
令和３年度第2回JOGMEC金属資源セミナー
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住友金属鉱山株式会社
ＣＳＲ部 中原悠貴



シエラゴルダ銅鉱山
（チリ：銅）

菱刈鉱山
（鹿児島県：金）

銅鉱石 金鉱石

資源事業

資源開発、鉱石の採掘

タガニートHPALニッケル社
（フィリピン：ニッケル）

東予工場
（愛媛県：銅、金ほか）

製錬事業

鉱石から金属に製錬

電気銅電気ニッケル 金

磯浦工場
（愛媛県）

ニッケル系正極材
（電池材料）

材料事業

最先端の高機能材料へ

LT/LN結晶
（機能性材料）

住鉱国富電子㈱
（北海道：結晶）

事業モデル：３つのコアビジネス
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・別子銅山の開発とその後の植林

サステナビリティ・トピック①
1691年別子銅山（愛媛県新居浜市）稼行、
1971年の閉山まで約280年に渡り住友の事業を支えた。

特に明治の近代化に伴い、鉱山の開発に伴う伐採や製錬所から
排出される亜硫酸ガスにより別子の山は荒廃したが、
1894年頃より植林を開始。
ピーク時には毎年200万本以上の植林が行われ、現在は元のあお
あおとした姿を維持している。
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・煙害の克服（四阪島への移転～技術開発による解決）

新居浜の製錬所から排出される亜硫酸ガスによる
近隣の農作物などに影響する煙害が発生。

その克服のため、1905年、無人島であった四阪島（新居浜の約
20km沖合）へ製錬所を移転。
更に1939年、アンモニアによる中和法を世界に先駆けて実現し、
煙害問題の解決に至った。

※住友史料館提供 ※住友林業㈱提供



サステナビリティ・トピック②
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・HPAL(High Pressure Acid Leach：高圧硫酸浸出）技術による低品位鉱の活用

ニッケル鉱石は世界に遍在するため、高品位の原料確保が困難に。

製錬原料としては処理が難しい低品位ニッケル酸化鉱からニッケル
やコバルトを回収する技術「HPAL」を世界に先駆けて商業化。
フィリピンのHPAL拠点にて中間原料（ニッケル・コバルト混合硫
化物）を生産。

・海外優良鉱山の権益獲得

優良鉱山の新規発見は困難になり、かつ資源ナショナリズムが高揚。

パートナー企業との長年培ってきた信頼関係により、新たな資源権
益を獲得。



モレンシー
（25.0％）

当社保有の鉱山と製錬所(海外)

セロ・ベルデ
（16.8％）

フィゲスバル
（25.5％）

ノースパークス
（13.3％）

金隆銅業有限公司
（27.1％） ニッケル・アジア社（26.4％）

タガニートＨＰＡＬニッケル
社（75.0％）

資源セグメント

銅

金

製錬セグメント

銅

ニッケル

その他主要拠点関係会社
()は出資比率

オホス・デル・サラド
（16.0％）
カンデラリア（16.0％）

シエラゴルダ（31.5％）

コーラルベイ ニッケル社
（54.0％）

コテ
（27.75％）

ケブラダ・ブランカ
（25.0％）
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資源・製錬事業：ビジネスネットワーク



住友金属鉱山の「CSR」活動
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経営理念に「地球および社会との共存」を掲げ、事業を通じた社会課題の解決に取り組んできた

価値創造の方向性を示す
「住友金属鉱山グループ 2020年のありたい姿」

長期ビジョン実現のためのマイルストーン
「住友金属鉱山グループ 2030年のありたい姿」



SMMグループ経営理念 SMMグループ経営ビジョン

成長性

持続性

長期ビジョン
世界の

非鉄リーダー

2030年の
ありたい姿
(経営課題)

2020年の
ありたい姿

(サステナビリティ課題)

企業価値

「世界の非鉄リーダー」とは
・資源権益やメタル生産量においてグローバルでの存在感がある
・資源メジャーでも容易に模倣できない、卓越した技術や独自の
ビジネスモデルを有している

・持続的成長を実現し、安定して一定規模の利益をあげている
・SDGs等の社会課題に積極的に取り組んでいる
・従業員がいきいきと働いている
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長期ビジョンと「ありたい姿」



SDGsと「2030年のありたい姿」重要課題
重要課題

1 非鉄金属資源の有効活用

2 気候変動

3 重大環境事故

4 生物多様性

5 従業員の安全・衛生

6 多様な人材

7 人材の育成と活躍

8 ステークホルダーとの対話

9 地域社会との共存共栄

10 先住民の権利

11 サプライチェーンにおける人権

1

2

6 78 9 10 11

4

3

5

長期ビジョン

2030年のありたい姿
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サプライチェーン全体でＣＳＲ調達(Responsible Sourcing)に取り組んでいる企業

