersourcing/, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.ibm.com/blogs/solutions/jp-ja/consortium-supported-blockchain-applications-responsible-sourcing/
https://www.ibm.com/blogs/solutions/jp-ja/consortium-supported-blockchain-applications-responsible-sourcing/
https://www.rcsglobal.com/bettersourcing/
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図表 4：BSP によるモニタリングプロセス 

 

（出所）RCS Global Group 社の Web サイト 

 

BSP は民間企業によって運営されるスキームであり、業界団体が運営する iTSCi とは制

度主体は異なるが、運用面での課題については同様の指摘がなされている。例えば、密輸業

者が盗んだタグを利用する場合、BSP のスキームでは、タグだけでなく、スキャナー及び

ノート PC も合わせて盗まなければならない等、不正を予防する一定の対策は取られている

とされているが、RCS のシステムにおいても、タグ付けがどこで行われたかを GPS 座標等

によってリアルタイムで特定する技術を採用していないため、混入を完全に防止できるス

キームにはなっていない21。そして、現行のシステムにおいても、結局は政府担当者が密輸

業者と共謀する場合は対応が困難であることや、タグ付け場所を特定する技術の採用はコ

スト的に難しいこと等が指摘されており22、腐敗や汚職への懸念及びコスト面での問題等に

ついては、iTSCi の運用上の課題と共通しているといえる。 

 

2.1.3. アフリカ大湖地域国際会議（ICGLR）による地域鉱物認証メカニズム（RCM） 

 

【組織概要】 

アフリカ大湖地域国際会議（ICGLR）は、アフリカ大湖地域の国々によって構成される

                                                   
21 ロイター「アングル：コンゴ、新たなデジタル技術で挑む『紛争鉱物』問題」2019 年 10 月 6 日

https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V、2021 年 3 月 19 日参照。 
22 同上 

https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V
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政府間組織である。当該地域における政治不安や紛争等は、地域特性を抱えていることから、

持続可能な平和と開発の促進には国境を超えた協調が不可欠であるという各国の問題認識

に基づいて設立された。特に、ICGLR 設立の背景には、1994 年のルワンダ大虐殺と DRC

における政情不安があるとされている。 

国連の安全保障理事会が、決議第 1291 号及び第 1304 号において大湖地域の平和、安全

保障、民主主義、開発に関する開発会議の開催を呼びかけたことを契機に、国連及びアフリ

カ連合（AU）の傘下として 2000 年に設立された。 

現在は 12 か国が加盟しており、アンゴラ、ブルンジ、中央アアフリカ共和国、コンゴ、

DRC、ケニア、ルワンダ、南スーダン、スーダン、タンザニア、ウガンダ、ザンビアで構成

されている。ICGLR の本部はブルンジのブジュンブラに設立されており、①平和と安全保

障、②民主主義とグッドガバナンス、③経済発展と地域統合、④人道的・社会的問題、等の

部門に分かれているが、会議の場ではジェンダー、環境、人権、HIV/AIDS、人間居住（Human 

Settlement）等の横断的課題にも取り組んでいる23。 

 

【制度概要】 

 ICGLR による地域鉱物認証メカニズム（RCM）は、3TG のサプライチェーン上流の DD

を実施するための公的なイニシアティブである。ICGLR は、域内の違法採掘に対する取り

組みをまとめて RINR（Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural 

Resources）と呼んでいるが、本プログラムはその一つであり、OECD の支援を受けて、2011 

年にマニュアルの初版が作成された。その後、2019 年に改訂がなされている（第二版）。 

対象鉱物は 3TG であり（ICGLR の鉱物認証スキームにおいては、「指定鉱物」と呼称さ

れる）、OECD ガイダンスに準拠した基準と手続によって、責任ある鉱物サプライチェーン

を確立することを目的としている。RCM は、①鉱山サイトの検査と認証、②CoC（Chain 

of Custody：流通過程の管理）のトラッキング、③鉱物輸出と認証、④鉱物トラッキングデ

ータベース、⑤第三者監査（Third Party Audits：TPA）、⑥独立した鉱物チェーン監査人

（Independent Mineral Chain Auditor：IMCA）の主要な要素によって構成されている。 

 

①鉱山サイトの検査と認証（Mine Site Inspection and Certification） 

ICGLR の鉱山検査は、3TG を生産または販売する鉱山サイトが RCM の目的に関連する

基準に照らして評価されるプロセスである。RCM では、鉱山サイトに対して検査を年 1 回

要求しており、検査は政府の検査官によって実施されるが、当該検査結果は ICGLR から認

定を受けた第三者の独立した監査人によってクロスチェックされる。なお、検査は鉱山サイ

ト毎に行われ、1 つの鉱山サイトに複数の運営事業者がいる場合においても、検査結果は全

ての運営事業者に対して適用される24。 

検査の結果は、レッド（不適合）、イエロー（暫定）、グリーン（適合）、ブルー（未検査）

                                                   
23 ICGLR, “Background,” http://www.icglr.org/index.php/en/background, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 
24 ICGLR, “Regional Certification Mechanism (RCM),” http://www.icglr-

rinr.org/index.php/en/certification, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

http://www.icglr.org/index.php/en/background
http://www.icglr-rinr.org/index.php/en/certification
http://www.icglr-rinr.org/index.php/en/certification
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のステータスに分類される。レッドステータスに分類された鉱山サイトは最低 3 カ月間25、

あるいは再検査を受けるまで、鉱物の生産と販売を行うことはできない。イエローステータ

スに分類された鉱山サイトは、不適合を改善するために 6 か月間の猶予が与えられ、6 か月

経過しても改善が見られない場合、輸出業者は当該鉱山サイトとの取引を停止しなければ

ならない。また、グリーンステータスは 1 年間、維持することが可能である。なお、未検査

の鉱山サイト及び 1 年以内に再検査を受けていないグリーンステータスの鉱山サイトは、

ブルーステータスに分類されることになる（鉱山サイトは最大 3 年間、ブルーステータス

を維持することができ、3 年間検査を受けなかった場合はレッドステータスとなる）26。 

 

鉱山サイトのレッドステータス基準 

紛争（Conflict） 人権（Human Rights） 透明性（Formality/Transparency） 

1. 非国家武装集団またはそ

の関連組織が、鉱山サイ

トを不法に管理している

か、またはその輸送ルー

ト、鉱物が取引地点、サ

プライチェーンの上流の

関係者を管理している。 

1. 加盟国で定義された最低

労働年齢に満たない児童

が鉱山現場で雇用されて

いるか、または国際労働

機関（ILO）で定義された

最悪の形態の児童労働が

鉱山現場に存在してい

る。加盟国が最低年齢を

定義していない場合、

ILO の基準が適用される

ものとする。 

1. 違法組織または犯罪組織に

対して、鉱山所有者また運

営者が資金提供を行ってい

る。 

2. 非国家武装集団またはそ

の関連組織が、輸送ルー

ト上、鉱山サイトへのア

クセス地点または鉱物の

取引地点で、違法に金銭

や鉱産物を奪取してい

る。 

2. 鉱山で強制労働が行われ

ている。労働者は無報酬

で働くことを要求され

る。労働者は週の特定の

日に、労働の成果を鉱山

現場の上司に引き渡すこ

とを要求される。 

2. 加盟国の法律に違反して、

鉱山所有者または運営者 

が政党または政治団体に対

して資金提供を行ってい

る。 

3. 非国家武装集団またはそ

の関連組織が、鉱山所有

者、鉱山運営者、仲介業

者、取引業者、輸出業者、

またはその他の CoC 

(Chain of Custody) の上

3. あらゆる形態の拷問、残

虐な、非人道的な、品位

を傷つける取り扱いが、

鉱山現場で行われてい

る、または確認されてい

る。 

3. レッドステータスの鉱山サ

イトから産出される指定鉱

物が流入したり、当該サイ

トにおいて産出される指定

鉱物と混在したりしてい

る。 

                                                   
25 ICGLR の Web サイトでは 6 か月間との記述も見られるが、ここではマニュアルの記述を採用してい

る。 
26 ICGLR, “Manual of the Regional Certification Mechanism (RCM) of the International Conference 

on the Great Lakes Region (ICGLR),” 2019, Page (19),（MURC にて仮翻訳） 
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流部門の関係者から違法

に金銭や鉱産物を奪取し

ている。 

 4. 鉱業活動に関連して、広

範囲にわたる性的暴力等

の深刻な人権侵害や虐待

が行われている、または

確認されている。 

 

 4. 鉱山に関連した戦争犯罪

やその他の国際人道法の

重大な違反行為、人道に

対する罪、虐殺がある。 

 

 

②CoC（流通過程管理）のトラッキング（Mineral Chain of Custody (CoC) Tracking） 

 また、ICGLR では CoC の透明性確保にも積極的に取り組んでいる。RCM マニュアルに

よれば、CoC とは「上流のサプライチェーンから輸送される指定鉱物を管理する一連の個

人または事業体の記録であり、輸送されるロットの関連記録及びサプライチェーン上の任

意の地点（生産、混合、加工、取引、輸送、輸出等）でロットに対して実施された行為を記

録したもの」をさす27。RCM の下では、CoC システムの運用を通じて、採掘から輸出に至

る一連のサプライチェーンの流れをトラッキングし、コンフリクトフリーであることを保

証することが求められている28。 

 ICGLR の加盟国は、CoC システムが RCM の要求事項に準拠して運用されていることを

保証する責任を負っている。CoC システムは加盟国自身で運用するだけでなく、第三者の

サービスプロバイダー等に委託することも許容されている。地域や鉱種によって異なるシ

ステムを採用することも可能であるが、加盟国内で運用される CoC システムは ICGLR の

基準に適合した内容でなければならず、ICGLR の実施する監査等に協力しなければならな

いとされている。 

 

③鉱物輸出と認証の手続（Export and Certification Procedures） 

 ICGLR 証明書は、出荷される指定鉱物がコンフリクトフリーであり、ICGLR 基準を満

たしていることを購入者に保証するものである。ICGLR 証明書は、指定鉱物のロットが正

式に輸出される際に必要とされる加盟国発行の偽造防止文書であり、RCM の要求事項に適

合していることを示すことになる。加盟国政府は、ICGLR 証明書発行の前に、CoC 追跡記

録の全てを含む、全ての書類を確認しなければならない29。 

                                                   
27 ICGLR, “Manual of the Regional Certification Mechanism (RCM) of the International Conference 

on the Great Lakes Region (ICGLR),” 2019, Page (27),（MURC にて仮翻訳） 
28 ICGLR, “Regional Certification Mechanism (RCM),” http://www.icglr-

rinr.org/index.php/en/certification, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
29 ICGLR, “Manual of the Regional Certification Mechanism (RCM) of the International Conference 

http://www.icglr-rinr.org/index.php/en/certification
http://www.icglr-rinr.org/index.php/en/certification
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図表 5：ICGLR 証明書 

 

（出所）ICGLR: Mineral Tracking & Certification Scheme 

 

④データベースを活用した域内における鉱物のトラッキング 

（Regional Mineral Tracking via an ICGLR Database） 

 公的な ICGLR データベースを通じた、当該地域における鉱物トラッキングは、ICGLR

の認証スキームの主要な柱とされている。加盟国内のみならず、加盟国間の鉱物の流れをト

ラッキングすることで、すべての利害関係者（加盟国政府や NGO、民間企業等）が、認証

を受けた指定鉱物を保証することになる。ICGLR データベースの開発・管理等は ICGLR

事務局によって行われ、加盟国やサプライチェーン上の利害関係者は、必要に応じて、価格

情報を除いた全ての情報を提供することが求められている。ICGLR のデータベースは、

RCM スキームの信頼性を確立し、維持するものとして、一般に公開される予定である。 

 

⑤第三者監査（Third Party Audits：TPA） 

 ICGLR の第三者監査プログラム（TPA）では、輸出者の鉱山から輸出までの鉱物サプラ

イチェーンが RCM 要件に適合しているかについて、OECD ガイダンスに準拠した独立検

証を行う。ICGLR の TPA は輸出業者に焦点を当てており、監査範囲は、輸出業者から鉱山

サイトまでのサプライチェーンである。 

 輸出業者についても鉱山検査と同様に、TPA の結果を踏まえ、レッド（不適合）、イエロ

ー（暫定）、グリーン（適合）、ブルー（未検査）といったステータスに分類される。レッド

ステータスの場合の停止期間（3 か月）や、イエローステータスの場合の是正猶予期間（6

か月）等は、鉱山サイトと同様であるが、鉱山サイト検査と異なり、輸出業者の場合は、グ

リーンステータスを最大 3 年間保持することができる。 

輸出業者の上流にあたる貿易業者や供給業者が不適合（レッドステータス）の場合は、自

動的に輸出業者に対しても、レッドステータスが割り当てられる。ただし、鉱山検査の対象

となる鉱山サイトがレッドステータスであったとしても、輸出業者が当該鉱山から調達を

                                                   
on the Great Lakes Region (ICGLR),” 2019 Page (27),（MURC にて仮翻訳） 
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行っていたことが証明されない限り、レッドステータスになることはない。 

ICGLR の TPA システムは、政府、産業界、市民社会の代表者からなる三者構成の監査委

員会によって管理されている（産業界と市民社会の代表者は、有資格の同業者から民主的に

選出）。監査委員会は監査人を認定し、TPA の基準と条件を設定している。ICGLR の監査

委員会から認定を受けた専門の監査人が行うが、監査費用は輸出業者の負担である30。 

TPA では、監査人に対して鉱山サイトに至るまでに全てのサプライチェーン上において、

現場検査を実施することを要求している。 

 

輸出業者のレッドステータス基準 

紛争（Conflict） 人権（Human Rights） 透明性（Formality/Transparency） 

1. 非国家武装集団またはそ

の関連組織が、鉱山サイ

トを不法に管理している

か、またはその輸送ルー

ト、鉱物が取引地点、輸

出業者までのサプライチ

ェーンの上流の関係者を

管理している。 

1. 加盟国で定義された最低

労働年齢に満たない児童

が鉱山現場で雇用されて

いるか、または国際労働

機関（ILO）で定義された

最悪の形態の児童労働が

鉱山現場または輸出業者

のサプライチェーンに存

在している。 

1. 違法組織または犯罪組織に

対して、輸出業者のサプラ

イチェーン上の事業者のい

ずれかが資金提供を行って

いる。 

2. 非国家武装集団またはそ

の関連組織が、輸送ルー

ト上、鉱山サイトへのア

クセス地点または鉱物の

取引地点で、違法に金銭

や鉱産物を奪取してい

る。 

2. 輸出業者のサプライチェ

ーン上で強制労働が行わ

れている。労働者は無報

酬で働くことを要求され

る。労働者は週の特定の

日に、労働の成果を第三

者に引き渡すことを要求

される。 

2. 加盟国の法律に違反して、

輸出業者のサプライチェー

ン上の事業者のいずれかが 

が政党または政治団体に対

して資金提供を行ってい

る。 

3. 非国家武装集団またはそ

の関連組織が、鉱山所有

者、鉱山運営者、仲介業

者、取引業者、輸出業者、

またはその他の CoC の

上流部門の関係者から違

法に金銭や鉱産物を奪取

している。 

3. あらゆる形態の拷問、残

虐な、非人道的な、品位

を傷つける取り扱いが、

輸出業者のサプライチェ

ーン上で行われている、

または確認されている。 

3. レッドステータスの鉱山サ

イトから産出される指定鉱

物が輸出業者のサプライチ

ェーン上に流入したり混在

したりしている。 

 4. 輸出業者の事業活動に関

連して、広範囲にわたる

 

                                                   
30 ICGLR, “Mineral Tracking & Certification Scheme,” Page (19),（MURC にて仮翻訳） 
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性的暴力等の深刻な人権

侵害や虐待が行われてい

る、または確認されてい

る。 

 5. 輸出業者に関連した戦争

犯罪やその他の国際人道

法の重大な違反行為、人

道に対する罪、虐殺があ

る。 

 

 

⑥独立した鉱物チェーンの監査人（Independent Mineral Chain Auditor：IMCA） 

 ICGLR の鉱物チェーン監査を行う監査人（IMCA）は、独立した選考プロセスに従って、

ICGLR 事務局長によって 3 年間の任期で任命される。IMCA は、必要に応じて、鉱物分野

や紛争資金調達、リスク評価等といったその他の専門知識を有する監査チームを組成する

ことが期待されている。 

 IMCA 及びその監査チームには、下記の 3 つの業務を行う責任がある。 

 

- 加盟国の CoC システムが ICGLR 基準を満たしていることを確認するために、シ

ステムが運用を開始してから 1 年以内に加盟国の管理システムを検査し、ICGLR

基準を満たしていない場合は修正を勧告・要求する。 

 

- 鉱物チェーンにおける武装集団の関与、大規模な鉱物密輸の疑いのある事例や、鉱

山・地域・加盟国の生産量がその生産能力と一致していない事例等に関して、独自

の調査を行う。加盟国地域の指定鉱物が地域外へ密輸されている兆候がある場合、

地域外の下流の鉱物チェーンを調査することができる。 

 

- 加盟国地域の鉱物開発と鉱物取引から生じる紛争リスクと紛争資金調達の継続的

な評価を行う。 

 

 以上が開示情報から確認できる制度概要であるが、その運用実態については、いくつかの

懸念が示されている。まず、RCM は、ICGLR の加盟国政府によって運営されるシステム

であるため、政府の汚職や腐敗等に関する問題がある。RCM はコンセプトとしては洗練さ

れているものの、これまでに鉱物取引を適切に管理できていなかった政府が運用するスキ

ームであるため、これを厳格に実施しようとする政府的な意思も能力も不十分であるとい

う点が指摘されている31。RCM では、鉱山から採掘された鉱石に紛争フリーのタグが付け

られることになるが、鉱石が輸送される間に「通行税」を徴収されることまでは防げていな

                                                   
31 Lezhnev, S. & Sullivan, D. “Certification: The Path to Conflict-Free Minerals from Congo”, Enough 

Project, May 2011, Page (12) https://enoughproject.org/files/certification_paper_0.pdf, accessed 

March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://enoughproject.org/files/certification_paper_0.pdf
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い。IPIS の調査によれば、DRC の北キヴと南キヴにおいて、通行車両に対してバリケード

を設置し、不当に通行税を徴収しているとされる 798 か所の内、71％にあたる 569 か所は、

国軍や警察等の政府関係者によって「課税」が行われているとの報告もある32。 

RCM は、ICGLR の加盟国が協働して取り組む公的なスキームであり、地域間の統一的

なメカニズムであることが制度上のメリットであると考えられるが、実際の運用を考える

と、12 か国にも及ぶ全ての加盟国が同一の基準で監査を行い、共通のシステムを導入する

ことについては、困難が伴うことは想定される。DRC の市民社会のリーダーは、ICGLR の

RCM のスキームについて、「諸外国（foregners）に対してアピールするためだけのシステ

ムであり、実態としては何も変わらない」と指摘しているが33、政府のキャパシティビルデ

ィングを適切に行い、政府職員の腐敗・汚職等を排除しない限り、制度の適切な運用は難し

いと考えられる。 

 

2.1.4. ドイツの連邦地球科学・天然資源研究所（BGR）の鉱産物流通過程認証制度（CTC） 

 

【組織概要】 

 ドイツの連邦地球科学・天然資源研究所（BGR）は、ハノーファーに本拠を置き、天然資

源の持続可能な利用と人間の生活環境の保護・改善に取り組む連邦政府機関である。BGR

では、中立的な立場から連邦政府及びドイツ企業に対する助言や情報提供を行っており、天

然資源が経済的にも環境的にも健全な方法で、かつ、人々にとって利益となる形で利用され

ることを目指している34。 

 

【制度概要】 

 鉱産物流通過程認証制度（CTC）のスキームは、2007 年から 2008 年にかけて開発され、

国際的な協議を経てルワンダや DRC 等において導入されている取引認証チェーンである。

CTC の目的は、責任ある採掘慣行や、3TG を中心とする鉱物の倫理的な生産と取引の認証

を提供することである（主な対象は 3TG ではあるが、それ以外の鉱物に対しても原則的に

適用されるとされている）。BGR の Web サイトによれば、本スキームは零細・小規模採掘

業者（ASM）特有の課題を認識しており、ASM セクターにおける実現可能性やインパクト

を重視した設計としているほか、特定のパフォーマンス目標への達成を要求して認証を行

うのではなく、プロセスを重視しているとされている35。 

                                                   
32 P. Schouten, J. Murairi, and S. Kubuya, “Everything that moves will be taxed: the political 

economy of roadblocks in North and South Kivu”, IPIS, November 2017, p.6, 

https://pure.diis.dk/ws/files/1261265/1711_DRC_roadblocks_English.pdf, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 
33 Lezhnev, S. & Sullivan, D. “Certification: The Path to Conflict-Free Minerals from Congo”, Enough 

Project, May 2011, p.12 https://enoughproject.org/files/certification_paper_0.pdf, accessed March19, 

2021. （MURC にて仮翻訳） 
34 BGR, “about BGR,” https://www.bgr.bund.de/EN/Gemeinsames/UeberUns/ueberuns_node_en.html. 