ＣＳＲ調達、特に
責任ある鉱物調達の推進

１．責任ある鉱物調達
１）国際基準に合致した責任ある鉱物調達マネジメントシステムの確立

：2021年度末まで
２）サプライチェーン上での、児童労働等人権侵害に加担する

鉱山・製錬所ゼロ

指標 目標

２．ＣＳＲ調達(Responsible Sourcing)
１）「住友金属鉱山グループＣＳＲ調達方針」を受領し同意した

取引先企業：2030年度末までに100%
２）国際基準に合致したＣＳＲ調達マネジメントシステムの確立

：2024年度末
３）デュー・ディリジェンス（ＤＤ）の継続実施

サプライチェーンにおける人権：ありたい姿とKPI
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＜2030年のありたい姿＞

＜ＫＰＩ＞
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当社の「責任ある鉱物調達」への対応
金（銀）・コバルト・銅・ニッケルの生産者として以下の対応を進めている

①紛争鉱物である金（＋銀）
LBMA（ロンドン地金市場協会）のガイダンスに則ったマネジメントシステム構築、
第三者監査受審（2012年度以降継続）

②コバルト
RMI（責任ある鉱物調達に関する国際的イニシアチブ）の基準に則った
マネジメントシステム構築、第三者監査受審（2020年度）

③銅・ニッケル
LME（ロンドン金属取引所）の要求事項に対応するため、
第三者監査受審にむけ準備中（～2023年度）
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責任ある鉱物調達のガイドライン
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(2011年)

「人権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」の3本柱で構成。
企業が人権を尊重する責任を定義。

・自社の活動が人権への悪影響を引き起こす場合は、是正する責任
・自社の活動に関係する取引先が人権への悪影響を引き起こす場合は、取引先への働きかけを行う責任

⇒人権デューディリジェンスの実施が必要：企業活動の関係の中でどのような人権侵害が起こる可能性が
あるのか調査し、問題があればそれを正していく。

米国「ドッド＝フランク・ウォール街改革・消費者保護法」(2010年) ※通称ドッドフランク法
・紛争鉱物の問題に対し、非人道的な行為を行う武装勢力の資金源となることを防ぐ。
・米国での上場企業／証券取引委員会（SEC）登録企業に、製品の機能または製造に紛争鉱物が

使用されているか確認し、開示を求めている。 （1502条紛争鉱物条項）

経済協力開発機構(OECD)「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーン
のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」 (2011年)

すべての鉱物における責任あるサプライチェーンの管理基準として、詳細なデュー・ディリジェンスの
枠組みを提供する。



OECDのDDガイダンスの枠組み

OECD 『紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス』仮訳 (2011)より抜粋
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Step1：強固な企業管理システムを構築する

Step2：サプライチェーン内のリスクを特定、
評価する

Step3：特定されたリスクに対応するための
戦略を立案し、実施する

Step4：サプライチェーン中の特定の
ポイントにおいて、独立の
第三者によるサプライチェーンの
DDの監査を実施する

Step5：サプライチェーンのDDに関して
報告を行う

デュー・ディリジェンス（Due Diligence）の
ための５段階の枠組み 対象リスク

①鉱物の採掘、輸送、取引に関連した
人権侵害（児童労働など）

②非政府武装集団に対する直接的または
間接的支援

③公的/民間の保安隊による不法行為
（みかじめ料）

④贈収賄および鉱物原産地の詐称

⑤資金洗浄

⑥政府への税金、手数料、採掘権料の
未払い（脱税）
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当社の対応①金・銀
LBMAのガイダンスに準拠した第三者監査を受審
⇒金・銀地金を生産する当社製錬所はGood Delivery Listに登録・認定されている

LBMA（ロンドン地金市場協会）とは？
●世界最古の金取引所（ロンドン金市場）ルーツの国際団体
●流通する金・銀地金の規格制定・管理
●厳格な審査⇒精錬会社・造幣局を登録・認定(Good Delivery List)
●加盟会社の生産量＝世界の約90％

LBMAのガイダンスとは？
OECDガイダンスに基づき、
認定精錬会社に適用される基準を制定（2011年12月）
⇒LBMA Responsible Gold Guidance (RGG)
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当社の対応①金・銀
RGGへの対応

●マネジメントシステムの構築：社内体制・規程整備・社内教育・年次報告など
●サプライヤー調査（質問票）
●内部監査・第三者監査

対象リスク
●金および銀の採掘、輸送又は売買に関連する組織的で広範囲な虐待または人権侵害
●非国家武装グループあるいは公的又は私的な治安部隊に対する直接的又は間接的な支援
●賄賂及び金、銀の原産国の不正な虚偽表示
●政府に対して支払われる税、料金及び鉱山使用料
●マネーロンダリング及びテロリストへの資金供与
●紛争への加担
●環境および持続可能性への法律違反（2020年より追加）