及びドイツ連邦連邦経済エネルギー省, “Federal Institute for Geosciences and Natural Resources 

(BGR),” https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Ministry/federal-institute-for-geosciences-and-

natual-resources.html, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
35 BGR, “Certified Trading Chains,” 

https://pure.diis.dk/ws/files/1261265/1711_DRC_roadblocks_English.pdf
https://enoughproject.org/files/certification_paper_0.pdf
https://www.bgr.bund.de/EN/Gemeinsames/UeberUns/ueberuns_node_en.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Ministry/federal-institute-for-geosciences-and-natual-resources.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Ministry/federal-institute-for-geosciences-and-natual-resources.html
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 CTC では、下記の 5 つの原則に基づいた基準が定められている。CTC の基準は、鉱物の

原産地やトレーサビリティ、透明性等といった紛争関連のリスクのみならず、監査対象であ

る鉱山事業者の安全衛生や環境パフォーマンス、地域社会との関係等の側面も評価するこ

とで、責任ある採掘の実践に焦点を当てている点が特徴である。5 つの原則と、各原則で定

められている項目は下記の通り。 

 

① トレーサビリティと透明性（Traceability and Transparency）：生産された商品の原

産地と量、企業から政府への支払いに透明性がある。 

② 労働と就労条件（Labor and Working Conditions）：児童労働を行わず、公正な報酬

と労働条件を確保し、全従業員に対する安全衛生対策の継続的改善を行っている。 

③ セキュリティ（Security）：人権を尊重し、サイト内の安全を確保している。 

④ 地域社会の発展（Community Development）：事業を展開する地域社会に配慮し、

ジェンダーを考慮した社会的、経済的、制度的発展に貢献する。 

⑤ 環境保護（Environmental Protection）：環境パフォーマンスの継続的改善に努める。 

 

CTC のアプローチは、各国の規制に応じて、基準を適応させることを可能としている。

ルワンダや DRC では、個別の基準が設定されており、初めて CTC が適用されたルワンダ

においては、合計で 20 の個別基準が CTC のスキームに統合された36。 

 

図表 6：CTC スキーム（ルワンダの事例） 

 

（出所)BGR「The five CTC principles and 20 individual standard topics as adopted in 

Rwanda」より MURC 作成 

 

 DRC では、2019 年に CTC のマニュアルが改訂され、対象鉱種についても従前の 3TG の

                                                   
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Concept_MC/CTC-Standards-

Principles/ctc_standards-principles_node_en.html, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
36 同上 

https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Concept_MC/CTC-Standards-Principles/ctc_standards-principles_node_en.html
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Concept_MC/CTC-Standards-Principles/ctc_standards-principles_node_en.html
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みならず、ASM によ Cu・Co、Pb、準貴石も含まれるようになった。 

DRC における CTC 基準は、6 つの原則と 38 の要求事項（30 の基本的要求事項（basic 

requirements）と 8 の進歩的要求事項（progress requirements）から構成される。30 の基

本的要求事項は、主に DRC の国内法に基づいて設定されており、OECD ガイダンスの勧告

を考慮している。一方で、8 つの進歩的要求事項は、法令遵守の観点から期待される最低基

準を超えて、特に優れたパフォーマンスを有していることを示す項目であり、認証決定に影

響を及ぼすものではない。具体的な基準は以下の通りである。 

 

原則 基本的要求事項 進歩的要求事項 

原則１： 

OECD ガイダンス

に基づくグッドガ

バナンス、透明性、

トレーサビリティ、

DD 

1.1 武装集団等への直接的・間接的支援

の禁止 

 

1.2 腐敗や脱税の対策  

1.3 詐欺や密輸の対策  

1.4 マネーロンダリングの対策  

1.5 EITI 基準に基づく支払いの透明性の

尊重 

 

1.6 鉱物トレーサビリティ手続マニュア

ルの遵守 

 

1.7 生産現場の根拠ある申告  

1.8 最悪の形態の児童労働の禁止  

1.9 あらゆる形態の強制労働の撲滅  

1.10 あらゆる形態の拷問、残酷、非人道

的、品位を傷つけるような扱いの撲滅 

 

1.11 ハラスメント及び性的暴力の禁止  

 1.12 OECD ガイダンスのリ

スク管理の 5 つのステップ

の遵守 

原則２： 

労働者及び取引先

の権利と利益 

 

2.1 ディーセントな労働条件の推進  

2.2 結社の自由の原則の尊重  

2.3 公正かつ平等な報酬の原則の適用  

2.4 法的手続きに従った懲戒処分  

2.5 差別禁止の推進  

 2.6 ジェンダーアドボカシ

ーの推進 

原則３： 

法的地位、使用権、

責任 

3.1 合法的な採掘のフレームワークの中

での運営 

 

3.2 採掘計画の作成と使用可能な機器の

有無 
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 3.3 ビジネス計画の有無 

原則４： 

労 働 安 全 衛 生

（OHS） 

4.1 労働安全衛生施策の遵守  

4.2 OHS リスク管理の実施  

4.3 リスクと業務上疾病の予防  

4.4 鉱山サイトと施設セキュリティの確

保 

 

4.5 PPE の配布と効果的な使用  

 4.6 安全計画の有無 

原則５： 

コミュニティ開発 

 

 

5.1 ステークホルダーコンサルテーショ

ンの組織 

 

5.2 現地雇用と国の請負事業の推進  

5.3 規約に定められたソーシャルエンゲ

ージメントの実施 

 

 5.4 コミュニティ開発計画

の実施における介入への調

和 

5.5 コミュニティ開発の参加 5.5 コミュニティ開発の参

加 

原則６： 

環境 

6.1 環境社会影響評価（ESIA）と環境社

会管理計画（ESMP）の有無 

 

6.2 鉱山廃棄物管理計画の実施  

6.3 リハビリテーション及び閉山計画の

有無 

 

6.4 有害物質管理計画の実施  

6.5 水管理計画の実施  

 6.6 環境パフォーマンスの

報告 

 

監査人は、CTC の運営委員会によって手配され、監査のスケジューリングは CTC の運営

委員会が行う。監査人は、設定されたアジェンダに沿って訪問すべき鉱山の日程、訪問先を

含めた詳細な監査計画を作成し、提出しなければならない。運営委員会は、監査に必要な書

類等が訪問時に入手可能であることを確認するために、監査の少なくとも 30 日前までに監

査対象組織に通知しなければならない。なお、監査人は、監査後 30 日以内に CTC の運営

委員会に対して提出しなければならない。運営委員会は、15 日以内に監査人に対してレビ

ュー結果を提供する。 

 監査報告書において、軽微な違反が指摘された場合は、30 日以内に是正措置を講じるこ

とができる。また、重大な違反が確認された場合は改善勧告がなされ、モニタリングミッシ

ョンの後にフォローアップ監査が必要となる。なお、監査内容に不服がある場合は、監査報
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告書の提出から 15営業日以内であれば、運営委員会へ不服を申し立てることも可能である。 

 鉱山の認証取得が可能となった場合は、CTC の適合証明書が鉱山大臣より発出される。 

 

 CTC については、現場での成果等を示す報告書やデータ等が公表されていないという指

摘がなされていることもあり37、本調査では運用実態まで明らかにすることはできなかった

が、他スキームと同様、政府と連携した上で監査や認証を実施しているため（前述の通り、

CTC の適合証明は、各国当局より発行される）、他スキームにおいて指摘されている汚職や

腐敗の問題は、同様に発生し得る課題であると考えられる。また、CTC は様々な鉱種に対

応していることや、監査対象である鉱山事業者の安全衛生や環境パフォーマンス、地域社会

との関係等の側面も評価することで、紛争関連リスクだけでなく、責任ある採掘の実践に焦

点を当てて広範な監査基準を設定していること等から、仮に運用面に問題がなければ、

iTSCi 等のスキームに代わる支配的な制度となっていてもおかしくはない。それにも関わら

ず、その地位が確立されているとは言い難いことから、運用面には未だ課題があるものと推

察される。 

 

2.2. 既存の認証制度やトレースの仕組みに対する課題、およびそれら課題を踏

まえ、同地域から鉱石を調達する場合の必要なプロセスの提案 

 

2.2.1. 指摘されている問題点の整理 

 

 各スキームの制度概要において言及してきた通り、現状のトレーサビリティ確保制度に

おける問題は概ね共通しており、主に下記の 2 つに大別されるように思われる。 

 

① コストの問題：トレーサビリティ確保の仕組みやシステム導入に対しては、一

定のコストがかかるが、採掘事業者等がコストを負担することが困難である。 

 

② 汚職・腐敗の問題：それぞれのスキームにおいて、政府機関が制度運用に関与

しているが、政府職員の汚職や腐敗による不正行為によって、スキームの信頼

性が損なわれている。 

 

①のコストの問題は、トレーサビリティ確保のシステム導入に要するコストや監査コス

ト等が、鉱山の運営事業者等のサプライチェーン上流の企業へ課せられることによって、十

分な制度整備ができていないという点である。この点については、最終製品を製造する川下

企業を巻き込むことで統一的な制度を設計していく等によって解決を図っていくことが考

                                                   
37 Didier Verbruggen, Evie Francq & Jeroen Cuvelier, “Guide to Current Mining Reform Initiatives in 

Eastern DRC”, April 2011, p.23, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_130.pdf, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_130.pdf
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えられる38。また、②の汚職・腐敗の問題については、スキームの運用において NGO や民

間企業等のマルチステークホルダーが政府職員を監視するとともに、認証制度においても

政府以外のステークホルダーが関与する仕組みを整えることが重要であると指摘されてい

る39。 

 

また、各スキームにおける制度面の問題のみならず、それぞれのスキームが乱立・重複す

ることによって発生する問題もある。DRC では、業界主導の iTSCi や新たなシステムであ

る BSP 等のスキームを用いて、トレーサビリティ確保や DD 実施の仕組みが存在しており、

輸出業者の認証として RCM の制度が存在している。しかし、現時点で支配的なプログラム

であると理解されている iTSCi と、ICGLR の RCM の間には、技術的な整合性や調和が欠

如しており、第三者監査等のプロセスの重複が問題点の 1 つとして指摘されている。この

重複に係るコストは国際的等ナーが負担しているが、中長期的にはこれが維持できなくな

るとされており、制度の重複によるコスト増加は、上流のトレーサビリティ制度の乱立を原

因とする問題の 1 つといえる40。 

 現在、鉱物調達の上流におけるトレーサビリティ確保のスキームや認証制度は、業界団体

や民間企業、各国政府や域内プログラム等を含めて様々な制度が導入されているが、体系的

な評価が行われていない。BGR によれば、監視する内容や対象、その方法等に応じて、18

以上の基準が適用されるとされており41、これらを俯瞰的に整理し、実務上有用となる統一

的な基準を提供することが、必ずしもできていないというのが現状である42。  

 

BGR は 2018 年に公表した報告書「鉱物資源のためのサステナビリティスキーム－比較

概要（Sustainability Schemes for Mineral Resources: A Comparative Overview）」におい

て、6 つの提言を発表している。これらの提言は、既存の認証制度やトレーサビリティ確保

のスキームの課題を端的に示しているといえる43。 

 

                                                   
38 ロイター「アングル：コンゴ、新たなデジタル技術で挑む『紛争鉱物』問題」2019 年 10 月 6 日

https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V、 2021 年 3 月 19 日参照。 
39 Lezhnev, S. & Sullivan, D. “Certification: The Path to Conflict-Free Minerals from Congo”, Enough 

Project, May 2011, p.12 https://enoughproject.org/files/certification_paper_0.pdf, accessed March19, 

2021. （MURC にて仮翻訳） 
40 United Nations Security Council, “Letter dated 23 May 2016 from the Group of Experts on the 

Democratic Republic of the Congo addressed to the President of the Security Council”, S/2016/466, 

p.117. https://undocs.org/en/S/2016/466, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
41 BGR, “Sustainability Schemes for Mineral Resources A Comparative Overview”, March 2017, 

p.17.https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Sustainability_Schemes_for_Min

eral_Resources.pdf?__blob=publicationFile&v=6, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
42 Strategic Dialogue on Sustainable Raw Materials for Europe (STRADE), “Successful 

implementation of conflict mineral certification and due diligence schemes and the European Union’s 

role: lessons learned for responsible mineral supply”, May 2018, p.35-36, https://www.projekt-

consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
43 BGR, “Sustainability Schemes for Mineral Resources A Comparative Overview”, March 2017, p.56-

58, 

https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Sustainability_Schemes_for_Mineral_

Resources.pdf?__blob=publicationFile&v=6, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://jp.reuters.com/article/congo-mining-idJPKBN1WI07V
https://enoughproject.org/files/certification_paper_0.pdf
https://undocs.org/en/S/2016/466
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Sustainability_Schemes_for_Mineral_Resources.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Sustainability_Schemes_for_Mineral_Resources.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.projekt-consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf
https://www.projekt-consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Sustainability_Schemes_for_Mineral_Resources.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Sustainability_Schemes_for_Mineral_Resources.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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1 標準要求事項の調和を目指すための

議論の出発点として、採掘業における

サステナビリティ課題のための共同

フレームワークを定義すること 

◼ スキームの要求事項の不均一性が鉱物サ

プライチェーンのスキームの調和の障害

となっている可能性が高い。 

◼ 既存の様々な管理手法を見直し、統一的に

整理することが検討されるべきである。 

2 ガイダンスが不十分な場合、サステナ

ビリティ課題に関する国際的に合意

されたガイダンス文書や課題固有の

基準を開発すること 

◼ 鉱山サイトの管理等といった固有の課題

においては、ILO 条約や勧告のような国際

的に認められた基準や指針の整備が十分

でない。 

◼ 国際的なガイダンス文書が不足している

分野を分析することで、規格やスキームの

開発に貢献できる。 

3 企業の規模に関わらず、改善と参加を

可能になる基準の普及をすること 

◼ ASM～LSM に至るまで、あらゆる企業規

模をカバーする段階的な規格の導入によ

り、企業規模が時間経過とともに変化して

も継続的に対応できる仕組みを提供する

べきである。 

4 鉱物スキームの間で共有できるモジ

ュール式の参照基準を開発するとと

もに、より良い理解と比較可能性を担

保すること 

◼ 農業分野で使用されているようなモジュ

ール式の規格（Global GAP 等）を導入し、

ホリスティックな共通の基準を開発する

ことで、スキーム間の比較可能性を担保す

ることができる。 

5 全ての鉱物商品を含む鉱物サプライ

チェーンのための基準のオプション

を模索すること 

◼ 全商品を含むサプライチェーン全体の基

準設定が可能かどうかは実証されていな

いが、採掘現場や製錬所、サプライチェー

ンの既存の規格を活用して、要求事項を統

一することを検討するべきである。 

◼ 全ての商品の認証を１つのスキームで対

応すると、過負荷となる可能性があるた

め、共同のサプライチェーン基準を利用し

て、様々なスキームで実施していくことも

考えられる。 

6 保証や影響評価システムのための広

範に受け入れられるモデルを開発す

ること 

◼ 各スキームの要求事項の調和を図るだけ

でなく、保証システムや影響評価のシステ

ムも議論の対象に含める必要がある。 

◼ （保証や影響評価に要するコストを鑑み

て）、スキームの導入や遵守に対する適切

なインセンティブの付与も検討するべき
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である。 

 

現状のスキームにおける川上企業と川下企業のコストの公平な分担を考える意味でも、

また、BGR が指摘する鉱物サプライチェーン全体での統一的なフレームワークを模索する

意味でも、上流のスキームと下流のスキームをどのようにリンクさせていくのかという点

が、今後の同地域における調達を考える上での要諦であると思われる。川上も含めた鉱物サ

プライチェーン全体で、責任ある鉱物調達を実現させていくためには、川上企業と川下企業

の連携は必要不可欠である。 

この点、川上と川下を繋ぐ「川中」の認証手段として RMI/RMAP の仕組みが重要な役割

を果たすと考えられる。製錬所・精錬所において、OECD ガイダンスを遵守していること

を確認するための主要な基準である RMI の RMAP は、川下企業にとって、自社の調達が

「責任ある調達」であることを保証するための唯一の費用対効果の高い方法であるとされ

ているためである44。 

現在、多くの日本企業では、RMI や LBMA が提供している製錬所・精錬所対象の監査ス

キーム（認証制度）が活用されている。RMI や LBMA が監査スキームにおいて、製錬所・

精錬所を重視する背景は、これらがサプライチェーン上の「ピンチポイント」であると考え

られるためである。RMI の Web サイトでは、砂時計のようなイメージ図を用いて、鉱物サ

プライチェーン全体を次のように示している。 

 

図表 7：RMI が考える鉱物サプライチェーンのイメージ  

 

（出所）RMI Web サイト “Why focus on smelters/refiners as the key point in the supply 

                                                   
44 Strategic Dialogue on Sustainable Raw Materials for Europe (STRADE), “Successful 

implementation of conflict mineral certification and due diligence schemes and the European Union’s 

role: lessons learned for responsible mineral supply”, May 2018, p.45, https://www.projekt-

consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

 

https://www.projekt-consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf
https://www.projekt-consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf
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chain?” 

 

上記、RMI の考え方は日本の川下企業には広く浸透しており45、CMRT 等といった調査

票を用いて、川下企業から責任ある鉱物調達に関する取り組みが求められている以上、製錬

所・精錬所としても、取引先である川下企業からの要請に応える意味でも、RMI や LBMA

等の認証を取得することは重要であると考えられる。そして、これらのスキームでは、認証

取得において最上流までの完全なトレーサビリティ確保が必ずしも要求されている訳では

ないこと、特にリサイクル原料を扱う企業については、原産地（採掘された鉱山サイト）ま

でをトレースし特定することまでは求められてないことから、RMI や LBMA をメインに

「責任ある鉱物調達」を担保している日本企業にとって、上流の制度乱立の影響は非常に限

定的であると考えられる。特に日本では、リサイクル原料を使用している企業が多いが、そ

もそもリサイクル原料について、採掘された鉱山サイトの特定という意味でのトレーサビ

リティを確認することは事実上、困難であることから、監査の過程においても、自社の取引

先に対する DD までしか求めていないためである。 

他方で、EU を中心とする議論の中で、企業に求められる「責任ある鉱物調達」の概念は

広がりを見せており、対象鉱物や対象リスク、対象地域等についても拡大の傾向がみられる。

今後、リサイクル原料についても、直接的な取引先を超えた DD が求められたり、「責任あ

る鉱物調達」の文脈からリサイクル原料の使用に対する規制が強化されたりする可能性も

否定できない。日本企業としては、今後の規制強化や認証スキームの拡大を想定し、上流に

おけるスキームの整備状況等に関する情報収集を行っていく必要があるものと考えられる。 

 

2.2.2. 同地域から鉱石を調達する日本企業への示唆 

 

DRC 及び周辺 9 か国におけるトレーサビリティ確保の制度は多種多様であり、同地域か

ら鉱物を調達する日本企業としては、どのような観点からスキームの選択を行うのかが問

題となる。この点、重要なポイントは、鉱物サプライチェーン全体を俯瞰した上で、制度間

の調和を図るという視点であるように思われる。制度の乱立は、監査や認証等のプロセスの

重複を招くことは自明であり、BGR が指摘しているように、今後は統一的なフレームワー

クの制定に関する議論が活発化していくことも想定されるが、その場合はサプライチェー

ン全体におけるトレーサビリティをどのように確保していくかという視点が考慮される必

要があるだろう。 

 特に、川下も含めた連携を考える上では、前述の通り、川下企業にとって「自社の調達が

『責任ある調達』であることを保証するための唯一の費用対効果の高い方法である」と認識

されている RMI の RMAP との連携に着目すべきではないかと考えられる。川下企業から

の調査票（CMRT 等）に対応する上では、RMI の認証を取得しているかどうかが、実務上

                                                   
45 日本の川下企業の業界団体である JEITA でも、RMI の考え方として、製錬所・精錬所をピンチポイン

トとして監査を行っていく旨のスキームが示されており、日本の川下企業においても、RMI の考え方は

広く知られている。（JEITA 「責任ある鉱物調達」対応の背景と調査実務 2020 年 6 月 

https://home.jeita.or.jp/mineral/2020seminar/pdf/2020seminar.pdf。） 

https://home.jeita.or.jp/mineral/2020seminar/pdf/2020seminar.pdf
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は非常に重要となっており、LBMA のスキームにおいても RMI との相互認証が認められて

いることから、川下企業を含むサプライチェーン全体における制度の調和を考慮すれば、

RMI の RMAP との連携は、上流におけるトレーサビリティ確保のスキームを選択する上で

も必要な視点ではないかと考えられる。 

この点を踏まえると、現状、川上のトレーサビリティの仕組みの中で、歴史もあり信頼さ

れている iTSCi は、RMAP との相互認証も行われていることから、採用を検討できるスキ

ームではないかと思われる。RMAP との相互認証を行っているという意味では、BSP も考

慮に挙げられるが、2013 年に制度が開始され、2015 年に運用が開始された BSP は、トレ

ーサビリティ確保のスキームの中では比較的新しいものであり、運用に関する独立した評

価や規格のパフォーマンスに関する概要は十分に示されていないことから、現時点におい

ては、iTSCi のような信頼を獲得しているとは言い難い46。 

他方で、iTSCi の対象鉱物は 3T のみであり、対象国も、DRC、ルワンダ、ウガンダ、ブ

ルンジに限定されている。この点、例えば CTC のスキームでは、3TG のみならず、他の鉱

種も対象となる旨が示されており、実際に DRC では、2019 年より ASM による Cu・Co、

Pb、準貴石等も対象に含まれるようになっている。iTSCi の対象となっていない国や鉱種

の調達を行う上では、他のスキームを用いる必要があるが、その場合も、スキームの信頼性

やサプライチェーン全体における制度の調和という観点からスキームを選択していくこと

が必要であると考えられる。 

 

  

                                                   
46 Strategic Dialogue on Sustainable Raw Materials for Europe (STRADE) , “Successful 

implementation of conflict mineral certification and due diligence schemes and the European Union’s 

role: lessons learned for responsible mineral supply” May 2018, p.42, https://www.projekt-

consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.projekt-consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf
https://www.projekt-consult.de/newsletter/downloads/638128/STRADE_Report_D4.19_Due_Diligence_Certification.pdf
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3. DRC の Co 採掘における企業の CSR 活動やトレースの仕組み 

  

3.1. 企業による Co の責任ある調達に向けた取り組み 

 

 現在日本のCo地金はフィンランド、カナダ、ノルウェーといった北欧諸国等からの輸入、

又はミックスサルファイドからの国内生産が多く、日本の Co 需要の主体を賄っている。日

本企業が DRC の ASM 起源の Co 原料を輸入するといった事例は少ないと考えられるが、

中国からの Co 製品の輸入も少なからずある。DRC の ASM 起源の Co が中国に流れている

ことを踏まえると、現状は中国からの Co は少ないものの、今後の需要増に伴い、DRC や

周辺地域からの直接・間接の調達を検討する機会が増えることは否定できず、こうした将来

の可能性に備えておく必要がある。 

 

DRC において、本調査で対象とした海外資源企業による、CSR を念頭にした Co の責任

ある調達に向けた主な取り組み内容は、図表 8 のとおりである。Glencore 社は、保有する

Kamoto 鉱山の RMAP 監査を受審予定であり、産業イニシアティブである Fair Cobalt 

Alliance を通じた児童労働削減等の ASM 支援に取り組んでいる。Eurasian Resource 

Group（ERG）社は、保有する Metalkol RTR 鉱山の RMAP 監査の受審準備を進めており、

ASM からは調達しない方針を掲げている。また、Chemaf 社は、権益を有する Etoile 鉱山

及び Usoke 鉱山ともに RMAP 監査認定を取得しており、商社や NGO と連携して ASM の

フォーマル化に向けた支援を行っている。各社の取り組みの詳細は後段を参照いただきた

い。 

 

図表 8：海外資源企業による Co の責任ある調達に向けた主な動向 

調査対象企業 鉱山 RMAP 監査 ASM 対策 他組織/企業との連携 

Glencore Mutanda  

 

不明 取引き禁止 

児童労働対策 

Cobalt Institute、 

Fair Cobalt Alliance、

RSBN 等 Kamoto  

 

受審予定 

ERG Metalkol RTR  

 

受審予定 取引き禁止 Global Battery 

Alliance, 

地元 NGO 等 

Chemaf Etoile  

 

認定取得 フォーマル化

支援 

商社 Trafigura 社、 

国際 NGO PACT 等 

Usoke 認定取得 

（出所）公式サイト等を参考に MURC 作成 
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3.1.1. Glencore 社47 

 

 Glencore 社は、スイスに本社を置く資源開発企業であり、DRC では、Mutanda 鉱山や

Kamoto 鉱山の権益を所有し、Cu 採掘の副産物として年間 40 千トンあまりの Co を生産し

ている。Glencore 社は、Co を含む取扱い鉱物の責任ある調達を実現するにあたり、サプラ

イチェーン全体にわたって、規制要件と業界標準を満たせるよう、倫理的な商慣行、労働環

境の安全、従業員の健康と人権保護、環境への配慮といったCSR の取り組みを行っている。

特に、サステナビリティに関する専門家、業界コンソーシアム、同業他社、顧客とのパート

ナーシップを通じて、サプライチェーンの責任を果たすことを重要視している。 

 

(1) サプライチェーンの DD 

 

 下流企業から責任ある調達に対する高まる要求に応えるため、Glencore 社ではサプライ

ヤー基準48を策定し、同社と取引のある個人・組織・企業のすべてに適用を求めている。こ

のサプライヤー基準は、同社のリスク視点によるサプライチェーン DD プログラムの基盤

となっており、OECD ガイダンス49に準拠する内容で実施されている。 

 Glencore 社によると、サプライヤー基準をすべてのサプライヤー契約の中に組み込むこ

とで、人権、環境、また企業の評判に悪影響を及ぼし得る潜在リスクの特定、防止、および

軽減に役立てられている。具体的には、同社のマーケティング部門を中心に、Glencore 社

が 100％もしくは部分的に権益を持つ鉱山については、トレーダーが定期的に鉱山サイトを

訪問し、サプライヤー基準を満たしているか確認を行っている。万が一、OECD ガイダン

ス付属書 II に示されているリスクが特定された場合には、是正措置を講じ改善するまで当

該サプライヤーからの調達は行われない。 

 なお、サプライチェーンにおいて人権リスクが高い可能性があるサプライヤーに対して

は、Glencore 社のサプライヤー基準にもとづいて自己評価を完了させるよう要求している。

この自己評価で許容できないレベルのリスクが判明した場合には、契約締結の前に、適切な

是正措置およびリスク軽減策を講じているほか、改善に向けたパフォーマンス KPI を設定

して進捗状況を追跡することとしている。 

 

(2) Cobalt Institute との連携 

 

 2019 年初めから、Glencore 社は Cobalt Institute50との連携を開始し、Cobalt Industry 

                                                   
47 Glencore, “Sustainability: Responsible sourcing and supply,” 

https://www.glencore.com/sustainability/responsible-sourcing-and-supply, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳）  
48 Glencore, “Suppliers,” https://www.glencore.com/suppliers, accessed March19, 2021. （MURC にて

仮翻訳）  
49 OECD, “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas,” https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm.  
50 Cobalt Institute, https://www.cobaltinstitute.org/.  

https://www.glencore.com/sustainability/responsible-sourcing-and-supply
https://www.glencore.com/suppliers
https://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
https://www.cobaltinstitute.org/
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Responsible Assessment Framework（CIRAF）（※詳細は後段 3.2 を参照）の開発に協力

してきた。このトレーサビリティシステムを Co の生産者が採用することで、サプライチェ

ーンにおける責任ある生産と調達のリスクを評価、軽減、報告する能力が強化され、Co の

消費者は生産者の取り組みを確認することが可能となる。Cobalt Insititute は CIRAF を開

発することで、Co 業界における DD の実施と報告に一貫性を保つことを目指している。 

 Glencore 社は、CIRAF プログラムの開発段階から支援しており、2019 年には試験的に

自己評価ツールを事業に導入した。パイロットプログラムを通じ、CIRAF とその他の国際

的なガイドライン等との整合性や実施手順等を評価し改善を施してきている。CIRAF によ

って特定された Co のサプライチェーンにおけるリスクに対して、Glencore 社は是正措置

を講じ、その取り組み内容は報告書にまとめられ公表される予定である。 

 

(3) RMI 監査を通じた DD の強化 

 

 Glencore 社は RMI のメンバー企業として RMAP 監査の検証を受けている。同社がオー

ストラリアにもつ Murrin Murrin Ni 鉱山は、RMAP の Co 標準に準拠していることが既

に認証されている。 

一方で、DRC の Kamoto 鉱山については、Glencore 社の子会社である Kamoto Copper 

Company が、2020 年に RMI のパイロット監査プログラムに参加している。しかし、新型

コロナウィルス感染症の影響で RMAP 監査の実施が延期されており、監査結果は 2021 年

2 月に公表予定とのことである51。なお、監査を担当する企業は RCS Global 社である。 

 

(4) ASM との共存と地域社会への支援52 

 

 Glencore 社では、ASM は児童労働や強制労働といった人権侵害に結びついているとの考

えから、ASM による原材料の処理、購入、取引は行っていない。また、鉱区への違法な侵

入は容認しない方針を取っている。 

 他方で、ASM は DRC において約 200 万人の人々の重要な収入源であることも認識して

いることから、DRC の主要な Co 採掘である大規模採掘（LSM）と ASM が補完的に共存

できる方法を探求している。その一つの方法として、Glencore 社は 2020 年、Fair Cobalt 

Alliance (FCA)53のメンバー企業となり、DRC の Co 生産にまつわる ASM の課題解決に取

り組んでいる。FCA は、DRC の ASM を支援し、児童労働や強制労働、その他の危険な労

働環境や慣行の削減に取り組むことを使命に掲げている。支援の内容には、ASM に対する

責任ある鉱業慣行に向けた能力強化や、収入向上による貧困削減を目指し代替となる生計

                                                   
51 RMI, “NJiaYetu: Public Due Diligence Report,” October 2020, 

https://www.glencore.com/dam/jcr:814403c0-17f6-4530-a931-9929c203524c/2020-KCC-Public-Due-

Diligence-Report-October-2020.pdf, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
52 Glencore, “Our evolving approach to ASM: a plan for co-existence and transformation,” August 24, 

2020, https://www.glencore.com/media-and-insights/insights/our-evolving-approach-to-artisanal-

small-scale-mining, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
53 Fair Cobalt Alliance, https://www.theimpactfacility.com/commodities/cobalt/fair-cobalt-alliance/.  

https://www.glencore.com/dam/jcr:814403c0-17f6-4530-a931-9929c203524c/2020-KCC-Public-Due-Diligence-Report-October-2020.pdf
https://www.glencore.com/dam/jcr:814403c0-17f6-4530-a931-9929c203524c/2020-KCC-Public-Due-Diligence-Report-October-2020.pdf
https://www.glencore.com/media-and-insights/insights/our-evolving-approach-to-artisanal-small-scale-mining
https://www.glencore.com/media-and-insights/insights/our-evolving-approach-to-artisanal-small-scale-mining
https://www.theimpactfacility.com/commodities/cobalt/fair-cobalt-alliance/
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手段の支援等が含まれる。ASM の原因は貧困にあるとの認識のもと、Glencore 社は、FCA

を通じて合法な ASM 協同組合を支援し、児童労働の排除といった国際人権基準に合致した

慣行の浸透を進めている。 

 さらに、ASM だけに限らず、同社が事業を展開する地域コミュニティの社会課題の解決を

支援する責任があると認識し、Kamoto 鉱山の周辺で開発事業を実施している。具体的には、

代替となる生計手段の確保を目指し、食糧自給と収入向上を目的とした農業協同組合への

支援、2,000 人の中小企業組合員に対する能力強化支援、57,000 人の児童に対する学習環

境の改善事業等が含まれる。 

 

(5) ブロックチェーンネットワークへの参加 

 

 Glencore 社によると、トレーサビリティはサプライチェーンにおける責任ある慣行を促

進するうえで重要なデータであり、ブロックチェーン技術がそのための効果的な役割を果

たすと考えている。そのため、2019 年後半、責任ある Co 調達の取り組みを支持するため、

IBM 社や RCS Global 社等が主導する Responsible Sourcing Blockchain Network

（RSBN)54に参加を決めた。RSBN はブロックチェーン技術を活用し、鉱山からエンドユ

ーザーまでの責任ある調達の実施を促す業界を超えたコラボレーションであり、参加者は

下流のメーカーや、製錬・精錬業者等も含む（※詳細は後段 5.2 を参照）。 

 RSBN に参加するには、Glencore 社の Co 調達慣行が OECD ガイダンスに準拠している

ことを実証する必要があったほか、追加でコンプライアンスの検証や RMI 等の主要業界団

体による監査結果等も考慮された。 

 

3.1.2. Eurasian Resource Group 社 

 

Eurasian Resource Group（ERG）社は、ルクセンブルクに本社を置き、DRC では、

Metalkol RTR 鉱山を操業する等して、年間およそ 7 千トンの Co を生産している。Co の

責任ある調達を実現するため、Clean Cobalt Framework を策定し、独自のコミットメント

を掲げ取り組んでいる。特徴として、ASM からの鉱石を使用しない厳格な「No ASM 方針」

を実施していること、Co のトレーサビリティを確保するため Chain of Custody を採用し

ていること、また人権リスクだけでなく、近隣の河川や鉱滓ダムの除染といった環境修復に

も力を入れていること等が挙げられる。 

 

(1) ERG Clean Cobalt Framework55 

 

                                                   
54 RCS Global Group, “Blockchain & Traceability,” https://www.rcsglobal.com/blockchain-traceability/, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
55 Eurasian Resource Group, “ERG Clean Cobalt Framework,” December 2018, 

https://eurasianresources.lu/uploads/1/files/ERG%20Clean%20Cobalt%20Framework.pdf, accessed 

March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.rcsglobal.com/blockchain-traceability/
https://eurasianresources.lu/uploads/1/files/ERG%20Clean%20Cobalt%20Framework.pdf
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 DRC における Co 生産の約 20～25％は ASM に依るものであり、児童労働や強制労働、

劣悪な労働衛生環境の温床になっているとの認識から、ERG 社は 2017 年より、Clean 

Cobalt Framework の取り組みを開始した。この Framework は、OECD ガイダンス及び

国連ビジネスと人権に関する指導原則を基本とし、ERG 社独自の 7 つのコミットメントを

実施することで、人権侵害リスクに対処し、責任ある Co 調達の実現を目指すものである。 

 

図表 9：Clean Cobalt Framework の 7 つのコミットメント 

 

（出所）ERG, “ERG Clean Cobalt Framework” 

 

 Clean Cobalt Framework による ERG 社の 7 つのコミットメントを、以下の通り概説す

る。 

 

① OECD ガイダンスの遵守 

 

責任ある Co 調達のため、同社では OECD ガイダンスを適用し、企業方針と管理に組み

入れている。具体的には、リスク管理、研修プログラム、ステークホルダーエンゲージメン

ト戦略を含むマネジメントシステムに反映させている。具体的な DD の実施方法として、

OECD ガイダンスが記す以下の 5 つの対策を講じている。 

 

1. トレーサビリティを含めた強固な企業管理体制の確立と継続的改善 

2. リスクと影響の特定と評価 
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3. リスクの管理 

4. 顧客監査のサポート及び報告内容の保証 

5. リスク及びリスク管理体制の実践と報告 

 

上記 DD の実施内容は、自社だけでなく、サプライヤー及びビジネスパートナーにも課

している。 

 

② 鉱業セクターにおけるリーダーシップの推進 

 

 Co のサプライチェーンの中で、Co の持続可能性を高めることは、Co の生産企業として

重要であり、社会全体の利益を考慮した時一社だけの取り組みでは限界がある。そのため

ERG 社は、Global Battery Alliance56等の国際的な取り組みのスポンサーとなり、Co サプ

ライチェーンの持続可能性と責任ある調達の構築を進めている。国際フォーラムや会議等

への参加を通じて 情報やノウハウを共有し、議論をリードしていくことを目指している。 

 なお、Global Battery Alliance とは、世界経済フォーラムによって 2017 年に設立された

官民イニシアティブである。ERG 社はその創設メンバー企業であり、共同議長を務めてい

る。この Alliance は、バッテリーのサプライチェーンが社会的・環境的・経済的に責任あ

る方法で生産・調達されたものを保証するための取り組みを推進し、スケールアップするこ

とを目指している。同 Alliance には、ERG、BASF、Enel、Volkswagen、Trafigura、Umicore

等の民間企業のほか、世界銀行、OECD、アフリカ開発銀行といった国際機関、PACT 等の

NGO、中国五鉱化工進出口商会（CCCMC）等の団体も加盟している。 

 

③ Co のトレーサビリティの確立 

 

 ERG 社は、鉱山から最初の顧客までの製品の Chain of Custody を証明することを最優

先事項に掲げている。同社の従業員と顧客は、Metalkol RTR 鉱山で取り扱う Co の採掘時

点のデータまで遡ることができ、また、Co の加工、輸送、保管の全ての段階を含めてサプ

ライチェーンを検証することができる。こうすることで、同社が生産した Co がリスクフリ

ーであることを証明することができる。 

 同社の Chain of Custody Management System は、採掘、加工、輸送の 3 つの大きな段

階で構成されている。この 3 つの段階のすべてにおいて、不正開封防止のついた袋詰めと

タグ付け、GPS 追跡、自動でデータの確認、警告、蓄積を行う IT システム等の物理的な管

理システムを適用している。これらの対策により、誤操作、不正行為、盗難、環境汚染等の

リスクを管理する体制を敷いている。こうした取り組みを強化するために、ERG 社では、

Co のサプライチェーンにおけるブロックチェーン技術を用いた概念実証を進めている。 

 また、ERG 社が 2020 年 11 月に発表したプレスリリースによれば、Metalkol RTR 鉱山

は今後、RMI の RMAP 監査を受けるため、事前評価資料を提出する等して準備を進めてい

                                                   
56 https://www.weforum.org/global-battery-alliance/home.  

https://www.weforum.org/global-battery-alliance/home
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る57。 

 

④ ASM からの調達を禁止 

 

 Co の ASM は、Kolwezi 地域の数千人に及ぶ地元住民の収入源になっていることは認識

しているが、こうした採掘には人権侵害を伴うリスクを孕む。そのため、ERG 社では、ASM

による鉱石が同社のサプライチェーンに混入することを防止する取り組みを行っている。 

 Metalkol RTR の権益は、2 つの鉱床に限定されており、同社の操業地域内には ASM に

よる活動は含まれていない。しかし、Metalkol RTR の鉱区内およびその周辺では、さまざ

まな形での ASM が発生しており、特に鉱石の洗浄が行われている。安全が確保された領域

外であるが、依然として Metalkol RTR の鉱区内にある場合、ASM による洗浄活動は彼ら

の生計維持に重要であることから、同社は取引を行わないものの、ASM そのものは容認し

ている。ASM によって採掘された鉱石は、Metalkol RTR の処理とは別個に保管され、ERG

社の工場で加工に用いる材料として購入することはなく、土地の権利所有者に返還される。 

また、ASM による Co が混入するリスクは、鉱石の性質、同社の加工施設、および ASM

方針と管理計画により、極めて低い。Metalkol RTR では、ASM によって採掘された材料

とは異なる構造と化学組成を持つ材料を処理している。同社のシステムは、乾燥またはスラ

リー状の材料のみを処理することができるようになっており、万が一 ASM による材料が工

場に購入した場合、廃棄物として選別されるようになっている。さらに、同社のシステムは

クローズドループ設計となっており、他の場所で採掘された鉱石が侵入するリスクはほと

んどない。こうした物理的な管理に加えて、ASM 方針及びマネジメントプランを通じて、

ASM に関連するリスク管理を徹底している。 

加えて、操業領域の物理的なフェンス、厳格なアクセス制御、恒久的な警備員の配置だけ

でなく、定期的なパトロールも行っている。 

 一方で、Global Battery Alliance や地元 NGO と連携することで、ASM のリスク管理に

関する啓発活動を実施している。 

 

⑤ 児童労働の禁止 

 

児童労働は OECD ガイダンスの付属書 II にもリスクとして明記され、ERG 社としても

単独のコミットメントとして特別な注意を払う必要があると認識している。Metalkol RTR

鉱山では、現地労働法及び ILO 条約に遵守し、最低雇用年齢を 18 歳と定めている。 

児童労働を排除するため、人事及び採用手続きでは、現場で働くすべての労働者が法的に

許可された成人であることを確認するため、サプライヤーも含めて、ゲートアクセス時に年

齢チェックを行っている。手続きとして、身分証明書を提示してもらい、指紋管理のもとア

                                                   
57 ERG, “Eurasian Resources Group’s Metalkol RTR Commits to Responsible Minerals Assurance 

Process,” November 26, 2020, 

https://www.eurasianresources.lu/en/news/Eurasian%20Resources%20Group%E2%80%99s%20Metalk

ol%20RTR%20Commits%20to%20Respon, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.eurasianresources.lu/en/news/Eurasian%20Resources%20Group%E2%80%99s%20Metalkol%20RTR%20Commits%20to%20Respon
https://www.eurasianresources.lu/en/news/Eurasian%20Resources%20Group%E2%80%99s%20Metalkol%20RTR%20Commits%20to%20Respon


 

33 

 

クセスバッジを発行している。 

児童労働は ASM と関連していることが多いため、Chain of Custody を導入することで、

同社のサプライチェーンから ASM 由来の鉱石を除外している。加えて、サプライヤーとの

標準契約にも児童労働がないことを契約上の義務に課しており、従業員の年齢確認を実施

させている。 

 

⑥ 環境改善 

 

 Metalkol RTR 鉱山は鉱滓の再生事業であり、この鉱滓は 1950 年代以降に他社が行った

採掘活動の遺産である。これらの鉱滓は、地元の主要な河川を鉱滓で埋め立てて汚染した

り、粉塵を発生させる劣悪な鉱滓施設の存在等によって、深刻な環境問題を引き起こしてい

る。 

そのため、同社は、既存の鉱滓を湿式冶金工場で再処理し、国際基準に沿って建設された

近代的な鉱滓貯蔵施設に統合する予定である。これらの鉱滓を再利用することで、Metalkol 

RTR は、農業や養殖活動が可能な土地と水資源を増やし、生物多様性を保全することで、

地元住民の生活の質を向上させる取り組みを進めている。鉱山跡地や河川の放射能汚染地

域の除染、Musonoi 川の河岸や河岸帯の再生、Kingamyambo ダムの再生、苗床の在来種

を利用した鉱滓の再植林、特定地域での狩猟・炭焼き・農業の制限等、環境の回復に取り組

んでいる。 

また、廃棄物を持続的に管理し、環境パフォーマンスを追跡・管理することで、その他の

環境負荷を防止している。 

 

⑦ 地元コミュニティの開発 

 

 ERG 社が Metalkol RTR の操業を維持するためには、地元コミュニティに受け入れられ

ることが重要であるため（社会受容性）、持続可能な発展の促進を進めている。特に、DRC

では正規雇用の機会欠如と貧困が大きな課題であることから、ERG 社では地元で労働力を

調達することに重きを置いている。 

また同社は、地元コミュニティの発展は住民とともに計画、実施、維持されるべきとの認

識のもと、戦略的なコミュニティ投資計画を実施している。特に、紛争による避難民や再定

住者等の脆弱層に対する支援を優先的に行っているほか、Metalkol RTR の事業活動の周辺

地域の住民も支援対象に取り組んでいる。こうした活動を行うにあたって Metalkol RTR 

は、NGO や複数のステークホルダーとの連携を図り、地域社会の発展を支援している。 

特に、ERG 社は NGO 等と連携し、鉱山周辺の子どもの保護と支援に取り組んでいる。

慈善団体であるグッドシェパードシスターズによる" Bon Pasteur Kolwezi "事業を通じて、

零細採掘に関わる 8 歳から 18 歳までの子どもに対する暴力と虐待の防止、彼らと家族の生

活改善等を支援している。また、国際 NGO である PACT と連携して、15 歳から 17 歳ま

での子どもを対象とした職業訓練を支援し、零細採掘からの脱却に取り組む予定である。 
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3.1.3. Chemaf 社 

 

Chemaf 社は、インド系中堅の鉱山会社 Shalina Resources 社の現地子会社であり、DRC

では Etoile 鉱山や Usoke 鉱山を操業する等、Cu・Co 生産の権益をいくつか所持し、年間

約 5～7 千トンの Co を生産している。Co の責任ある調達の実現に向け、商社や国際 NGO

と連携し ASM のフォーマル化と正当な取引関係を構築する取り組みが特徴に挙げられる。 

 

(1) ASM のフォーマル化（formalization）に向けた Mutoshi パイロット事業58 

 

① 事業概要 

 

Chemaf 社は、所有する鉱区のひとつである Mutoshi 鉱区（Kolwezi 市）において、生産

拡大のため機械化による鉱山開発を計画していた。しかし、40km2の鉱区内には総計 20,000

人の地元コミュニティが存在し、彼らの主な生計手段が ASM であったことから、当時、鉱

山開発を行う上での課題となっていた。 

そこで、スイスを拠点とする商社 Trafigura 社は、2018 年に Chemaf 社と水酸化 Co の

取引を開始する一環として、責任ある鉱物調達やコミュニティ支援を目指し Chemaf 社と

の連携を発表した。具体的には、国際 NGO PACT や COMIAKOL（地元の零細採掘協同組

合）とのパートナーシップを構築し、Mutoshi 鉱区において試験的に ASM のフォーマル化

（formalization）事業を開始したのである。 

なお、COVID-19 感染予防のため 2020 年 3 月からプロジェクトは休止していたが、同年

12 月末をもって Trafigura 社と PACT は同プロジェクトからの撤退を決定している59。こ

の決断は、ASM による Co 生産が今後、Entreprise Générale du Cobalt (EGC)60を通じて

取引きされなければならないという DRC 政府の法律に従ってなされたとのことである。 

 

操業は以下のような運用でなされている。 

 

 サイトをフェンスで囲み、サイト専用の ID カードを携帯させ、関係者以外の立ち入

りを規制 

                                                   
58 JOGMEC「DR コンゴの零細採掘（Artisanal Mining）と責任ある鉱物調達」2020 年 10 月

http://mric.jogmec.go.jp/reports/current/20201014/128286/、2021 年 3 月 19 日参照。 
59 Trafigura, “Trafigura update on the Mutoshi ASM Formalisation Pilot Project,” 

https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/trafigura-update-on-the-mutoshi-asm-

formalisation-pilot-project/, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
60 EGC は、DRC の国営鉱業企業である Gécamines の子会社であり、同国首相と鉱業大臣が発行した 2

つの法令によって 2019 年 11 月に設立された。法令（19/15 および 19/16）は、Co 等の戦略的鉱物に関

連する ASM による採掘活動を保護し、ASM のフォーマル化を目指している。その法令において、ASM

における児童労働の撤廃や透明性の確保等を規定しているほか、鉱石市場の適切な管理のため、規制当局

（EGC）の創設、組織化、機能強化により、鉱石の買取り及び処理した製品の販売を行うこととしてい

る。 

http://mric.jogmec.go.jp/reports/current/20201014/128286/
https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/trafigura-update-on-the-mutoshi-asm-formalisation-pilot-project/
https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/trafigura-update-on-the-mutoshi-asm-formalisation-pilot-project/
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 リスク管理、セキュリティ監査、保安具（PPE）の装着義務 

 地質情報や採掘計画の提供、重機による表土や廃石の除去 

 ピットの深さを 10m 以内に制限 

 勤務時間を規定、夜間労働は無し、無料の医療サービスを提供 

 （Trafigura 社及び監査会社 Kumi 社による）定期的な調査や監査 

 

② 事業の仕組み 

 

Trafigura 社のホームページ61によると、Mutoshi パイロット事業の仕組みは以下のよう

に概説されている。 

 

 鉱区所有者である Chemaf 社は、採掘を行う ASM の協同組合として COMIAKOL を

指名した。Chemaf社がCOMIAKOLから採掘された鉱石を買取り、Chemaf社のEtoile

鉱山施設で鉱石は処理されるが、他の鉱山からの鉱石とは分離した工程で処理が行わ

れている。 

 COMIAKOL の HSE（衛生・安全・環境）スタッフ、Chemaf 社の HSE スタッフ、

PACT の常勤代表者、政府の規制当局 SAEMAPE の代表者の監視の下、ASM による

採掘が行われている。これらのメンバーで ASM Committee という運営委員会を設置

して、課題の抽出や情報共有が行われている。 

 Trafigura 社の Corporate Responsibility の責任者が定期的（通常四半期ごと）に現場

調査を行う。また、第三者評価機関として、Kumi Consulting 社を任命し、運用状況の

監査を受けている。 

 本プロジェクト開始にあたり、Trafigura 社は PACT との間で戦略的パートナーシップ

を締結した。PACT は ASM の DD システムである iTSCi の現場での運営に従事して

きた。ASM との協働に関する豊富な経験と専門知識を要しており、本プロジェクトに

おいてそれらの知見が活用されている。 

 PACT が取りまとめた事業評価は、四半期ごとに Kumi Consulting が第三者評価者と

して監査を行う。OECD ガイダンス、Trafigura 社の「HSEC 事業原則」62、IFC の「パ

フォーマンス基準」63等に照らした評価が行われる。 

 

③ 事業成果 

 

また、Trafigura 社のホームページには、外部の経済専門家による評価レポート“The 

                                                   
61 Trafigura, “Mutoshi Pilot Project” https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
62 Trafigura, “Trafigura Corporate Responsibility Policy,” 

https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/responsible-sourcing-resource-centre/, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
63 IFC, “Performance Standards,” 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-

ifc/policies-standards/performance-standards.  

https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/
https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/responsible-sourcing-resource-centre/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards
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Mutoshi Pilot Project 2019”64が公開されており、その中で事業による成果や効果が検証さ

れ、一定の効果があったと評価されている。以下に取り組みの効果を概説する。 

 

 地質情報が提供され操業環境が改善したことで、ASM による一時間当たりの生産量が

増加した。 

 軍や治安部隊に対する賄賂が減少したことで汚職が軽減された。 

 衛生面・安全面・環境面で監査が入ることで職場環境リスクが改善し、より安全な状態

で採掘ができるようになったほか、長時間労働の是正に繋がった。 

 無料の医療サービスが提供されるようになったことで、ASM の健康改善に繋がり、よ

って怪我が病気による欠勤数が減少した。 

 1,000 人当たりの採掘者が活動することで、地元から商品やサービスを調達したり、新

しいビジネスが創業したりして、年間約 100 万米ドルの経済的インパクトが地域コミ

ュニティに発現した。 

 女性の作業員も採掘に参加できるようになり、その他の鉱区で働く女性に比べ、2.5 倍

の収入増加に繋がった。さらに、女性に対するハラスメントの減少や、衛生環境の改善

に伴う疾病予防にも貢献している。 

 

④ 事業の課題と今後への教訓65 

 

一方で、今後、本格的に操業を行う上での課題も見られる。本プロジェクトにおいては、

開始当初の 2018 年、市況の良い状況では充実したプロジェクトとしてスタートできたが、

2019 年以降の Co 価格の下落に伴い、事業運営に影響が見られるようになった。Co の売上

高が伸び悩む中、保安用品の交換や廃石除去等の保安措置の頻度が低下した。また、Chemaf

社の買取金額と近隣の他の取引価格の差が広がり、COMIAKOL が Chemaf 社への販売を

保留する場面もあり、外部に販売する ASM も出てきたという。 

パイロット事業からスケールアップさせるためには、世界銀行や各国ドナー等の開発援

助機関との連携が検討されるべきである。ASM のフォーマル化を援助事業のモデルとして

標準化させることで、ノウハウの蓄積と援助資金の投入に繋がり得る。その際、特に資金提

供機関によるエグジット戦略は事業当初から明確にしておくべきである。ASM や地元コミ

ュニティからの援助に対する過度の期待はコントロールしておく必要があり、近い将来は、

COMIAKOL や SAEMAPE、Chemaf 社等の現地関係者だけで事業が継続できる体制の構

築が肝要である。 

 

                                                   
64 Silva, S,. Strauss, T,. and Morisho, N., “The Mutoshi Pilot Project 2019,” December 2019, Page (6-

9). https://www.trafigura.com/media/2433/2019_trafigura_the_mutoshi-pilot_project.pdf, accessed 

March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
65 同上 

https://www.trafigura.com/media/2433/2019_trafigura_the_mutoshi-pilot_project.pdf
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(2) DD の強化66 

 

 川下企業や消費者等から責任ある鉱物調達への要求が高まる中、Chemaf 社は、調達の専

門家集団である Kumi Consulting 社によるアドバイザリーを受けながら DD 体制の強化を

進めている。 

2019 年に Chemaf 社は、RMI の Co 保証基準に沿った第三者監査を受審したが、DD の

マネジメントシステム及び手順がRMAP要件に準拠していないとの指摘を受けた。Chemaf

社の Co を購入する川下企業は、責任ある調達の証明として RMAP 監査に合格しているか

否かを重視することから、監査にクリアすることが重要であった。 

 そのため、Chemaf 社の Co を購入している唯一の商社として、Trafigura 社が Kumi 

Consulting 社に委託をし、是正プランの取り組みを開始した。具体的な改善内容は以下の

通りである。 

  

 マネジメントシステムの RMAP 不適合に対処するため、マネジメントシステムの方針、

手順、およびトレーニング資料の開発。 

 Chemaf 本社および DRC 内の Co のサプライヤーの本社を訪問し、開発された DD 手

順の実施と有効性の確認。 

 2020 年に RMAP の再監査を完了させるために、Trafigura 社、RMI、及び第三者監査

人との継続的な関与。 

 

 これら是正措置を講じたことで、2020 年の RMAP 監査では Co 標準の要件に準拠してい

ることが特定され、同年 11 月に RMI に準拠した Co 製錬所としてリストに登録されてい

る。 

 

3.1.4. 企業による責任ある Co 調達の取り組みの整理 

 

先述の海外資源企業による様々な責任ある Co 調達に関連する取り組みを整理したもの

を下表に示す。整理にあたっては、将来的に責任ある調達において考慮が必要になってくる

と予想される ESG の視点から、E（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）に分けて整理を行

い、各企業が何を目的に責任ある鉱物調達を進めているのかを明らかにした。 

Co の責任ある調達の必要性が叫ばれるようになった背景として、ASM の危険な労働環

境や児童労働があることから、ESG の S（社会）の改善を意識した取り組みが目立つ。例

えば、ASM のフォーマル化（formalization）支援や、児童労働を削減するため子どもを対

象とした職業訓練や教育へのアクセス支援等があげられる。DRC で操業する採掘企業にお

いては、こうした現地の社会課題の解決には、一社単独で取り組むというより、NGO 等と

組んで実際の支援活動を行ってもらったり、FCA 等の産業コンソーシアムの一員に加わっ

                                                   
66 Trafigura, “Strengthening Chemaf ’s due diligence,” 

https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/strengthening-chemafs-due-diligence/, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.trafigura.com/responsibility/responsible-sourcing/strengthening-chemafs-due-diligence/
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て他社と連携して活動していたりする事例が特徴として挙げられる。 

また、Co の責任ある調達慣行を促進するような基準やルールづくり、トレーサビリティ

技術の確立、ブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティの実証（RSBN 等）、RMI

の第三者監査による DD の受審といった、企業の G（ガバナンス）に直結する取り組みが、

世論の強い要請に応じるが如く進められている。一方、Co 採掘における環境改善に向けた

取り組みを積極的に情報開示していた企業は ERG 社のみであった。 

こうした資源企業による責任ある Co 調達を意識した取り組みは、純粋に現地の社会課題

の解決に資する CSR 活動として実施されているものと、今後の事業経営の存続を重視した

戦略的な取り組みとに分けられると考えられる。特に、ASM の扱いについては、Glencore

社や ERG 社は明示的に ASM からの Co 原料の調達を行わない方針を掲げており、人権侵

害のリスクが高い ASM からの調達を拒む顧客を意識した対策であると思われる。こうした

対応を取ることで調達原料にリスクが無いことを顧客に訴求し、事業の継続を図る狙いが

あるものと考えられる。また Chemaf 社の場合、違法な ASM を無くすためフォーマル化さ

せる支援を行っているが、一方で ASM の収入向上という純粋な CSR の側面を持ちながら

も、他方で、ASM を積極的に援助している姿勢を顧客にアピールすることで、事業の継続

を目指す意図もあるように思われる。 

なお、各団体の取り組みを網羅的に収集できていないため、あくまでも代表的な取り組み

を例示している点には留意が必要である。 

 

図表 10：海外資源企業による責任ある Co 調達を意識した取り組み（ESG 視点） 

 

（出所）MURC 作成 
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3.2. Co に関するトレーサビリティシステム 

 

 Co は、米国ドッド・フランク法や EU 紛争鉱物規則が規制の対象とする 3TG と異なり、

規制遵守の要件は今のところ無い。しかし、Co の人力採掘による危険な労働環境や児童労

働等人権問題に対する懸念を背景に、企業や業界団体等が主導するトレーサビリティの仕

組みが構築されつつある。以下では、川下から川上にかけて、Co に関連するトレーサビリ

ティシステムを整理した。なお、ここでいう「トレーサビリティシステム」とは、Co のサ

プライチェーンを追跡するための方法やガイドライン、ツール、また追跡を可能にするため

の支援活動も含めて定義し整理を行った。 

 

図表 11：Co トレーサビリティシステムの概要 

 

（出所）各種公式サイトを参考に MURC 作成 

 

3.2.1. RMI の Cobalt Reporting Template（CRT）と RMAP67 

 

 CRT とは、主に川下企業が Co のサプライチェーンにおける製錬・精錬所68の特定や DD

情報の収集を目的に、RMI によって開発された Co 専用の報告ツールである。2018 年 12

月に正式な運用が開始された。Co は現状、規制遵守対象の鉱種ではないため、CRT を実施

することは義務にはなっておらず、企業の自助努力に委ねられている。対象地域は CAHRAs

である。CAHRAs については、欧州委員会が 2020 年 12 月に非網羅的なリストを公開して

いる（※詳細は 4.1.2 をご参照）。 

                                                   
67 JEITA「コバルト調査における統一フォーマット「CRT」の書き方」2020 年 6 月

https://home.jeita.or.jp/mineral/2020seminar/pdf/2020_crt.pdf、2021 年 3 月 19 日参照。 
68 Co 業界や RMI では、「製錬所/Smelter」と「精製所/Refiner」は互換的に使用されている。 

https://home.jeita.or.jp/mineral/2020seminar/pdf/2020_crt.pdf


 

40 

 

 RMI における Co Smelter（製錬・精錬所）の定義とは、Co 濃縮物、中間物69又はリサイ

クル材70を加工し、川下製造プロセスで直接使用される Co 生成物71を製造する企業を指す

72。CRT において川下企業は製錬・精錬所までの特定が求められている。ただし、近年、鉱

山付近で鉱石から金属を一次製錬する企業（Crude Refiner）も RMAP 監査を受け始めて

いる。 

 

図表 12：RMI の Co サプライチェーン調査で特定の対象となる製錬・精錬所 

 

（出所）JEITA「コバルト調査における統一フォーマット「CRT」の書き方」 

 

 報告書執筆時点において、Co について、RMI が標準的製錬・精錬業者（Standard Smelter 

Name）と認定している数、及び RMAP 認定取得状況は下記の通りである。なお、世界中

の製錬・精錬所を網羅しているわけではなく、随時追加されている。 

 

図表 13：RMI による RMAP 監査の状況（Co） 

 合計 
うち、一次製錬所 

（Crude Refiner） 
うち、場所が DRC 

標準的製錬・精錬業者 

（Standard Smelter Name） 
94 社 12 社 16 社 

RMAP 認定取得済み 

（Conformant） 
11 社 ― 2 社 

RMAP 監査受審予定 

（Active） 
22 社 3 社 2 社 

（出所）RMI 公式ウェブサイト（2021 年 2 月末時点） 

（注）Conformant リストには、Crude Refiner の欄が無い。 

 

3.2.2. 中国五鉱化工進出口商会（CCCMC）と Responsible Cobalt Initiative（RCI）73によ

                                                   
69 Co 中間物は、精製が不十分な水酸化物・炭酸塩・金属等。 
70 リサイクル材の例は、工業スクラップまたは消費財スクラップ等。 
71 Co 生成物の例は、電気 Co、硫酸 Co、Co ブリケット、Co 粉等。 
72 JEITA による訳を参照。 
73 CCCMC, “Responsible Cobalt Initiative,” November 14, 2016, http://www.cccmc.org.cn/docs/2016-

http://www.cccmc.org.cn/docs/2016-11/20161121141502674021.pdf
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る Co の RMAP 監査ガイドライン 

  

RCI は、中国商務部直属の CCCMC が OECD の協力を得て 2016 年 11 月に設立した、

責任ある Co 調達のための産業コンソーシアムである。2018 年 4 月、CCCMC と RCI は、

RMI と連携し、製錬・精錬業者に対する Co 調達の第三者監査基準案「CCCMC Draft Cobalt 

Refiner Standard」を策定して、パブリックコメントを募った74。その後 2018 年 8 月、

CCCMC、RCI、RMI の 3 者が共同で策定した「Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence 

Standard」が、RMI による Co の RMAP 監査の基準として採用されている75。ただし、RMI

公式サイトに掲載されている基準には「DRAFT」の記載があり、正式発効ではないものと

思われる。また、後に微修正を加え、2019 年 6 月には初版として、「Guidelines for Cobalt 

Smelters Supply Chain Due Diligence」が発表されている76。なお、Co に関して RMI で

は、「製錬所/Smelter」と「精製所/Refiner」は互換的に使用されているものと考えられる。 

 2019 年 6 月の初版ガイドラインでは、対象となる製錬・精錬業者に対して以下 6 つのス

テップを通じて DD が適切になされているか監査を行うと記されている。なお、ステップ 6

は企業に実施を推奨する項目として挙げられている。 

 

 ステップ 1：強力な管理システム 

ステップ 2：サプライチェーンにおけるリスクの特定と評価 

ステップ 3：特定されたリスクに対応するための戦略の確立と実施 

ステップ 4：第三者評価 

ステップ 5：公的報告 

ステップ 6：コミュニティの参加 

 

Co の監査ガイドラインの策定だけでなく、RCI は Co のサプライチェーンにおける環境

社会リスクに対処するため、特に最悪の形態の児童労働の問題に取り組むことを最優先事

項に掲げ取り組んでいる。2016 年 11 月のプレスリリース発表時点において、RCI に参加

している企業は、Apple、Beijing Easpring Material Technology、HP、Huawei、L&F、

Samsung、Sony、Tianjin B&M Science and Technology、Huayou Cobalt である。RCI の

目指す目的は以下の通りである。 

 

 下流及び上流の企業に対して、各社のサプライチェーン方針を、OECD ガイダンス

                                                   
11/20161121141502674021.pdf, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
74 CCCMC, “Public consultation on CCCMC Draft Cobalt Refiner Standard,” April 10, 2018, 

http://en.cccmc.org.cn/news/cccmcinformation/77704.htm, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻

訳） 
75 RMI 公式ウェブサイト「Standards」から各対象鉱種の基準が確認できるようになっており、そのう

ち Co の基準を選択すると、3 者が策定した基準に飛ぶようになっている。（参照リンク：

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/standards/。） 
76 CCCMC, “Guidelines for Cobalt Smelter Supply Chain Due Diligence,” June 2019, 

http://www.cccmc.org.cn/docs/2019-07/20190709105854093456.pdf, accessed March19, 2021. （MURC

にて仮翻訳） 

http://www.cccmc.org.cn/docs/2016-11/20161121141502674021.pdf
http://en.cccmc.org.cn/news/cccmcinformation/77704.htm
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/standards/
http://www.cccmc.org.cn/docs/2019-07/20190709105854093456.pdf
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及び責任ある鉱物サプライチェーンに関する中国の DD ガイドラインと整合させ、

Co サプライチェーンにおける透明性の向上とサプライチェーンガバナンスの改善を

図る。 

 DRC 政府、市民社会、及び影響を受けた地域社会との協力を促進し、Co サプライチ

ェーンにおけるリスクと課題に対処する行動をとる、および/またはその行動を支援

する。 

 影響を受けたコミュニティ、鉱山労働者、及び一般市民に対して、進捗状況と結果を

効果的に伝達するための共通のコミュニケーション戦略を開発し、行動計画の内容

と目標を他の利害関係者と調和させる。 

 

3.2.3. Cobal Institute の Cobalt Industry Responsible Assessment Framework（CIRAF）

7778 

  

CIRAF は、Cobalt Institute が RCS Global 社と連携して構築し、2019 年 1 月に正式に

立ち上げられた Co 業界の責任ある調達を実施するための、企業による自己評価トレーサビ

リティシステムである。企業が Co の責任ある生産と調達に関するグローバルなグッドプラ

クティスに準拠していることを、年次報告を公開することによって示すことができる報告

管理ツールの役割を果たす。 

CIRAF の利点は、Co の生産者と購入者が、事業とサプライチェーンにおける責任ある生

産と調達のリスクを評価、軽減、報告する能力が強化されることにある。また、Co の DD

の報告内容が統一化され、参加企業は自社の取り組みが世界的な責任ある生産と調達のグ

ローバルプラクティスに整合していることを公に示すことができる。さらに、CIRAF は責

任ある生産と調達において問題視されるリスクの全範囲をカバーしているため、企業が

CIRAF を使って取り組みを報告することで、Co 業界の中でのレピュテーション向上に繋

げることができる。 

ただし、CIRAF は認証や監査スキームではないため、Cobalt Institute が CIRAF の要件

に準拠している企業に証明書等を発行することは無いという点は留意が必要である。また、

参加企業による年次報告書の公開は必須であり、Cobalt Institute の加盟企業以外でも

CIRAF を採用することは可能である。 

CIRAF がカバーするリスク評価と軽減のための項目は、OECD ガイダンス及び付属書 II

に示されたリスクと整合しており、以下 4 つの主要なリスクカテゴリーに含まれる 9 つの

優先リスク領域が該当する。CIRAF を採用する企業は、9 つのリスクのうち Co 調達にお

いて特に重要と判断される領域を特定し、年次公開報告を通じて以下の点を公表する義務

を負う。 

                                                   
77 Cobalt Institute, “Introducing the Cobalt Industry Responsible Assessment Framework (CIRAF),” 

April 8, 2019, https://www.cobaltinstitute.org/assets/files/News/CIRAF-External-

Primer_08042019_ENG.pdf, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
78 Cobalt Responsible Sourcing and Production, “CIRAF: Ensuring Responsible Cobalt,” 

http://responsiblecobalt.org/ciraf/, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.cobaltinstitute.org/assets/files/News/CIRAF-External-Primer_08042019_ENG.pdf
https://www.cobaltinstitute.org/assets/files/News/CIRAF-External-Primer_08042019_ENG.pdf
http://responsiblecobalt.org/ciraf/
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 リスク評価と関連する取り組みの要約 

 特定されたリスクを管理するための方針と DD 管理システムが整備されていること

を示す文書 

 既存の責任ある生産・調達基準にどのように準拠しているかの記述 

 

4 つのリスクカテゴリーのうち、人権リスクに対する方針と DD 管理システムの構築有無に

ついては、世論の強い要請を受けて、第三者保証を受けることが必須となっている。 

 

図表 14：CIRAF が評価する 9 つの優先リスク領域 

 

（出所）Cobalt Institute “The Cobalt Industry Responsible Assessment Framework” 

 

 なお、Cobalt Institute とは、あらゆる形態の Co の持続可能で責任ある生産と調達を促

進することを目的とした非営利組織である。加盟企業は、Co 採掘企業、顧客、リサイクル

事業者、商社等、Co のサプライチェーンに関連する全ての関係者に開かれている。Cobalt 

Institute に加盟する企業が取り扱う Co は、現在、世界中で生産されている Co の約 70％

を占めている。今後さらに Co の責任ある慣行を促進するため、2020 年 6 月、Co の責任あ

る調達の情報ハブとして、「responsiblecobalt.org」ウェブサイトを立ち上げ、加盟企業に

よるプロジェクトや取り組み事例を紹介している。 

 

3.2.4. RCS Global 社による Better Mining79 

 

                                                   
79 RMI, “Call for Funding: Scaling Cobalt and Copper ASM Mine Monitoring Program for Systemic 

Impact in the Democratic Republic of Congo (DRC), ” 

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI-

Better%20Mining%20Funding%20Call%20May%202020.pdf, accessed March19, 2021. （MURC にて

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI-Better%20Mining%20Funding%20Call%20May%202020.pdf
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI-Better%20Mining%20Funding%20Call%20May%202020.pdf
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 Better Mining は、DRC で採掘されている Co と Cu を対象に、ASM 現場の責任ある調

達の状況を把握する仕組みとして、RCS Global 社が RMI 等の資金援助のもと、展開して

いるトレーサビリティシステムである。ASM を対象としたトレーサビリティの試みは、

2015 年以降、まずは 3TG 鉱石を対象に検証され、Co と Cu については 2018 年にパイロ

ット試験が実施された。2019 年以降、3 か所の ASM サイトに対して Better Mining が適

用され、今後 2022 年までには 12 か所にまで拡大させる計画で進められている。なお、現

在のところ、フォーマル化された ASM サイトが適用対象となっている。 

具体的なトレースの方法は、Better Mining 専用スマートフォンのアプリケーションを用

いて、事故情報やリスク、社会経済に対する影響等 ESG 関連データを定期的に収集する手

法が取られている。評価項目は OECD ガイダンスに準拠しており、RMI によって認証され

た内容となっている。こうしたデータは、RMI に提供され Co の RMAP 監査に活用される

ほか、下流企業による DD 実施に際しても上流のトレーサビリティのデータとして提供さ

れている。 

 

3.2.5. Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) 80 

 

 詳細は後段の「5. ブロックチェーン技術の紛争鉱物への応用に係る最新動向」で述べる

が、Co のトレーサビリティを確保する仕組みとして、ブロックチェーン技術を活用した

RSBNがパイロット段階として立ち上がっている。IBM のHyperledger Fabric を搭載し、

RCS Global が保証するエコシステムの中には、上流から下流までサプライチェーンに関連

するステークホルダーだけでなく、第三者の監査会社等の参画が推奨されている。将来的に

は、ASM についても本エコシステムに参加することが望まれているが、現状では、Glencore

社や Huayou Cobalt 社等による大規模採掘（LSM）から生産された Co がトレースの対象

となっている。 

 

3.2.6. 産業コンソーシアムによる Cobalt for development8182 

 

 ASM のフォーマル化を支援する業界を超えたトレーサビリティシステムとして、BMW

社、BASF 社、Samsung 社が横断的産業コンソーシアムを組み進めている「Cobalt for 

development」パイロット事業がある。これは、参加企業からの出資による民間資金で運営

されており、ASM の労働条件の改善や地域コミュニティの生活環境の改善を目的とした試

                                                   
仮翻訳） 
80 RCS Global, “Bloackchain & Traceability: Mine-to-market distributed ledger technology platforms,” 

https://www.rcsglobal.com/blockchain-traceability/, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
81 GIZ, “BMW, BASF and Samsung launch a project for sustainable cobalt mining,” 

https://www.giz.de/en/press/72347.html, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
82 BASF, “Cobalt for Development” project started trainings for mining cooperatives in Kolwezi, 

Democratic Republic of Congo,” https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2020/10/p-20-

350.html#:~:text=About%20%E2%80%9CCobalt%20for%20Development%E2%80%9D&text=In%20Ja

nuary%202019%2C%20the%20companies,2020%2C%20Volkswagen%20joined%20the%20project, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.rcsglobal.com/blockchain-traceability/
https://www.giz.de/en/press/72347.html
https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2020/10/p-20-350.html#:~:text=About%20%E2%80%9CCobalt%20for%20Development%E2%80%9D&text=In%20January%202019%2C%20the%20companies,2020%2C%20Volkswagen%20joined%20the%20project
https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2020/10/p-20-350.html#:~:text=About%20%E2%80%9CCobalt%20for%20Development%E2%80%9D&text=In%20January%202019%2C%20the%20companies,2020%2C%20Volkswagen%20joined%20the%20project
https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2020/10/p-20-350.html#:~:text=About%20%E2%80%9CCobalt%20for%20Development%E2%80%9D&text=In%20January%202019%2C%20the%20companies,2020%2C%20Volkswagen%20joined%20the%20project
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験事業を、ドイツ国際協力公社（GIZ）が現地パートナー団体と連携して実施している。事

業は 2018 年に開始され、最近では Volkswagen 社も参加した。 

 試験事業では、Kolwezi 市にある 12 の鉱業協同組合に属する職人に対し、責任ある鉱業

慣行のための主要な環境、社会、ガバナンスの側面について能力強化トレーニングを提供し

ている。この研修では、鉱山現場の管理や法令遵守、人権、健康と安全管理、環境保全等が

含まれている。DRC 政府の SAEMAPE も研修実施に協力をしている。研修を受けた職人

がトレーナーとなって、2021 年半ばまでには、1,500 人以上の ASM 職人が指導を受ける

ことを目的としている。 

 

図表 15：鉱業組合員に対する能力強化トレーニング 

  

健康と安全、環境管理、保護具、共同管理プ

ロセスに関する 4 日間のトレーニング 

方法論について学ぶためのトレーナーセッシ

ョンのトレーニング 

（出所）BASF 社の 2020 年 10 月 30 日付プレスリリース 

 

 加えて、2019 年 9 月からは、パートナー団体である Bon Pasteur / Good Shepherd 

International Foundation と協力して、Kisote と近隣のコミュニティにおいて、公立小中

学校の 7 校舎を新規に建設し、旧校舎は職業訓練センターに改装する等の教育支援を実施

している。そこでは、パン作り等の職業訓練や金融リテラシー等の収入向上支援、また子育

て支援等が行われている。プロジェクトの実施期間は 3 年間で、対象はパイロット鉱山と

その周辺コミュニティに限定されているが、効果が証明されれば、他のサイトにスケールア

ップさせる計画である。 

 

3.2.7. Fair Cobalt Alliance（FCA）83 

 

 FCA は DRC における ASM の課題解決を目指して立ち上がったトレーサビリティシス

テムであり、多種多様な企業や団体が加盟している。下流メーカーである Fairphone、

Signify、及び上流の採掘企業である Huayou Cobalt によって設立され、英国を本拠とする

慈善団体である Impact Facility によって管理運営がなされている。FCA の資金は、オラン

                                                   
83 The Impact Facility, “Fair Cobalt Alliance (FCA),” 

https://www.theimpactfacility.com/commodities/cobalt/fair-cobalt-alliance/, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 

https://www.theimpactfacility.com/commodities/cobalt/fair-cobalt-alliance/
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ダ外務省及び外国貿易・開発協力省による助成金が充てられている84。報告書執筆時点にお

ける参加企業／団体は、Fairphone、Signify、Huayou Cobalt、Glencore、Responsible Cobalt 

Initiative（RCI）、Tesla、Sono Motors、Miller Center for Social Entrepreneurship、CARF

（Center Arrupe pour la Recherche et la Formation）である。FCA の主な活動の内容と

目的は以下の通り概説される。 

 

① ASM の専門化等を通じた、公正な Co の供給を促進する 

FCA は、ASM サイトの管理の専門化（Professionalisation）をサポートすること、

責任ある採掘慣行が行われることを確保すること、鉱山の安全性向上と環境への負の

影響の軽減、男女共に適切な労働環境の創出を目的とした鉱山環境の改善に資する資

金投資を行うことを通じて、公正な Co の生産と供給を推進している。 

 

② 児童労働のないコミュニティに向けた取り組み 

子供が Co 鉱山内で働くことを防止するために、FCA は ASM 職人を支援し、子供を

鉱山サイトから遠ざけるための監視メカニズムを確立している。さらに、FCA は、鉱

山サイト内だけでなく地域社会全体での児童労働の防止に取り組むため、子供の学校

入学を支援し、子供と若者が教育と職業訓練を受けられるよう支援している。 

   

③ 世帯収入の増加 

貧困は、ASM に関連した児童労働及び危険な労働衛生の根本原因の 1 つとなってい

る。収入を得なければ生活できないことから、鉱山による危険な労働や子供を労働力と

して提供せざるを得ない。こうした根本要因を解決するため、FCA は、農業や起業、

ビジネスリテラシー等の促進に焦点を当て、鉱業だけに頼らず持続可能な生計手段を

創出するためのプロジェクトを実施している。 

 

3.2.8. 各種 Co のトレーサビリティシステムの整理と日本企業への示唆 

 

 上記に概説した Co におけるトレーサビリティシステム、また 3T を対象としたトレーサ

ビリティシステムの中から Co にも適用可能となるものを整理すると、以下のような概念図

になる。 

 

  

                                                   
84 The Impact Facility, “Launching The Fair Cobalt Alliance,” August 24, 2020, 

https://www.theimpactfacility.com/launching-the-fair-cobalt-alliance/, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 

https://www.theimpactfacility.com/launching-the-fair-cobalt-alliance/
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図表 16：Co のトレーサビリティシステム全容概念図 

 

（出所）公式サイト等を参考に三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社(株)作成（注）

[1] Cobalt Institute による Cobalt Industry Responsible Assessment Framework [2] ド

イツ RCS Global 社による Better Sourcing Program、[3]RCS Global 社による Better 

Mining、[4] ドイツの連邦地球科学・天然資源研究所（BGR）の鉱産物流通過程認証制度、

[5] RCS Global 社や IBM 等による Responsible Sourcing Blockchain Network、[6] RMI

による Responsible Minerals Assuarance Process、[7] RMI による Cobalt Reporting 

Template 

 

 現状において Co は、3TG のような規制遵守の対象となる鉱種ではないことから、川下か

ら川上まで含め企業がトレーサビリティシステムを活用するか、その場合、どういったシス

テムを採用するかは、企業の判断に委ねられているものと考えられる。そのため、前段 3.1

で整理したとおり、海外資源企業によるトレーサビリティシステムの導入度合いや、責任あ

る Co 調達に向けた取り組みの内容に濃淡が生じている。規制の対象外であるという Co の

現状を踏まえると、概念図に示した様々なトレーサビリティシステムのうち、現時点におい

て、企業にとって取り組みやすいものの一つは Cobalt Institute の CIRAF ではないかと思

われる。CIRAF は OECD ガイダンスに準拠した報告支援ツールであり、企業自らが Co サ

プライチェーンのリスクを特定、対応、報告することで、自己評価が行えるからである。 

 他方、2020 年 6 月に行われた OECD の責任ある鉱物サプライチェーンフォーラムで、

Cobalt Institute と RMI がウェビナーを主催し、企業が Co 調達の DD を確保する手段と

して、まずは CIRAF による自己評価を行い、次のステップとして RMAP 等による第三者

監査に移行していくことの重要性を指摘している85。さらに、日本企業においては、川下企

                                                   
85 Cobalt Institute, “Progressive Improvement in Due Diligence: Moving from Self-Assessment to 
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業からの責任ある Co 調達に対する要求に応えるため、RMI の RMAP 監査に準拠

（conformant）した製錬・精錬所からの調達とするか、あるいは自社も RMAP 監査を受審

する対応を進めている状況が伺える。こうしたことから、もし将来的に DRC から Co を調

達するとなる場合、RMAP 監査に準拠した製錬／精錬所からの調達とし、それより上流の

トレーサビリティを確保する効果的な手段として、RMI と相互連携している仕組みを活用

することが考えられる。 

報告書執筆時点で、RMI との相互連携が承認されている上流トレーサビリティシステム

は、RCS Global 社の BSP と ITRI の iTSCi の 2 つである86。このうち、BSP は 3TG 以外

に Co もトレースの対象鉱種に含むとの言及が公式サイト上で確認できる87。ただし、DRC

で産出された Co の採掘から輸出に至るまで既に定期的に監査されているかの実態は、公表

資料等では明らかにできていない。一方、iTSCi については、現在のところ、トレーサビリ

ティの対象は 3T 鉱物であり、Co の適用には及んでいない88。加えて、未だスケールアップ

の途上ではあるものの、Better Mining を使ったトレーサビリティのデータは RMI に提供

され、Co の RMAP 監査に活用されているとの記載が確認できることから89、相互連携がな

されているものと考えられる。また、ドイツ BGR の CTC については、2019 年のマニュア

ル改訂にともない、ASM 起源の Co も対象鉱種に含まれるようになった90。しかし、RMI

との相互連携が可能かどうかについては確認できていない。 

 したがって、DRC にある鉱山の採掘現場から製錬・精錬所までの上流サプライチェーン

の追跡において、RMI に集約させるとすれば、相互連携が確認されている BSP や Better 

Mining を活用して、原料にリスクがないことの証明を図り、製錬・精錬所において RMAP

監査の認定を取得するという一連の流れが、効率的な手法である可能性がある。ただし、

BSP や Better Mining は運用が開始されて間もないシステムであるため、その信頼性はき

ちんと検証されるべきと思われる。さらに、こうしたトレーサビリティシステムを利用する

コストと、従来企業が独自で行ってきた調査や CIRAF による自己評価にかかる手間やコス

ト等を比較検討することが必要と思われる。 

 なお、DRC 産 Co を調達する場合の懸念点として、どこを経由して調達するかは留意が

                                                   
Independent Third-Party Assurance in the Cobalt Supply Chain,” June 23, 2020, 

http://responsiblecobalt.org/educational/progressive-improvement-in-due-diligence-moving-from-self-

assessment-to-independent-third-party-assurance-in-the-cobalt-supply-chain/, accessed March19, 

2021. （MURC にて仮翻訳） 
86 RMI, “Upstream Assurance Mechanisms,” http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-

due-diligence-container/recognized-standards-or-programs/upstream-assurance-mechanisms/, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
87 RCS Global Group, “Upstream Data – Better Sourcing,” https://www.rcsglobal.com/bettersourcing/, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
88 iTSCi, “Out Purpose – Acheving Together,” https://www.itsci.org/purpose/, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 
89 RMI, “Call for Funding: Scaling Cobalt and Copper ASM Mine Monitoring Program for Systemic 

Impact in the Democratic Republic of Congo (DRC), ” 

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI-

Better%20Mining%20Funding%20Call%20May%202020.pdf, accessed March19, 2021. （MURC にて

仮翻訳） 

90 BGR, “Certified Trading Chains,” 

https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Concept_MC/CTC-Standards-

Principles/ctc_standards-principles_node_en.html, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

http://responsiblecobalt.org/educational/progressive-improvement-in-due-diligence-moving-from-self-assessment-to-independent-third-party-assurance-in-the-cobalt-supply-chain/
http://responsiblecobalt.org/educational/progressive-improvement-in-due-diligence-moving-from-self-assessment-to-independent-third-party-assurance-in-the-cobalt-supply-chain/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence-container/recognized-standards-or-programs/upstream-assurance-mechanisms/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence-container/recognized-standards-or-programs/upstream-assurance-mechanisms/
https://www.rcsglobal.com/bettersourcing/
https://www.itsci.org/purpose/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI-Better%20Mining%20Funding%20Call%20May%202020.pdf
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/RMI-Better%20Mining%20Funding%20Call%20May%202020.pdf
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Concept_MC/CTC-Standards-Principles/ctc_standards-principles_node_en.html
https://www.bgr.bund.de/EN/Themen/Min_rohstoffe/CTC/Concept_MC/CTC-Standards-Principles/ctc_standards-principles_node_en.html
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必要な可能性がある。特に中国は、DRC で産出された ASM 起源の Co を調達し、硫酸 Co

の状態で日本に一定程度の Co を輸出している実態があると言われている。中国からの硫酸

Co が RMAP 監査に認定された製錬・精錬所からの調達であるのか更なる確認が必要であ

り、そうであったとしても、RMAP 監査において鉱山の操業現場における人権侵害リスク

を排除できるのか、監査チェックリストの詳細な確認が必要と考えられる。 

 一方で、製錬・精錬所における RMI の RMAP 監査認定に集約させる考え方の他に、ブ

ロックチェーン技術を用いた RSBN の試みが進められているが、Co のトレーサビリティシ

ステムとしては未だに試験段階にあり、その有効性は今後さらに検証が必要と思われる。 
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4. EU で導入予定の「責任ある調達」に向けた制度の最新動向 

 

4.1. EU 制度の最新動向の追跡 

 

4.1.1. EU 鉱物規制の概要 

 

EU は、2017 年 3 月 16 日に欧州議会において「紛争地域及び高リスク地域を原産とする

錫、タンタル、タングステン、それらの鉱石、及び金の EU 輸入者のサプライチェーンにお

ける DD の義務に関する欧州議会及び欧州理事会規則」（以下、EU 紛争鉱物規則）を採択

し、域内における紛争鉱物の輸入に際し対象企業に DD を義務化した91。本規則は、2021 年

1 月 1 日から施行されている。 

紛争鉱物の規制に関しては、2010 年に成立したドッド・フランク法が有名であるが、今

般、施行された EU 紛争鉱物規則は、ドッド・フランク法とは対象となる企業やリスク、地

域等に差異が見られる。両法の概要は下記の通りである。 

 

 EU 紛争鉱物規則 米国ドッド・フランク法 

発行日 2017 年 7 月 発行 

2021 年 1 月 全面適用（DD 義務化） 

2010 年 7 月 成立 

2012 年 8 月 SEC 実施規則 施行 

対象者 EU に鉱物（鉱石・未加工金属）を輸入

する企業（＊部品・製品の状態で輸入し

ている企業は対象外） 

米国上場の製造業者 

対象リスク OECD 付属書 II ベース 

（児童労働を含む人権侵害全般） 

武装勢力の資金源か否か 

対象鉱物 Sn、Ta、W、Au Sn、Ta、W、Au 

対象地域 紛争地域及び高リスク地域（CAHRAs） DRC 及び周辺国 

事業者が行

うこと 

1. サプライチェーンの DD 

2. 年次報告書提出 

3. EU 加盟各国による事後確認 

1. 3TG 仕様有無、原産国調査 

2. サプライチェーンの DD 

3. 年次報告書提出 

今後の動き 2020 年 CAHRAs の公開 

2020 年半ば 川下企業向けの透明性

プラットフォームの公開 

2020 年末 責任ある製錬所リストの

公開 

現時点でも有効 

（出所）JEITA 責任ある鉱物調達検討会「『責任ある鉱物調達』対応の背景と調査実務」 

                                                   
91 JETRO ビジネス短信「欧州議会、紛争鉱物資源に関する規則案を採択－在欧日系企業の見方－」2017

年 3 月 31 日 https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/03/3f59b092ac45a22e.html、2021 年 3 月 19 日参

照。 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/03/3f59b092ac45a22e.html
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EU 紛争鉱物規則において企業に要求される DD とは、「スズ、タンタル、タングステン、

それらの鉱石及び金の調達活動に関連した悪影響を防止または軽減するために、紛争地域

や高リスク地域に関連した実際のリスクと潜在的なリスクを特定し、対処することを目的

とした、管理システム、リスク管理、独立した第三者監査、情報開示に関連する輸入業者の

義務」を意味している（EU 紛争鉱物規則第 2 条（d））。これは、OECD ガイダンスを念頭

に置いた記載であり、EU 紛争鉱物規則の特徴として、OECD ガイダンスに基づくリスク管

理が想定されている点が挙げられる。 

 

4.1.2. 対象リスクの拡大と紛争地域及び高リスク地域（CAHRAs）の特定 

 

 米国ドッド・フランク法では、DRC 及びその周辺国を対象とする地域が DD の対象とさ

れていたが、EU 紛争鉱物規則の対象は、「紛争地域及び高リスク地域（CAHRAs）」とされ

ており、その範囲が拡大されている。 

 CAHRAs の定義は、EU 紛争鉱物規則と OECD ガイダンスで多少異なるが、紛争地域の

みならず、ガバナンスの脆弱性や国際法の違反、それらに伴う人権侵害等が生じている地域

を対象としている点は共通している。 

 

図表 17：CAHRAs の定義の違い 

規則 定義 

EU 紛争鉱物規則 武力紛争地域または紛争後の脆弱な地域、あるいは破綻

国家のようなガバナンス及び治安が脆弱または存在し

ない地域、人権侵害を含む国際法の広範かつ組織的な違

反が横行している地域（EU 紛争鉱物規則第 2 条（f）） 

OECD ガイダ ンス 紛争地域および高リスク地域は、武力による紛争、広範

にわたる暴力、もしくは人々に危害が及ぶその他のリス

クの有無によって識別される。武力による紛争は様々な

形をとることがあり、例えば、2ヵ国ないしそれ以上が

関与することもあれば、解放戦争、反乱、内戦等による

こともある、国際的もしくは非国際的対立等である。高

リスク地域には、政情不安や抑圧、制度上の欠点、不安

定等が見られる地域や、国内のインフラが崩壊した地

域、さらに暴力が広範におよんでいる地域等がある。こ

れらの地域では広範におよぶ人権侵害や、国内法または

国際法違反が見られる （日本語仮訳13頁） 

 

 EU 紛争鉱物規則では、欧州委員会が非網羅的な CAHRAs のリストを提供しなければな

らないことが規則内に示されており、これに従い、2020 年 12 月 17 日に欧州委員会は
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CAHRAs のリストを公開した（https://www.cahraslist.net/）。 

現在、27 か国において CAHRAs が特定されており、その詳細については、CAHRAs の

特設 Web サイト上にて、個別のレポートをダウンロードすることが可能となっている。

CAHRAs のリストは四半期ごとに見直され、更新される見込みである。 

 

図表 18：CAHRAs のグローバル分布図 

 

 

 CAHRAs の特定メソドロジーは、欧州委員会貿易総局から非営利の研究団体である

RAND Europe 社に委託の上で策定された。RAND Europe 社は、主要な法制度、プロジェ

クト文書、ステークホルダーや専門家からの意見等を分析した上でメソドロジーを開発し

ている。現在、採用されているメソドロジーの主な考え方は下記の通りである。 

 

- EU 紛争鉱物規則に定められた CAHRAs の定義と合致すること 

- 2018 年の欧州委員会勧告92とも整合性があり、一貫性があること 

- グローバルな分析範囲を提供できること 

- サブナショナル（国家未満）なレベルの評価に基づいて特定できること 

- 生産や採取に関連する地域だけでなく、サプライチェーンやバリューチェー

ン上の他の要素に関連する地域も評価対象に含めること 

- 疑わしい情報、不完全な情報、または矛盾する情報に直面した場合には、

CAHRAs から除外するのではなく、含めること 

- 透明性、再現可能性があること 

                                                   
92 European Union, “on non-binding guidelines for the identification of conflict-affected and high-risk 

areas and other supply chain risks under Regulation (EU) 2017/821 of the European Parliament and 

of the Council,” August 10, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1149&from=EN, accessed March19, 2021. （MURC にて

仮翻訳） 

https://www.cahraslist.net/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1149&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H1149&from=EN


 

53 

 

- 認められた組織や期間が開発した既存のリソースや方法を活用すること93 

 

EU 紛争鉱物規則の対象となる企業は、欧州委員会によって示された CAHRAs のリスト

を参照しつつ、サプライチェーン上の DD を実施していかなければならない。なお、RMI

では、CAHRAs の特定において有益な公開情報のリストを公表しており、各企業において

CAHRAs の特定を進める上で参考になる94。RMI の RMAP 基準では、CAHRAs について、

EU のリストで特定された地域と DRC 及び周辺 9 か国（アンゴラ、ブルンジ、中央アフリ

カ共和国、コンゴ共和国、ルワンダ、南スーダン、タンザニア、ウガンダ、ザンビア）が含

まれていなければならないとされている。 

 

 EU 紛争鉱物規則では、リスクの対象が、鉱物の採掘が武装勢力の資金源となっているか

否かという観点を超えて国際法違反や人権侵害全般にまで拡大されていることから、サプ

ライチェーン上の DD に際しては、OECD ガイダンスの付属書Ⅱに従い、下記のリスクを

確認しなければならないとされている。 

 

OECD 付属書Ⅱで示されるリスク リスクの内容 

1. 鉱物の採掘、輸送、取引に関連

した人権侵害 

i. あらゆる形態の拷問、残虐、非人道的で品位を傷つ

ける扱い 

ii. あらゆる形態の強制労働 

iii. 最悪の形態の児童労働 

iv. 広範な性暴力、その他の著しい人権侵害及び虐待 

v. 戦争犯罪もしくはその他の深刻な国際人道法の違

反行為、人道に対する罪、集団虐殺 

2. 非政府武装集団に対する直接

的または間接的支援 

i. 鉱山の違法支配、もしくは輸送ルート、取引拠点、

サプライチェーンの上流の関係者への支配 

ii. 鉱山へのアクセスポイント、輸送ルート、取引拠点

等における違法な課税、金銭や鉱物の恐喝 

iii. 中間業者や輸出企業、もしくは国際取引業者に対す

る違法な課税、恐喝 

3. 公的または民間の保安隊によ

る不法行為 

i. 公的または民間の保安隊で、鉱山現場、輸送ルート、

サプライチェーンの上流の関係者を違法に管理す

る組織や、鉱山へのアクセスポイントや輸送ルー

ト、取引拠点において違法な課税や恐喝を行う組

織、中間業者、輸出企業、国際取引業者に対して違

                                                   
93 CAHRAs の特定において RAND Europe が参照したデータベースや資料は、CAHRAs の特設 Web サ

イトにて確認できる。https://www.cahraslist.net/data-sources。 
94 RMI, “Conflict Affected and High-Risk Areas (CAHRAs),” 

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/conflict-

affected-and-high-risk-areas/, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.cahraslist.net/data-sources
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/conflict-affected-and-high-risk-areas/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/conflict-affected-and-high-risk-areas/
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法な課税や恐喝を行う組織に対する支援 

4. 贈収賄および鉱物原産地の詐

称 

i. あらゆる種類の賄賂の申し出、約束、提供または要

求 

ii. 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、採掘権料

を偽ることを目的とした、鉱物の原産地の隠匿また

は偽装 

5. 資金洗浄 i. 鉱山へのアクセスポイント、輸送ルート、または

取引拠点での違法な課税もしくは恐喝に由来し、

鉱物の採掘、取引、取扱い、輸送、もしくは輸出

に起因または関連した資金洗浄 

6. 政府への税金、手数料、採掘権

料の支払い 

i. 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の採掘、取

引、輸出に関連した税金、手数料、採掘権料の支払

いの不履行 

 

4.2. EU における関連動向 

 

4.2.1. 川下企業向け透明性プラットフォームの構築 

 

EU では「川下企業向け透明性プラットフォーム」（英語名：Responsible Minerals 

Information System (ReMIS)）が構築される予定であり、現在も議論が進められている

（2020 年中には ReMIS が公表される予定であったが、2021 年 3 月現在、まだ公表はされ

ていない）。ReMIS については、欧州委員会の「3TG の責任ある調達に関する加盟国専門

家グループ」（Meeting of the Member State Expert Group on "responsible sourcing of 

tin,tantalum, tungsten and gold (3TG)"）の議事録の中に詳細が記載されており、現在確

認されている ReMIS の概要は以下の通りである。 

 

図表 19：川下企業向け透明性プラットフォームの概要 

対象鉱物 3TG 及びその他（Co 等） 

言語 英語＋EU 公用語 

登録 ボランティアベース 

登録内容 企業のタイプ（上流・下流）、セクター、取り扱い鉱物名、サプライチェー

ンスキーム、規則の対象か否か、DD の方針とその実施状況 

登録対象 EU 域内の個人または法人（各加盟国が妥当性をチェック） 

（出所）JEITA 責任ある鉱物調達検討会「『責任ある鉱物調達』対応の背景と調査実務」 

 

ReMIS の構築に向けた欧州委員会の議論の中で、川下企業は EU 規則の対象外であるこ

とから、このイニシアティブは規則に反しているのではないかとの懸念が提起されたこと
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によって、ReMIS は完全に任意の取り組みであり、義務ではないことが強調された。また、

加盟国の所管当局が登録された企業情報について、「妥当性の検証」は行うものの、真実性

の確認等は行わず、登録情報の更新等はあくまで企業の権限であることも示されている95。 

詳細は明らかにされていないものの、既に試用版はリリースされており、いくつかの加盟

国や企業が参加し、機能面に関するいくつかのフィードバックを提供している。2019 年 6

月の欧州委員会議事録を確認する限り、技術的には既に確立されているようであるが、

GDPR（EU 一般データ保護規則）との関係から、個人データの保護管理が未解決のままで

あり、そのために立ち上げが遅れる可能性が示唆されている。欧州委員会としては、GDPR

が要求する「Joint Controller Agreement」（共同管理者協定）を各加盟国との間で締結す

るべくドラフトを作成しているが、合意に至っているかどうかは欧州委員会の議事録から

は明らかでない96。 

なお、欧州委員会は ReMIS を川下企業の DD の実践に関する情報を自主的に公開し、ベ

ストプラクティスの共有を支援することを目的とした情報システムであると位置付けてい

ることから、ReMIS の構築によって、川下企業の DD が活発化する可能性が指摘されてい

る97。 

 

4.2.2. ロンドン金属取引所の動き 

 

非鉄金属取引所であるロンドン金属取引所（LME）においても、LME 上場ブランドに対

して、OECD ガイダンスに準拠した DD の実施を求める動きが見られる。LME では、2017

年に上場ブランドの全生産者を対象に、責任ある調達に関する包括的なアンケートを実施

したほか、2018 年 10 月には、責任ある調達に関する要求事項を示したポジションペーパ

ーを公表している。その後、2019 年 4 月にコンサルテーションを実施して市場から様々な

フィードバックを受け、それらを踏まえた上で 2019 年 10 月に最終的な要求事項が取りま

とめられた98。 

LME の要求事項は、OECD ガイダンスに準拠する形で策定されており、事業者に対して

は、まず、企業の管理システムの整備とレッドフラッグプロセスの確立が求められている。

LME におけるレッドフラッグの考え方は、OECD ガイダンスの補足文書である「すず、タ

ンタル、およびタングステンに関する補足書」において記載されているレッドフラッグの考

え方と同一であり、LME では、レッドフラッグを特定するためのテンプレート（LME Red 

Flag Assessment Template）が提供されている99。 

                                                   
95 EUROPEAN COMMISSION, “Minites of Meeting of the Member State Expert Group on 

"responsible sourcing of tin, tantalum, tungsten and gold (3TG)" 9 March 2018, 

https://webgate.ec.europa.eu/regdel/web/meetings/277/documents/1146, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 
96 同上 
97 JEITA 責任ある鉱物調達検討会「『責任ある鉱物調達』対応の背景と調査実務」2020 年 6 月

https://home.jeita.or.jp/mineral/2020seminar/pdf/2020seminar.pdf、2021 年 3 月 19 日参照。 
98 LME, “LME RESPONSIBLE SOURCING” https://www.lme.com/About/Responsibility/Responsible-

sourcing, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
99 同上 

https://webgate.ec.europa.eu/regdel/web/meetings/277/documents/1146
https://home.jeita.or.jp/mineral/2020seminar/pdf/2020seminar.pdf
https://www.lme.com/About/Responsibility/Responsible-sourcing
https://www.lme.com/About/Responsibility/Responsible-sourcing
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LME では、レッドフラッグが特定されるか否かで、トラック A、B、C の 3 つのルート

を用意している。それぞれのルートの概要は下記の通り。 

 

図表 20：LME ブランドに求められる OECD コンプライアンスの適合性評価プロセス 

 

（出所）ロンドン金属取引所「LME 責任ある調達」 

 

各ブランドでは、下記の各ステージを完了することが求められる。 

 

ステージ 1 － ステップ 1（企業管理システムの構築）およびステップ 2a（サプライチェ

ーンリスクの特定）を完了する 

ステージ 2 － コンプライアンスに向けた適切なトラックを見つけて、以下に示される 

各トラックでのステップに従う 

ステージ 3 － ISO 14001 および OHSAS 18001（または同等の認定プログラム）認定を 

取得する 
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 トラック A トラック B トラック C 

条件 (i) レッドフラッグが特定

されている 

(ii) レッドフラッグは特

定されていないが関連す

る OECD の 5 ステップの

コンプライアンスを実証

する基準を採用したい 

(iii) 自発的に 5 ステップ

全部を完了したい 

レッドフラッグが特定

されず、基準の採用を

望まず、独立監査人に

よる独自レッドフラッ

グ評価の監査を希望す

る場合 

レッドフラッグが特定

されず、基準の採用を望

まず、独自レッドフラッ

グ評価の監査を希望せ

ず、そのまま公表を選択

する場合 

ステップ 1 採用する基準を決定する

（内部または外部基準が

利用可能） 

LME のレッドフラッ

グ評価テンプレートを

完了する（レッドフラ

ッグが特定された場合

にはトラック A へ）  

LME のレッドフラッグ

評価テンプレートを完

了する（レッドフラッグ

が特定された場合には

トラック A へ） 

ステップ 2 基準が OECD 整合性評価

を受けたことを確認する 

独立第三者監査人を任

命し、レッドフラッグ

評価を検証してもらう 

（LME は認定監査人

のリストを維持し公

表） 

レビューのため LME に

レッドフラッグ評価を

提出する（初回レビュー

後に LME が生産者に質

問する必要がある可能

性がある） 

ステップ 3 基準への初期コンプライ

アンスを実証する（基準は

詳しい監査の要件を指定） 

関連するサプライチェ

ーンにはレッドフラッ

グがないことを監査人

が確認する 

LME がレッドフラッグ

評価を確認する 

ステップ 4 基準への継続的コンプラ

イアンスを実証する 

監査結果をレビューの

ために LME に提出す

る 

レッドフラッグ評価を

公表する 

ステップ 5 － LME は結果を追認し、

OECD ガイダンスのス

テップ 5 に従って公開

を求める 

レッドフラッグ評価を

毎年更新する 

ステップ 6 － レッドフラッグ評価を

毎年更新する 

－ 

 

LME では、トラック A、B、C について、2022 年 6 月 30 日を最初の報告日として定め

ている。トラック A の報告期間は、基準の定めによるとされているが、トラック B、ある
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いは C を選択した場合の報告期間は、2021 年 1 月から 2021 年 12 月の 1 年間とされてい

る。また、レッドフラッグの特定結果に関わらず、事業者はブランドの金属を取り扱う製錬

所において ISO14001 と OHSAS18001 または ISO45001 の認証を 2023 年 12 月 31 日ま

でに取得する必要がある。 

 

4.3. 対象リスクの拡大に伴う日本企業が取るべき方策の提案 

 

4.3.1. EU を中心とする「責任ある鉱物調達」概念の拡大 

  

EU では 2021 年 1 月 1 日より施行された EU 紛争鉱物規則を基軸として、企業の「責任

ある鉱物調達」に関連する様々な取り組みが進行している。EU 規則では、対象リスクが人

権侵害や国際法違反等に拡大し、CAHRAs という概念が導入されたことで、対象地域も広

がりを見せている。EU 規則では対象とはならなかったが、RMI 等のイニシアティブでは、

Co 等が対象となっている他、2019 年には国際銅協会（International Copper Association：

ICA）によって Copper Mark の認証スキームが確立される等、責任ある鉱物調達の対象鉱

種は、より一層広範なものとなりつつある。RMI の提供する Risk Readiness Assesment

（RRA）の対象鉱種は、今や 22 種類にまで及んでおり100、今後も責任ある鉱物調達の概念

は拡大していくことが想定される。 

 更に、EU レベルでは、「責任ある鉱物調達」に関連する様々な規則や指令が検討されて

いる状況である。例えば、現在 EU では「欧州グリーンディール」を背景として、循環型経

済に向けたバッテリー規制の大規模改正が議論されている101。そして、バッテリー規制に関

しては、2020 年の 1 月には、世界経済フォーラム（WEF）の「世界バッテリー連合（Global 

Battery Alliance）」が、2030 年までにバッテリーのサプライチェーン上のリスクを回避す

るための指導原則を策定しており102、2021 年の 2 月には、かつて Co 採掘における児童労

働や有害労働の実態を指摘した国際 NGO アムネスティインターナショナルを中心とした

複数の団体から、企業及び政府を対象としたバッテリーバリューチェーンにおける環境・人

権に関する原則が発表される等103、EU のみならず業界や NGO 等の動きも国際的に活発化

                                                   
100 現在の対象鉱種は、アルミニウム（Al）、アルミナ、ボーキサイト、コバルト（Co）、銅（Cu）、金

（Au）、黒鉛（C）、鉄鉱石（Fe）、鉛（Pb）、リチウム（Li）、雲母、モリブデン（Mo）、ニッケル

（Ni）、パラジウム（Pd）、プラチナ（Pt）、希土類元素、銀（Ag）、鋼、タンタル（Ta）、錫（Sn）、タン

グステン（W）、亜鉛（Zn）。 

RMI, “Risk Readiness Assessment (RRA)”, http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-

diligence/risk-management/risk-readiness-assessment-(rra)/, accessed March19, 2021. （MURC にて

仮翻訳） 
101 JETRO「欧州委、循環型経済に向けたバッテリー規制の改正案発表」2020 年 12 月 14 日

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/12/47bc18d866bce008.html、2021 年 3 月 19 日参照。 
102 WEF, “42 Global Organizations Agree on Guiding Principles for Batteries to Power Sustainable 

Energy Transition”, https://www.weforum.org/press/2020/01/42-global-organizations-agree-on-guiding-

principles-for-batteries-to-power-sustainable-energy-transition/, accessed March19, 2021. （MURC に

て仮翻訳） 
103 Amnesty International, “Powering Change: Principles for Businesses and Governments in the 

Battery Value Chain”, 

https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3035442021ENGLISH.PDF, accessed March19, 

2021. （MURC にて仮翻訳） 

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/risk-readiness-assessment-(rra)/
http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/risk-readiness-assessment-(rra)/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/12/47bc18d866bce008.html
https://www.weforum.org/press/2020/01/42-global-organizations-agree-on-guiding-principles-for-batteries-to-power-sustainable-energy-transition/
https://www.weforum.org/press/2020/01/42-global-organizations-agree-on-guiding-principles-for-batteries-to-power-sustainable-energy-transition/
https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT3035442021ENGLISH.PDF
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しつつある状況である。 

 加えて、「責任ある鉱物調達」の概念の広がりという点では、2021 年 3 月現在、サステナ

ブル・コーポレートガバナンス規制として、環境・人権に関する DD の実施義務化に向けた

EU 指令の策定が議論されており、2021 年の 1 月には、欧州議会の法務委員会より、欧州

委員会に対して指令案の策定を求める報告書が提出されている104。2020 年 10 月から 2021

年の 2 月にかけてパブリックコンサルテーションも行われており、法案については、2021

年 3 月中には本会議で議論される予定である105。 

 

 また、EU 加盟国の中でも大きな影響力を持つドイツでは、2016 年に策定された「ビジ

ネスと人権に関する国別行動計画」の中で、ドイツに拠点を置く従業員 500 人以上の企業

の内、50%以上が 2020 年までに人権 DD をビジネスプロセスに組み込むことを目標とし

て、企業に自発的な取り組みを促す一方で、その目標が達成されなかった場合は、立法措置

を含めた対応することを表明していたが106、2020 年の調査では、50%に達していなかった

ことから、現在、人権 DD の義務化に関する法案の制定が進んでいる107。英国の現代奴隷

法の制定を皮切りに、フランスやオランダ等、DD に関する法律を策定する国が増えつつあ

るが、今般、ドイツが定量的な目標を設定した上で企業に自発的な取り組みを促したにも関

わらず、企業内にサプライチェーン上の DD が十分に浸透せず、立法措置に踏み切ったと

いう事実は、今後、他の EU 加盟国に影響を及ぼす可能性がある。自発的な取り組みを促す

という施策は十分に機能せず、立法措置によって企業に一定の強制力を課さなければ、企業

内でサプライチェーン上の DD が進まないという事実を、ドイツが示した格好となるため

である。EU 内での DD に関する法規制は今後も拡大していく可能性が考えられるが、既に

日本のグローバル企業の中では、英国現代奴隷法に対応した声明の公表が求められている

ことからも明らかなように、EU 指令や EU 加盟国の国内法には、EU 域内でビジネスを行

う日本企業も、直接的に規制の対象となる可能性が考えられる。従って、日本企業としては

EU の規制動向についても、十分に留意する必要がある。 

 

 サプライチェーン上の DD に関しては、2011 年に国連で支持された「ビジネスと人権に

関する指導原則」を契機として、企業のサステナビリティに係る取り組みの一環として、「ビ

ジネスと人権」における領域で実施されてきた背景がある。しかし、EU のサステナブル・

                                                   
104 European Parliament, “MEPs: Hold companies accountable for harm caused to people and planet” 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-

accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
105 European Commission, “Sustainable corporate governance”, https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance, accessed March19, 

2021. （MURC にて仮翻訳） 
106 German Federal Government, “National Action Plan Implementation of the UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights 2016 – 2020”, December 2016, p.10. 

https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/04/germany-national-action-plan-business-and-

human-rights.pdf, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
107 Business & Human Rights Resource Centre, “Germany: Cabinet passes mandatory due diligence 

proposal; Parliament now to consider & strengthen”, 3 March 2021, https://www.business-

humanrights.org/en/latest-news/german-due-diligence-law/, accessed March19, 2021. （MURC にて仮

翻訳） 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210122IPR96215/meps-hold-companies-accountable-for-harm-caused-to-people-and-planet
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/04/germany-national-action-plan-business-and-human-rights.pdf
https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/04/germany-national-action-plan-business-and-human-rights.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/german-due-diligence-law/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/german-due-diligence-law/
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コーポレートガバナンス規制等の議論からも明らかなように、近年は気候変動を含めた環

境領域にまで、サプライチェーン上の DD の対象が拡大している。 

「責任ある調達」あるいは「CSR 調達」の観点から、環境・社会面における企業のサプ

ライチェーン上の DD の義務が拡大し、同時に「責任ある鉱物調達」の概念も広がりを見せ

ていくことで、両者はより、概念的に近接してくることが想定される。企業内で DD の仕組

みを構築していく上では、両者に共通する点もあり、ノウハウやリソースが共有できる部分

も多い。また、「責任ある鉱物調達」の認証スキームと、「CSR 調達」の中で活用されてい

る認証スキームの間で、制度的な調和が図られてくるのであれば、監査対応の重複感や監査

コストの増加等といった問題点も解決するようにも思われる108。今後、企業としては、鉱物

調達とその他の調達を分けて考えるのではなく、「責任ある調達」という一貫した取り組み

として認識することによって、統一感をもって対応していくことで効率的な対応が可能に

なると考えられる。 

 

4.3.2. 日本企業が取るべき方策 

 

日本企業がまず注意しなければならない点として、EU の法制度については EU 企業のみ

ならず EU 域内でビジネスを行う外国企業に対しても適用される場合があることが挙げら

れる。現在、EU で議論されているサステナブル・コーポレートガバナンス規制においても、

その適用範囲等について検討がなされており、2020 年 10 月から 2021 年 2 月にかけて行わ

れたパブリックコンサルテーションの設問の中にも、EU 域内で事業活動を行う第三国の企

業に対しても DD の義務を課すべきかどうかという点が問われている109。欧州議会の法務

委員会が作成したサステナブル・コーポレートガバナンスに関する原案では、EU 域内で事

業活動を行う EU 域外企業も指令の適用対象となっていることから、もし今後、この EU 指

令において域外適用の規定が設けられた場合には、日本企業にとって少なくない影響が見

込まれる。従って、EU の規制に関しては、域外適用の有無も含めて、政策動向を注視して

いくことが求められる。 

また、「責任ある鉱物調達」と「CSR 調達」全般が近接化していきつつある状況を踏まえ

て、社内連携を強化することも重要であると考えられる。「責任ある鉱物調達」の概念の拡

大により、今後は鉱物調達を独立した視点でとらえるのではなく、企業の CSR やサステナ

ビリティといった全社的取り組みの中でとらえることによって、社内の連携を強化しつつ、

社内リソースの効果的な活用を検討していくべきであると考えられるためである。現在、

「責任ある鉱物調達」と「CSR 調達」で、それぞれ独立した監査・認証スキームが存在す

るため、企業としては監査対応等に要するコストが問題となるが、広く「責任ある調達」の

                                                   
108 CSR 調達や責任ある調達の分野で活用されているスキームである RBA（Responsible Business 

Alliance）の行動規範が 2021 年 1 月に改訂されたが、主要な改正点として、紛争鉱物の項目の中で

OECD ガイダンス及びそれに準じたフレームワークに沿った方法で DD を実施しなければならないこと

が明記された点が挙げられる。http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/。 
109 European Commission, “Sustainable corporate governance”, https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance, accessed March19, 

2021. （MURC にて仮翻訳） 

http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
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文脈で統合的にとらえ、社内においてサプライチェーン上の DD を実施するための体制を

整えることで、効率的な対応が可能となる。今後は、より広い視点の中で鉱物調達を考えて

いくことによって、対象リスク等の拡大に備えながら、社内の人的・知的リソースを有効活

用していくことが重要であると考えられる。 

そして、社内の連携のみならず、社外との協働という視点も重要である。様々なスキーム

の最新情報や他鉱種の取り組み状況等といった情報の入手に困難を抱えている企業は多い

が、調達に関する情報は機密情報も多く、また、競争法上の懸念もあることから、他社と情

報共有を進めることについて難しい面もある。しかし、CSR 調達や責任ある調達の文脈で

は、グローバルコンパクトネットワークジャパンの取り組み等を通じて110、業種横断的な知

見やベストプラクティスの共有等が進んでいる。また、例えば、建設・不動産業界では、「建

設・不動産『人権デュー・デリジェンス勉強会』」が発足され、業種共通の人権課題への対

応方法や DD の仕組みの確立を目的とした検討が行われている等111、業界全体で共通する

サプライチェーン上の課題を解決するため、連携しているような取り組みもみられる。 

鉱物調達の領域においても、全ての情報を企業間で共有することは難しいかもしれない

が、例えば EU を中心とした政策及び規制の動向や、それらに対して日本企業としていか

に対応していくべきかについて協議し、情報共有を行うための企業横断的なプラットフォ

ーム等を構築していくことは検討できる。また、鉱物調達については、鉱種によってサプラ

イチェーンの構成や複雑さが異なり、直面する課題もそれぞれであることから、業界横断的

なプラットフォームに加えて、鉱種別に分科会を設置し、情報交換を行っていくような枠組

みを作っていくことも一案である112。対象リスクや対象地域の拡大という国際的な流れに

適切に対応していく上では、個社のリソースでは限界があることから、今後は社内のみなら

ず、社外の連携も積極的に強化していく必要があるものと考えられる。 

 

  

                                                   
110 グローバルコンパクトネットワークジャパン「分科会活動」

https://www.ungcjn.org/activities/session/index.html。 
111 日本経済新聞「建設・不動産大手 8 社、「建設・不動産『人権デュー・デリジェンス勉強会』」を発

足」2018 年 9 月 21 日 https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP491168_R20C18A9000000/、2021 年

3 月 19 日参照。 
112 この点、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンにおいては、サステナビリティに基づく

取り組みの中で、業種横断的な情報共有プラットフォームを構築しつつ、個別の課題毎に「分科会」を設

定し、踏み込んだ議論を分科会毎に行っている

（https://www.ungcjn.org/activities/session/index.html）。 

また、（一社）新金属協会では、タンタル部会、希土類部会等のように、鉱種毎の部会を設置している

（http://www.jsnm.or.jp/group/rea-earth.html）。 

https://www.ungcjn.org/activities/session/index.html
https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP491168_R20C18A9000000/
https://www.ungcjn.org/activities/session/index.html
http://www.jsnm.or.jp/group/rea-earth.html
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5. ブロックチェーン技術の紛争鉱物への応用に係る最新動向 

  

5.1. ブロックチェーン技術を活用した鉱物資源のトレーサビリティ機能113 

 

そもそもブロックチェーンとは、暗号化を介して相互に連携する記録と、そのリストを含

むデジタル台帳を指す。つまり、データは不変の「ブロック」として、集合的に所有され、

かつ分散されたデジタルデータベースに保存される。結果として、すべてのブロックはそれ

以前のブロックに基づいて検証されるため、データの改竄が非常に困難になる。またブロッ

クは、アルゴリズムもしくは第三者によって検証される。 

このように、ブロックチェーン技術の主な特性として、従来は紙媒体やサーバーに記録、

上書き保存していたデータを改竄できないようにした点で大きな特徴があり、そうしたこ

とから鉱物資源のトレーサビリティシステムに応用することが期待されている。特に近年、

責任ある鉱物調達の世界的機運の盛り上がりを受け、電子機器や自動車産業等の川下企業

から川上の生産者に対して、最終製品に含まれる鉱物に関する以下のような情報の開示を

要求することが増えている。 

 

 産地：最終製品に含まれる鉱物が、どこの鉱山・生産者から入手したものか。 

 生産方法：どのような方法で生産されたものか。責任ある方法で生産されたものか。 

 

鉱物資源のサプライチェーンを辿り原産地や生産方法を明らかにするため、図表 21 に示

すように、現在のトレーサビリティの運用は大きく分けて 3 段階（①川上、②製錬・精錬

所、③川下）に分類されている。しかしこれが将来的に、ブロックチェーン技術を活用する

ことで、3 段階で別々に取り組んでいたステークホルダーが同じエコシステム上で、改竄不

可能な「取引の記録」を開示・共有することで、鉱物資源の DD の確保をより効率的に行え

るのではないかと期待されている。 

 

  

                                                   
113 RCS Global, “Blockchain for Traceability in Minerals and Metals Supply Chains: Opportunities 

and Challenges,” December 2017, https://www.rcsglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/ICMM-

Blockchain-for-Traceability-in-Minerals-and-Metal-Supply-Chains.pdf, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 

https://www.rcsglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/ICMM-Blockchain-for-Traceability-in-Minerals-and-Metal-Supply-Chains.pdf
https://www.rcsglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/ICMM-Blockchain-for-Traceability-in-Minerals-and-Metal-Supply-Chains.pdf
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図表 21：現状のトレーサビリティの運用（左）と、 

ブロックチェーン技術を使ったトレーサビリティ（右）のイメージ図 

 

（出所）ACE 等主催「みんなで作ろう！エシカルでフェアなバッテリー」セミナーによる

華井和代 東京大学未来ビジョン研究センター講師の発表資料（2020 年 6 月）、IBM「鉱

物資源の『責任ある調達』に取り組む RSBN」等を参照 

 

ブロックチェーンは、他のデータベースと同じく、基本的にはデータを保存するデータベ

ースの役割を持つ。鉱業分野において、そのブロックチェーンのデータベースに、鉱山から

製錬・精錬所、それ以降のサプライチェーンの取引が記録される。登録データは、重量や数

量、等級だけでなく、産地情報や、責任ある方法で生産されたものかを証明する認証等のデ

ータも含まれ、システムにアップロードできる設計となる。そして、これらの情報は、サプ

ライチェーン内で取引を行う毎に検証され、バーコードやタグ、RFID タグ等を使用するこ

とで、物理的な鉱石袋等と関連付けることができる。これらの情報は、ブロックチェーンの

参加者になれば、下流のバイヤーやその他の監査人といった第三者と共有することが可能

になる。 

 

 また、ブロックチェーン技術をリードする RCS Global 社114や IBM 社115によれば、鉱物

資源のトレーサビリティにおいてブロックチェーン技術を活用するメリットは以下のよう

に整理される。 

 

  

                                                   
114 同上 
115 IBM「RSBN：ビジネスにもソーシャル・グッドにも貢献 ブロックチェーンを利用した製品管理プ

ロジェクト」 
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図表 22：ブロックチェーン技術を鉱物資源の調達に活用するメリット 

 

（出所）RCS Global “Blockchain for Traceability in Minerals and Metals Supply Chains: 

Opportunities and Challenges”や IBM「RSBN：ビジネスにもソーシャル・グッドにも貢

献 ブロックチェーンを利用した製品管理プロジェクト」等をもとに MURC 作成 

 

 ブロックチェーン技術を活用することによって、上流企業にとっては、取引コストや監査

対応にかかる労力の削減に繋がる可能性が指摘されている。加えて、上流の大手鉱山開発企

業だけでなく、もし職人鉱夫や小規模鉱山事業者もネットワーク内に取り入れることがで

きるとすれば、彼らに対する平等なビジネスチャンスの機会提供にも繋がり得る。 

 下流のメーカー等にとっては、調達に関する上流企業の責任がリアルタイムで確認でき、

記録の改竄が効かないことからより透明性の高いエビデンスを持って、それ以降の顧客や

消費者に販売が可能となる。これは企業ブランドのイメージ向上や、川上／川下企業間の信

頼向上に繋がると考えられる。 

 さらに、各企業が期待するメリットだけでなく、将来的には、鉱物資源が倫理的に正しく、

かつサステナブルに生産されたものだと保証することで、消費者のエシカル消費を促すこ

とに繋がり、ひいては DRC 等の途上国の発展にも貢献できる可能性を秘めているとも言え

る。 

 

5.2. ブロックチェーン技術を応用した紛争鉱物のトレースに関する大手企業等

の最新動向 

 

5.2.1. IBM 等による Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) 
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(1) 概要と仕組み116117 

 

 RSBN は、「責任ある調達」を監査する RCS Global 社が、ブロックチェーンのようなテ

クノロジーによって鉱物の採掘とサプライチェーンにおける複雑な問題を解決できないか、

と問題提起したことがきっかけとなり IBM 等を中心に開発された鉱物のサプライチェーン

管理プラットフォームである。ブロックチェーン技術を活用して、鉱物資源が倫理的に正し

く生産・取引・処理されることを保証するために、採掘場から製錬・精錬所、その後に出荷

された素材の加工・組立、製品出荷に至るまでの全流通工程を追跡・記録する仕組みである。

これによって、サプライチェーン全体におけるエンドツーエンドの可視性と透明性を確保

するとともに、サプライチェーン運用の効率化を目指している。 

 RSBN は、ブロックチェーン技術の一つである「Hyperledger Fabric」118上に構築され

ている。RSBN のネットワークには、許可を得た特定の参加者だけが参画できる許可制と

なっており、セキュリティとプライバシーを確保しつつ、サプライチェーン全体の鉱物の流

通をリアルタイムに近い形で追跡、記録していく仕組みとなっている。 

想定される参加者は、採掘業者や製錬・精錬業者、電池製造業者、メーカー等の、いわゆ

る川上・川下企業のみならず、監査役・DD プロバイダー、NGO 等のサプライチェーンの

状況を監視する機関や、行政機関等も対象に含まれる。 

ブロックチェーン上には、採掘日時や場所、取引内容等の情報に加えて、労働者の労働環

境も記録することで、違法な労働環境で採掘されたものでないことをチェックし、労働環境

の改善に繋げることも目指している。 

 

(2) 現在の取り組みと今後の計画119 

 

まずは、IBM と Ford が業界のリーダーとして協力し、Li イオン電池の重要な原材料で

ある Co の調達元を追跡できるシステムのパイロットプロジェクトから取り組みを開始し

ている（2019 年 1 月から約 6 か月間）。報告書執筆時点において、上流側の採掘企業であ

る中国 Huayou Cobalt や Glencore、バッテリーのサプライヤーである韓国 LG Chem、自

動車メーカーの Ford、VW、Volvo 等が RSBN のネットワークに参加している。 

 

 

                                                   
116 IBM「鉱物資源の『責任ある調達』に取り組む RSBN」2019 年 9 月 30 日

https://www.ibm.com/blogs/solutions/jp-ja/consortium-supported-blockchain-applications-responsible-

sourcing/、2021 年 3 月 19 日参照。 
117 IBM「RSBN：ビジネスにもソーシャル・グッドにも貢献 ブロックチェーンを利用した製品管理プ

ロジェクト」 
118 「Hyperledger Fabric」は、Linux Foundation が管理するオープンソースのブロックチェーン基盤で

ある。モジュラー型のアーキテクチャによって高い機密性、スケーラビリティを提供するビジネス向けの

許可制（許可されたメンバーのみ参加可能）のブロックチェーンである。詳細は IBM 社の以下サイトを

ご参照「Hyperledger Fabric 入門 第 1 回」2018 年 4 月

https://developer.ibm.com/jp/technologies/blockchain/tutorials/cl-hyperledger-fabric-basic-1/。 
119 IBM「RSBN：ビジネスにもソーシャル・グッドにも貢献 ブロックチェーンを利用した製品管理プ

ロジェクト」 

https://www.ibm.com/blogs/solutions/jp-ja/consortium-supported-blockchain-applications-responsible-sourcing/
https://www.ibm.com/blogs/solutions/jp-ja/consortium-supported-blockchain-applications-responsible-sourcing/
https://developer.ibm.com/jp/technologies/blockchain/tutorials/cl-hyperledger-fabric-basic-1/
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図表 23：RSBN が実現する鉱物資源のトレーサビリティ 

 

（出所）IBM「サプライチェーンの可視化とトレーサビリティを実現する IBM Blockchain」 

 

その後は、Co だけでなく、3TG のサプライチェーン管理にも適用していくことが期待さ

れている。そして将来的には、鉱山から消費者まで鉱物のライフサイクルに関係するステー

クホルダーを全て RSBN のメンバーに取り入れることで、鉱物サプライチェーン・エコシ

ステムを構築し、持続可能で責任ある調達と生産を実現することを目指している。 

 さらに IBM は、人権侵害や環境汚染、労働違反等が行われていないことを保証する

「Token Incentive Model」の社会実装化や、地域社会に社会経済的に恩恵をもたらすブロ

ックチェーンベースの金融ツールの導入等も視野に入れ取り組んでいる。 

 

5.2.2. ドイツ Minespider 社による EU 企業向けの OreSource 

 

(1) 概要と仕組み120121 

 

OreSource とは、ドイツ・ベルリンを拠点とするスタートアップ企業の Minespider が開

発した、ブロックチェーン技術による 3TG の責任ある調達を実現するための仕組みである。

2021 年 1 月 1 日、EU 紛争鉱物規則が施行したことで、EU の輸入業者は同規則に準拠し

なければならなくなった。そのため、OreSource は主に鉱物の生産者やトレーダーに対し

て、EU の輸入業者に提示が求められるトレーサビリティに関するデータを収集し報告でき

るように設計されている。 

                                                   
120 Minespider, “OreSource: Strealinning Supply Chain Compliance,” https://uploads-

ssl.webflow.com/5bb20121ca2e96ee01db29bc/601d509520a8982e5a374259_OreSource_Smelters.pdf, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
121 EIT RawMaterials, “Minespider secures EIT RawMaterials Booster funding to develop responsible 

mineral tracking,” September 22, 2020, https://eitrawmaterials.eu/minespider-secures-eit-

rawmaterials-booster-funding-to-develop-responsible-mineral-tracking/, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 

https://uploads-ssl.webflow.com/5bb20121ca2e96ee01db29bc/601d509520a8982e5a374259_OreSource_Smelters.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/5bb20121ca2e96ee01db29bc/601d509520a8982e5a374259_OreSource_Smelters.pdf
https://eitrawmaterials.eu/minespider-secures-eit-rawmaterials-booster-funding-to-develop-responsible-mineral-tracking/
https://eitrawmaterials.eu/minespider-secures-eit-rawmaterials-booster-funding-to-develop-responsible-mineral-tracking/
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具体的な仕組みは以下の通り。まず、鉱山会社や製錬・精錬所は、船荷証券、請求書、会

社の方針、第三者監査の証明書等のデータを OreSource のアプリケーションにアップロー

ドする。その後、これらの情報は、ユーザーID と QR コードにリンクさせたデジタルパス

ポートとしてまとめられ、そのパスポートを材料の出荷時に物理的に添付することで、輸入

業者が読み取ることができるようになっている。そうすることで、輸入業者は EU 規則に

準拠するために必要な、原材料の一連の管理（Chain of Custody）、輸送ルート、生産現場

の責任管理といったデータを確認することができる。 

Minespider は、リスクフリーと認証された鉱山から直接鉱物を追跡することにより、サ

プライチェーンの全ての段階で透明性を提供することを目指している。同社のプロトコル

は、プライベートな許可制のブロックチェーンシステムとは異なり、暗号化によって透明性

を保護するパブリックなブロックチェーンの仕組みを構築している。こうすることで、多数

のプライベートなブロックチェーンの使用時に生じることが多い相互運用性の問題を軽減

できるような設計となっている。また、OreSource は、データを公開するか、同じサプライ

チェーンの参加者にのみ公開するか、特定の顧客と企業の間で非公開にするかに応じて、デ

ジタル証明書を 3 つの階層に分割して共有することが可能である。 

 

(2) 今後の計画122 

 

OreSource の試験運用のため、Minespider は 2020 年 11 月に、ルワンダの Sn 生産業者

である LuNa Smelter および Google と提携を結んだことを発表している。LuNa Smelter

は締結後に OreSource の実証を開始するとしており、Google は、OreSource が輸入業者お

よび生産者の要件に準拠することを保証するために、業界の専門知識を提供する予定とな

っている。 

なお、Minespider は、EU の欧州イノベーション工科大学院（European Insitutute of 

Innovation and Technology; EIT）及び、EU における最大規模の研究・イノベーション資

金助成プログラムである Horizon2020 の資金提供を受け、OreSource を開発している。 

 

5.2.3. Volvo Cars 社と Circular 社の Oracle Blockchain Platform 

 

(1) 概要と仕組み123124 

 

                                                   
122 “Minespider partners with Google for tin blockchain traceability,” Ledger Insights, December 

2020, https://www.ledgerinsights.com/minespider-partners-with-google-for-tin-blockchain-

traceability/?fbclid=IwAR3_EHhY4hjnofK9HEUmxFSlevaneS0VS9QYtPPyIklSpOafX6tUxQCZMZE, 

accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
123 Mary Hall, “The Next Generation of Electric Cars Verified by Blockchain,” Oracle Blockchain Blog, 

August 2, 2019, https://blogs.oracle.com/blockchain/the-next-generation-of-electric-cars-verified-by-

blockchain, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
124 Volvo Cars, “Volvo Cars Tech Fund invests in blockchain technology firm Circulor,” July 8, 2020, 

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/269598/volvo-cars-tech-fund-

invests-in-blockchain-technology-firm-circulor, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.ledgerinsights.com/minespider-partners-with-google-for-tin-blockchain-traceability/?fbclid=IwAR3_EHhY4hjnofK9HEUmxFSlevaneS0VS9QYtPPyIklSpOafX6tUxQCZMZE
https://www.ledgerinsights.com/minespider-partners-with-google-for-tin-blockchain-traceability/?fbclid=IwAR3_EHhY4hjnofK9HEUmxFSlevaneS0VS9QYtPPyIklSpOafX6tUxQCZMZE
https://blogs.oracle.com/blockchain/the-next-generation-of-electric-cars-verified-by-blockchain
https://blogs.oracle.com/blockchain/the-next-generation-of-electric-cars-verified-by-blockchain
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/269598/volvo-cars-tech-fund-invests-in-blockchain-technology-firm-circulor
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/269598/volvo-cars-tech-fund-invests-in-blockchain-technology-firm-circulor
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 自動車メーカーの Volvo Cars は、英国テクノロジー企業 Circular とともに電気自動車の

バッテリーに使用する Co のサプライチェーンの透明化に取り組んでいる。2019 年 8 月の

実証実験で Circular は、Oracle が開発した Oracle Blockchain Platform を利用して、廃棄

された携帯電話やラップトップから Li バッテリーのスクラップを回収し、リサイクルされ

た Co を原料にして、サプライチェーンを通じてバッテリーを製造し、Volvo Cars 中国工場

で車載に搭載するまでの一連のトレーサビリティの工程を 2 か月にわたり追跡し、検証す

ることに成功した。現在は、Volvo Cars に納入されるバッテリーのサプライチェーン全体

を同 Platform で管理し、Volvo Cars 初の電気自動車である「XC40 Recharge P8」に使用

されている Co のトレーサビリティを 100％把握することを目指している。なお、同車種の

バッテリーは、中国 CATL、韓国 LG Chem から調達している。 

 

(2) 今後の計画125 

  

2020 年 7 月、Volvo Cars は倫理的なサプライチェーンの実現に向け、同社のベンチャー

キャピタルファンドを通じて Circular に推定数億円の出資を実行した。Volvo Cars として

は、責任ある原料調達を実現し、Co 以外にも、電気自動車のバッテリーパックの絶縁材料

として用いられる雲母等の鉱物のトレーサビリティや、CO2 排出量の追跡等の開発を模索

している。 

 

5.2.4. みんな電力の「みんなでフェアチャージ！プロジェクト」126 

 

 日本でもブロックチェーン技術を用いた Co のトレーサビリティ構築に向けた取り組み

が進められている。電気の生産者や空気の「顔の見える化」に取り組むみんな電力が、認定

NPO 法人 ACE と業務提携契約を結び、人権と環境に配慮した原料を使ったバッテリー開

発と普及を目的とした「みんなでフェアチャージ！プロジェクト」に共同で取り組むことを

2020 年 6 月に発表した。同プロジェクトでは、Co のサプライチェーンを見える化し、最終

的には家電業界、携帯業界、ファッション業界とも連携して、エシカルな Li イオン電池の

開発と普及を目指すとしている。 

サプライチェーンの可視化には、みんな電力が世界初の商用化に成功した電力のブロッ

クチェーントレーサビリティシステム「ENECTION」を応用展開し、Co のトレーサビリテ

ィ・プラットフォームを構築していく計画である。電池メーカーと連携して、児童労働に関

与しないフェアかつエシカルなバッテリーの開発と普及を目的としている。 

加えて同プロジェクトでは、DRC や周辺国における Co 採掘現場の児童労働の実態、製

錬・精錬から流通、部品製造に至る取引の流れにおける各業界の児童労働への関与、撤廃・

防止に向けた取り組みの実態を調査し、公開していくことも予定されている。 

                                                   
125 同上 
126 みんな電力「みんな電力と ACE が人権と環境に配慮した「顔の見えるバッテリー」の普及を目指

す、「みんなでフェアチャージ！プロジェクト」を開始」2020 年 6 月 16 日

https://minden.co.jp/personal/news/2020/06/16/2503、2021 年 3 月 19 日参照。 

https://minden.co.jp/personal/news/2020/06/16/2503
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5.2.5. 世界経済フォーラム等による Carbon Tracing Platform（COT）Mining and Metals 

Blockchain Initiative（MMBI） 

 

(1) 概要127128 

 

 世界経済フォーラムは、鉱業界を代表する大手企業らと共に、Mining and Metals 

Blockchain Initiative（MMBI）という業界イニシアティブを 2019 年 10 月に立ち上げた。

MMBI では、鉱物のトレーサビリティにおけるブロックチェーン技術を用いたソリューシ

ョンの研究開発が行われている。創設メンバーには Glencore、ERG、AngloAmerican 等鉱

業界を主導する 7 社が集い、個社では達成が難しいテーマについて、業界として取り組む

ことで、鉱石及び金属のサプライチェーンの可視化と、ESG の向上に資するソリューショ

ン開発を目指している。 

 2020 年 12 月には、ブロックチェーン技術を用いて Cu のサプライチェーンにおける炭

素排出量を追跡するための概念実証の計画が公表された。鉱山から最終製品までの CO2 排

出量を追跡する Carbon Tracing Platform（COT）を開発する計画で、研究開発にはオラン

ダのブロックチェーン企業 Kryha が参加し、技術的実現可能性をテストすることとなる。

開発コストとリソースは、MMBI の参加企業が共同で負担する想定である。 

 

5.2.6. ブロックチェーン技術を応用した企業等による動向整理 

 

 企業や業界イニシアティブによって立ち上がっている、ブロックチェーン技術を応用し

た鉱物のトレーサビリティ・プラットフォームについて整理した内容を下表に示す。ブロッ

クチェーンに記録され参加者間で開示される情報の種類、対象となる鉱種、また参加企業の

地域性（本社所在地もしくは操業地域）に分けて、各プラットフォームの特徴をまとめた。 

 3TG 及び Co について、テクノロジー大手 IBM 等を中心に開発が進められている RSBN

では、第三者監査による証明を含め記録されるデータが網羅的であるうえ、参加企業の地域

的分布も EU やアジア等広範にわたる。他方、スタートアップ企業 Minespider 社製の

OreSource は、EU 紛争規則に準拠することを念頭に置いたプラットフォームであることか

ら、対象鉱種は 3TG、また参加対象企業もアフリカ地域で操業する EU 企業と限定的であ

る。また、Oracle Blockchain Platform によるサプライチェーン可視化の試みは、現状では

リサイクルされた Co に限定されているが、電気自動車に必須の他鉱石にも拡大する動きが

計画されている。日本においても Co を対象としたトレーサビリティの可視化を、ブロック

                                                   
127 World Economic Forum, “Blockchain Can Trace Carbon Emissions for Mining, Metals Companies, 

Proof of Concept Released,” December15 2020, https://www.weforum.org/press/2020/12/blockchain-

can-trace-carbon-emissions-for-mining-metals-companies-proof-of-concept-released/, accessed 

March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 
128 Carl A. Williams, “World Economic Forum tests blockchain for tracking carbon emissions,” 

Mining.com, December 28, 2020, https://www.mining.com/world-economic-forum-tests-blockchain-

technology-for-tracking-carbon-emissions/, accessed March19, 2021. （MURC にて仮翻訳） 

https://www.weforum.org/press/2020/12/blockchain-can-trace-carbon-emissions-for-mining-metals-companies-proof-of-concept-released/
https://www.weforum.org/press/2020/12/blockchain-can-trace-carbon-emissions-for-mining-metals-companies-proof-of-concept-released/
https://www.mining.com/world-economic-forum-tests-blockchain-technology-for-tracking-carbon-emissions/
https://www.mining.com/world-economic-forum-tests-blockchain-technology-for-tracking-carbon-emissions/
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チェーンを用いて行う取り組みが進められているが、いまだ開発段階にあり実証フェーズ

に至っていない。また、紛争鉱物には当たらないが、世界経済フォーラムを中心に、Cu の

サプライチェーンにおける炭素排出量の可視化をブロックチェーンで実証するパイロット

試験が実施されており、環境配慮の側面から責任ある調達の実現を目指す動きも近年進め

られている。 

なお、最も取り組みが進んでおり参加企業が多いと思われる RSBN を含め、ブロックチ

ェーンを用いたサプライチェーンの可視化の試みは全体的に実証段階であり、その運用実

態を把握するには時期尚早と思われる。ただし、こうして各種プラットフォームを整理して

みると、海外を中心に開発が進むプラットフォームに、アジア圏からは中国の鉱山会社や韓

国のバッテリー企業等の参画が進んでいるが、他方で日本企業のプレゼンスは極めて低い。

DRC 及びその周辺国から、3TG や Co を直接調達する日本企業が少なく、欧米の規制によ

る直接的影響を殆ど受けていないという現状が反映されているものと考えられる。しかし、

今後そうした地域からの調達を検討するとなる場合や、規制の対象範囲が拡大するとなれ

ば、こうしたプラットフォームの実用性や参加企業の動向は注視に値すると思われる。 

 

図表 24：ブロックチェーンによるトレーサビリティ・プラットフォームの比較 

 

（出所）公式サイト等を参考に MURC 作成 

 

5.3. ブロックチェーン技術の課題と導入に向けた今後の展望 

 

上述のとおり、ブロックチェーン技術を応用した鉱物のトレーサビリティは、鉱物資源開

発分野での環境社会配慮の実現だけでなく、企業のサステナブル経営や ESG 評価の向上に

も繋がる可能性を秘めているが、その実現可能性や有効性の検証が不十分であることから、

課題も指摘されている。RCS Global 社の報告書129によれば、以下の通り概説される。 

                                                   
129 RCS Global, “Blockchain for Traceability in Minerals and Metals Supply Chains: Opportunities 
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 サプライチェーンにおける企業の立ち位置の違いや、抱えるリスクのレベルの違い

等によって、責任ある生産や調達に関する、いわゆる生産・流通・加工過程の管理

（Chain of Custody）の基準を企業間で合意しておくことが難しい。 

 不完全なデータの入力等から生じる技術的な課題。 

 標準化されていない認証や監査、トレーサビリティの仕組みを、紙ベースからデジタ

ル上に変換する初期運用に手間がかかる。 

 鉱物や金属によっては異なるマテリアルフローが存在するため制御が難しい。 

 運用に必要な高い計算能力と維持管理コストが高額になる。1GB 当たり約 100 米ド

ル。1 ユーザー当たり約 5 万～10 万米ドルかかる見込み。 

 資源分野に関わらず、サプライチェーンにおけるブロックチェーン技術の応用その

ものが未だ実験段階にあり、あらゆる事象が未検証である。 

 

 加えて、帳簿データ上の書き換えは防止できたとしても、鉱石袋の中身のすり替えがある

とした場合に改竄を防げるか否かは限界がある可能性も考えられる。このようにブロック

チェーン技術の鉱物トレーサビリティへの応用は未だ開発段階にあり、有効性が立証され

ているとは言い難い。 

特に、企業が実際に導入を検討する際には、コストの問題と技術が生み出すメリットの検

証が必要になってくると思われる。例えば、複数の鉱種を取り扱う企業にとって、既に確立

した第三者監査の受審にかかる費用に加え、ブロックチェーン技術の導入に要する費用は

負担になることが想定される。他方で、サプライチェーンデータを複数拠点で一元管理する

ことで、従来の手法と比べコストカットに繋がる可能性も期待されている。 

また、技術面では、企業が鉱石ではなくスクラップを原料として扱う場合、ブロックチェ

ーン技術をもってしても最上流の小規模事業者まで辿ることが本当に可能なのか技術的な

検証が必要である。この点、CAHRAs の導入により高リスク地域に該当する原産国からの

鉱物調達であったとしても、原料にリスクが無いことの証明に繋げることができるのか、導

入を検討する企業にとっては気になるところである。また、サプライチェーン網が比較的シ

ンプルな鉱種は、新しいトレーサビリティ技術の導入は必ずしも求められておらず、鉱種に

よってブロックチェーン技術に対するニーズの度合いが異なる可能性もある。 

総じて現段階では、未だ有効性の検証の段階にあり、日本の鉱業界全体で積極的に導入が

進んでいる訳ではないため、日本企業がブロックチェーン技術を鉱物資源のトレーサビリ

ティに導入する動きは未だ鈍い。もし日本の鉱業界が導入を進めるとすれば、一社が負担す

る費用が高額になることが想定されるため、先述の課題が解決されるのか、また 5.1 で述べ

たメリットが享受できるのか、実装フェーズにおいて検証が必要であると思われる。鉱種に

よるニーズの違いを考慮すると、Co のように比較的複雑なフローを経るものについては有

益となる可能性は考えられる。また、既に RSBN 等のプラットフォームに参画している海

                                                   
and Challenges,” December 2017, https://www.rcsglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/ICMM-

Blockchain-for-Traceability-in-Minerals-and-Metal-Supply-Chains.pdf, accessed March19, 2021. 

（MURC にて仮翻訳） 

https://www.rcsglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/ICMM-Blockchain-for-Traceability-in-Minerals-and-Metal-Supply-Chains.pdf
https://www.rcsglobal.com/wp-content/uploads/2018/09/ICMM-Blockchain-for-Traceability-in-Minerals-and-Metal-Supply-Chains.pdf
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外企業にインタビューをする等して、費用対効果や従来のトレーサビリティ方法に比べた

改善点等を確認し比較検討することは有益になると思われる。 

 

 

5.4. （ご参考）ブロックチェーン技術をサプライチェーンに活用した他産業の

事例 

 

(1) 食の信頼構築を目指す業界プラットフォーム IBM Food Trsut130 

 

IBM Food Trustは、IBMが世界大手スーパーマーケットチェーンWalmart社と構築し、

2018 年より商用サービスを開始したブロックチェーン技術を使った食品業界向けプラット

フォームである。現在では Carrefour 社、Dole 社、Nestle 社等多くの小売業者に利用が拡

大している。 

図表 25 に示す通り、IBM Food Trust は大きく 3 つのモジュールを提供している。一つ

目は食品を追跡するトレース管理モジュール、二つ目が証明書管理モジュール、三つ目がフ

レッシュインサイト（鮮度管理）モジュールである。トレース管理機能により、消費者は、

商品に貼られている QR コードやバーコードをスキャンすることで、どのような環境（地

域・気候・土壌等）で、誰（生産者）が、どのように育て（肥料等）、いつ収穫し、どうい

う経路（業者やロット、個品管理）で売り場まで運ばれたか確認できる。異物混入や雑菌等

の商品トラブルが発生した場合には、全てを廃棄処理するのではなく、トレーサビリティで

特定されたロットだけの破棄に留めることができる。また、サプライチェーンの両端にいる

生産者と消費者を繋ぐプラットフォームにもなるため、生産者は食品のおすすめの調理方

法を提案し、消費者は生産者に向けたコメントを返すことができる。こうした使い方で自社

の商品を差別化できるほか、フードロス削減、在庫の最適化、物流コストの削減、品質の確

保（ブランドの向上）、需要の予測等で活用されている。 

 

図表 25：IBM Food Trust の概要図 

 

                                                   
130 IBM「サプライチェーンの可視化とトレーサビリティを実現する IBM Blockchain」2020 年 11 月 9

日 https://www.ibm.com/think/jp-ja/business/dx-intelligent-supplychain/、2021 年 3 月 19 日参照。 

https://www.ibm.com/think/jp-ja/business/dx-intelligent-supplychain/
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（出所）IBM「サプライチェーンの可視化とトレーサビリティを実現する IBM Blockchain」 

 

2021 年 3 月 1 日～2 日にかけて開

催された日本最大級のブロックチェ

ーンセミナー「 btokyo ONLINE 

2021」131においても、 IBM Food 

Trsut を活用した Nestle 社の事例が

紹介されたので概説する。同社はブ

ラジル、ルワンダ、コロンビア等か

ら、環境保全に取り組む国際NGOレ

インフォレスト・アライアンスが認

定したアラビカコーヒー豆を調達し

ており、IBM Food Trsut のブロックチェーン技術を採用することで、産地まで遡ったデー

タの消費者への提供を可能にした。具体的には、消費者がパッケージの QR コードをスキャ

ンすることで、栽培場所からスウェーデンの工場に至るまで、農家、収穫時期、出荷取引証

明書、工場での焙煎期間といった情報にアクセスすることができる。Nestle 社のブロック

チェーン担当者によれば、製品の原産地や製造過程を気にする消費者が増え、世界的に責任

ある調達の規制強化の動きがあることから、ブロックチェーン技術を使って製品のサプラ

イチェーン全体を可視化し、サプライチェーンの透明性を高める取り組みの必要性が増し

ているとのことであった。 

 

(2) 貿易協定に対応した原産性証明プラットフォーム132 

 

 ブロックチェーンが提供するトレーサビリティ機能は、貿易関税の支払いが免除される

ための原産地証明の効率的な取得に役立つことが期待されている。国際貿易では、FTA や

EPA、TPP 等の原産地基準を満たす物品であることを輸入国の税関に示すことで、低い関

税率が適用される。輸出者は、輸出品の原産地証明書を作成するため、1 次サプライヤーに

納入品の原産性判定を依頼し、1 次サプライヤーは 2 次サプライヤーへとリレー形式の依頼

が繰り返されている。依頼者は回答がいつ返ってくるのか見当がつかず、回答者は統一され

ていない手順、媒体、フォームの依頼に対応しなくてはならない。こうした問題背景から、

IBM はブロックチェーンを活用することで、上位層から下位層への依頼、下位層から上位

層への回答の標準化と進捗管理を行うことができる Digital Certificate of Origin Platform

（DCP）を開発した。このプラットフォームを使うことで取引同士、業界全体で原産地証明

の手順や管理を標準化し、品質向上が期待されている。さらに DCP では、2 国間協定に基

づく原産性判定機能、HS コードを特定する AI チャットボット機能が用意されており、原

                                                   
131 https://navenue.jp/btokyo2021/.  
132 IBM「サプライチェーンの可視化とトレーサビリティを実現する IBM Blockchain」2020 年 11 月 9

日 https://www.ibm.com/think/jp-ja/business/dx-intelligent-supplychain/、2021 年 3 月 19 日参照。 

 

（出所）Nestle 社公式サイト 

https://navenue.jp/btokyo2021/
https://www.ibm.com/think/jp-ja/business/dx-intelligent-supplychain/
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産性判定自体の作業を効率的に実施できるようになっている。 

 

図表 26：原産性証明プラットフォーム「DCP : Digital Certificate of Origin Platform」 

 

（出所）IBM「サプライチェーンの可視化とトレーサビリティを実現する IBM Blockchain」 
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6. まとめと今後の課題 

 

 本調査では、世界的に注目度が増している責任ある鉱物調達について、鉱種別（3T と Co）

にトレーサビリティシステムを調査し有望なスキームの検討を行ったほか、Co については

海外資源企業の責任ある調達に向けた取り組み事例を収集し、背後にある本来の目的も意

識しながら整理を行った。また、責任ある調達で議論が活発化する EU の最新動向を追い、

リスクの対象範囲が拡大傾向にあること、サプライチェーン DD が人権だけでなく環境に

も義務化の流れが及びつつあること等を踏まえ、日本企業にとっても対岸の火事ではなく

なりつつある現状を把握した。さらに、ブロックチェーン技術を応用した鉱物資源のトレー

サビリティシステムの開発状況、対象鉱種の種類、参加企業等について整理し、今後検証す

べき課題の洗い出しと日本での導入に向けた展望を明らかにした。 

 以下では、各章で整理した日本企業への影響を簡単にまとめるとともに、日本政府が今後

取り組む必要があると考えられる点（更なる問題意識）について再整理を行う。 

 

図表 27：本調査を踏まえた更なる問題意識（赤色） 

 

（出所）MURC 作成 

 

本報告書の第2章では、DRCにおける 3Tを対象としたトレースの仕組みとして、iTSCi、

BSP、RCM、CTC の 4 つのスキームを整理した。現状のトレーサビリティ確保における課

題は、主にスキームの乱立・重複から生じるコスト増や汚職・腐敗があげられている。これ

ら課題に対して、鉱物サプライチェーン全体で統一的なフレームワークを模索する必要性

が指摘されており、そうした議論に日本企業の意向を反映していくことは重要と思われる。
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今後、日本企業が DRC 及び周辺 9 か国から 3T 鉱物を調達する場合、川下も含めた実務上

の連携を考慮して、RMI と相互認証され実績を有する iTSCi は採用を検討できるスキーム

と考えられる。一方、iTSCi がカバーしていない地域や鉱種があるため、その場合には信頼

性や制度調和の観点からどのスキームを用いるべきか検討が必要である。なお、公開情報だ

けでは各スキームの運用実態まで把握することは困難であったため、実際に採用している

海外企業等にヒアリングして実態把握に努めることが有用と思われる。 

第 3 章では、DRC で Co 採掘を行う海外資源企業（Glencore、ERG、Chemaf）の責任

ある調達に向けた取り組みを調査した。Co は紛争鉱物である 3TG と異なり、問題の所在が

過酷な労働環境や児童労働等にあることから、こうした人権リスクの高い ASM の支援に取

り組む企業の動向が確認できた。他方、顧客からの要望に応える形で ASM 起源の Co 調達

を排除する方針も一部では取られており、国際的には ASM 排除に対する非難の声もあると

ころ、企業として ASM をどう支援していけるかは課題と言える。この点、ASM 起源の Co

が DRC 全体で占める割合は 20％程ではあるが、民間企業の取り組みだけでは限界がある

ため、DRC 政府の開発政策、あるいは国際機関や各国ドナー（日本で言えば JICA 等）の

動向を把握し、開発援助資金と連携させ官民共同で ASM 対策に取り組むことも検討し得る

と考えられる。さらに、DRC では中国企業による Cu・Co 生産も増え、新規の鉱山開発に

も乗り出していることから133、EU や LME の規制強化の動きに対して現地でどのような責

任ある取り組みを行っているか把握することも重要である。 

また第 3 章では Co の様々なトレーサビリティシステムに関する調査を行い、特に鉱山か

ら川中までの全体像を明らかにした。現状、Co は 3TG と異なり規制の対象鉱種ではないた

め、CIRAF のような DD の自己評価や RMAP 等による第三者監査等を実施するか否かは、

企業の判断に委ねられている。しかし国際的な流れとして、また日本企業の認識としては、

RMAP 監査に準拠した製錬・精錬所から調達するということが、責任ある Co 調達を実現

するうえで主要な目安になっている。その意味では第 2 章の 3T 同様、RMI と相互認証が

ある上流トレーサビリティシステムを活用することが、企業にとって効率性の観点から検

討に値すると思われる。なお、RMI のガイドライン策定に中国 CCCMC や RCI が関与し

ており、Co サプライチェーンにおける中国の存在感が増していることは今後留意が必要だ

ろう。さらに、中国から調達している硫酸 Co は ASM 起源である可能性が示唆されており、

DRC 産 Co がどのようなサプライチェーンを辿って日本に到達するのか、3T との違いも含

め、構造を把握できれば日本企業にとって有益になると思われる。 

第 4 章では、責任ある鉱物調達について議論が進む EU の最新動向を追跡した。対象リ

スクが人権侵害や国際法違反等に拡大し、CAHRAs の導入によって対象地域も広がってい

る状況を確認した。特に CAHRAs をどう定義するか多くの日本企業が問題視していたこと

から、海外資源企業が CAHRAs をどう定義し、対象地域でどのような責任ある調達の取り

組みを行っているか把握することは有益と思われる。また、現時点において、EU 紛争鉱物

                                                   
133 JOGMEC「世界の鉱業の趨勢 2020 DR コンゴ」2021 年 1 月 http://mric.jogmec.go.jp/wp-

content/uploads/2021/01/trend2020_cd.pdf；「世界の鉱業の趨勢 DR コンゴ鉱業データ集（2020）」2021

年 1 月 http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2021/01/trend2020_cd_data.pdf、2021 年 3 月 19

日参照。 

http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2021/01/trend2020_cd.pdf
http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2021/01/trend2020_cd.pdf
http://mric.jogmec.go.jp/wp-content/uploads/2021/01/trend2020_cd_data.pdf
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規則は Co を対象としていないが、業界や NGO 等の動きも活発化しつつあることから、

2023 年の改訂内容は注視が必要である。さらに近年、環境領域にまでサプライチェーン上

の DD の対象が拡大しており、環境・人権に関する DD の実施義務化に向けた EU の政策

動向は、域外適用の可能性も含め追っていくことが肝要であろう。こうした対象リスクや地

域の拡大という国際的なトレンドに適切に対処していくためには、企業横断的な場での情

報共有のみならず、各鉱種が抱える問題に沿った情報提供が行えるよう鉱種別の分科会に

おいて社外との連携を強化していく必要があると考えられる。 

第 5 章では、ブロックチェーン技術を活用した鉱物資源のトレーサビリティについて、

大手企業等の最新動向を調査した。EU を中心にいくつかプラットフォームの開発が進めら

れており、特に RSBN は第三者監査の証明書を含め記録できるデータが網羅的で、参加企

業は EU だけでなくアジアの企業（中国や韓国）まで広がりをみせているが、日本企業の参

加は確認できていない。対象とする鉱種は 3TG や Co が中心だが、雲母や Cu への展開も

確認されている。責任ある鉱物調達の規制対象が拡大傾向にあることを受け、ブロックチェ

ーンを使ったトレーサビリティの有用性や参加企業の動向は今後、注視していく必要があ

ると思われる。なお、最も取り組みが進んでいると思われる RSBN を含め全体的に実証段

階にあり、その運用実態を公開資料で把握することは難しく、参加企業や開発企業に対して

聞き取りを行い、導入することのメリットや技術の実用性を把握することが有益と考えら

れる。 

 

  



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度「鉱物資源の責任ある調達に係る最新動向の分析・調査」 

 

報告書 

 

令和３年 3月 19日 

 

発行： 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

 

委託先： 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

（連絡先：持続可能社会部 清水・田口、社会システム共創部 櫻井） 

 

 

※無許可の転載・掲載を禁じます。 

 

 


	1. 調査概要
	1.1. 令和元年度調査結果および本調査の実施概要
	1.2. 調査目的

	2. 3Tを対象としたトレースの仕組み、DRCおよび周辺国からの「責任ある調達」に向けた結論の導出
	2.1. 3Tを対象としたトレースの仕組み
	2.1.1. 国際錫協会（International Tin Association : ITA）のiTSCi
	2.1.2. RCS Global Group社によるBetter Sourcing Program（BSP）
	2.1.3. アフリカ大湖地域国際会議（ICGLR）による地域鉱物認証メカニズム（RCM）
	2.1.4. ドイツの連邦地球科学・天然資源研究所（BGR）の鉱産物流通過程認証制度（CTC）

	2.2. 既存の認証制度やトレースの仕組みに対する課題、およびそれら課題を踏まえ、同地域から鉱石を調達する場合の必要なプロセスの提案
	2.2.1. 指摘されている問題点の整理
	2.2.2. 同地域から鉱石を調達する日本企業への示唆


	3. DRCのCo採掘における企業のCSR活動やトレースの仕組み
	3.1. 企業によるCoの責任ある調達に向けた取り組み
	3.1.1. Glencore社
	(1) サプライチェーンのDD
	(2) Cobalt Instituteとの連携
	(3) RMI監査を通じたDDの強化
	(4) ASMとの共存と地域社会への支援
	(5) ブロックチェーンネットワークへの参加

	3.1.2. Eurasian Resource Group社
	(1) ERG Clean Cobalt Framework
	① OECDガイダンスの遵守
	② 鉱業セクターにおけるリーダーシップの推進
	③ Coのトレーサビリティの確立
	④ ASMからの調達を禁止
	⑤ 児童労働の禁止
	⑥ 環境改善
	⑦ 地元コミュニティの開発


	3.1.3. Chemaf社
	(1) ASMのフォーマル化（formalization）に向けたMutoshiパイロット事業
	① 事業概要
	② 事業の仕組み
	③ 事業成果
	④ 事業の課題と今後への教訓

	(2) DDの強化

	3.1.4. 企業による責任あるCo調達の取り組みの整理

	3.2. Coに関するトレーサビリティシステム
	3.2.1. RMIのCobalt Reporting Template（CRT）とRMAP
	3.2.2. 中国五鉱化工進出口商会（CCCMC）とResponsible Cobalt Initiative（RCI） によるCoのRMAP監査ガイドライン
	3.2.3. Cobal InstituteのCobalt Industry Responsible Assessment Framework（CIRAF）
	3.2.4. RCS Global社によるBetter Mining
	3.2.5. Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN)
	3.2.6. 産業コンソーシアムによるCobalt for development
	3.2.7. Fair Cobalt Alliance（FCA）
	3.2.8. 各種Coのトレーサビリティシステムの整理と日本企業への示唆


	4. EUで導入予定の「責任ある調達」に向けた制度の最新動向
	4.1. EU制度の最新動向の追跡
	4.1.1. EU鉱物規制の概要
	4.1.2. 対象リスクの拡大と紛争地域及び高リスク地域（CAHRAs）の特定

	4.2. EUにおける関連動向
	4.2.1. 川下企業向け透明性プラットフォームの構築
	4.2.2. ロンドン金属取引所の動き

	4.3. 対象リスクの拡大に伴う日本企業が取るべき方策の提案
	4.3.1. EUを中心とする「責任ある鉱物調達」概念の拡大
	4.3.2. 日本企業が取るべき方策


	5. ブロックチェーン技術の紛争鉱物への応用に係る最新動向
	5.1. ブロックチェーン技術を活用した鉱物資源のトレーサビリティ機能
	5.2. ブロックチェーン技術を応用した紛争鉱物のトレースに関する大手企業等の最新動向
	5.2.1. IBM等によるResponsible Sourcing Blockchain Network (RSBN)
	(1) 概要と仕組み
	(2) 現在の取り組みと今後の計画

	5.2.2. ドイツMinespider社によるEU企業向けのOreSource
	(1) 概要と仕組み
	(2) 今後の計画

	5.2.3. Volvo Cars社とCircular社のOracle Blockchain Platform
	(1) 概要と仕組み
	(2) 今後の計画

	5.2.4. みんな電力の「みんなでフェアチャージ！プロジェクト」
	5.2.5. 世界経済フォーラム等によるCarbon Tracing Platform（COT）Mining and Metals Blockchain Initiative（MMBI）
	(1) 概要

	5.2.6. ブロックチェーン技術を応用した企業等による動向整理

	5.3. ブロックチェーン技術の課題と導入に向けた今後の展望
	5.4. （ご参考）ブロックチェーン技術をサプライチェーンに活用した他産業の事例
	(1) 食の信頼構築を目指す業界プラットフォームIBM Food Trsut
	(2) 貿易協定に対応した原産性証明プラットフォーム


	6. まとめと今後の課題