※2018年より銀を対象としたResponsible Silver Guidance (RSG)が公表、RGG同様対応
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当社の対応①金・銀
LBMAのガイダンスに準拠した対応により、責任ある鉱物調達を担保できている

⇒LBMA RGGとRMI RMAPは相互認証⇒製錬所の負担軽減・業界全体での取組効率化

製錬所：東予工場（愛媛県）

金鋳造の様子

東予工場で鋳造される金インゴット
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国内唯一の商業稼行する金鉱山
菱刈鉱山の鉱石は、当社で生産する金銀地金の原料に

坑口（坑道入口）

坑内での採掘の様子 菱刈鉱山で採掘された鉱石
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「責任ある鉱物調達」の拡大

3TG

DRC+9 武装勢力の
資金源

コバルト・マイカ 銅・ニッケル・リチウム他

CAHRAs※

児童労働など
人権侵害

環境破壊
ESGリスク全般

対象鉱物の拡がり

対
象
地
域
の
拡
が
り

※CAHRAs(Conflict Affected & High-Risk Areas)
紛争地域および高リスク地域。客観的な指標を用い、各社が当該地域を特定、その地域に対してはより重点的にDDに取り組むことが求められる。
2020年にはEUがCAHRAsマップを公開。

「紛争鉱物」
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国際的イニシアチブによる仕組み

川上 川下

鉱山 製錬所 素材メーカー 部品メーカー 完成品メーカー

統一した書式の調査票… CMRT/CRT製錬所での監査…RMAP

（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）資料を参考に弊社作成）

RMI※によるRMAP(Responsible Minerals Assurance Process)。
サプライチェーン上で比較的数が少ない製錬所の上下で２つに区分し、調査を効率化。

※RMI(Responsible Minerals Initiative)
世界の電子機器業界における共通の行動規範を推進する団体RBA(Responsible Business Alliance)における「責任ある鉱物調達」に関する
国際的なイニシアチブとして2008年に設立。世界のエレクトロニクス、自動車、航空、ソフトウェア等の幅広い業種約400社が加盟する。
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当社の対応②コバルト
コバルト生産者として、第三者監査を受審
⇒社会的なニーズも強く、金銀にひき続き対応

電気コバルト

コバルトにおける世界的課題
・採掘時（ASM：手掘り小規模鉱山）の児童労働など人権侵害が確認
・紛争鉱物（3TG）とは異なり、米国ドッドフランク法のような法規制がない
⇒RMIが業界での取り組みを推進：製錬所での監査基準を制定

⇒RMIの監査基準を採用し、
2021年3月にコバルトの生産拠点である精錬所での第三者監査受審完了
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当社の対応②コバルト
RMIの監査基準対応

●マネジメントシステムの構築
●CAHRAsの判断基準の設定
●サプライヤーの調査

精錬所：ニッケル工場（愛媛県）

原料の大半は、
当社グループ拠点（フィリピン）からのニッケル・コバルト混合硫化物や、
当社出資先拠点（インドネシア）からのニッケルマットを使用

●内部監査
●第三者監査（精錬所での現物確認・重量測定）

フィリピンの拠点
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当社の対応③LME
当社のコバルト・銅・ニッケルはLME上場ブランド（製品単位）
⇒LMEの要求事項への対応→第三者監査を受審予定

LME（ロンドン金属取引所）とは？
●銅・ニッケル・アルミ・鉛・亜鉛など非鉄金属専門の取引所
●LMEで決定された金属取引価格は、金属地金の販売価格や原料購入価格の国際的指標
●上場ブランドに対し、責任ある調達も義務付け、対応できない場合はブランド停止等の

可能性あり

電気銅 電気ニッケル
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当社の対応③LME
LMEの責任ある調達に関する要求事項

●OECDのガイダンスの遵守
●ISO14001（環境）/ISO45001（労働安全衛生）の取得（製錬所単位）
●管理基準の選択（外部基準・内部基準）

出資先の銅鉱山（ペルー） 銅鉱山での採掘の様子 製錬所：東予工場（愛媛県）
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管理基準（外部）の例
Copper Mark

●2019年公表
●ICA（国際銅協会）主導
●OECDガイダンス準拠
●対象リスク：ESG広範
●RMIと連携
●ニッケル協会など他の鉱物の

団体も支持を表明
⇒Joint Due Diligence Standard

（JDDS）と呼ばれる、
銅・鉛・ニッケル・亜鉛の
ための共同DD基準を提供

RMI All Minerals Standard
●2021年公表
●OECDガイダンス準拠
●対象鉱物を特定しない基準？

（詳細は確認中）

⇒諸般の条件を見極め、
採用する基準を検討中
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まとめ

⇒「ＳＭＭグループ責任ある鉱物調達に関する方針」に則り、
「ありたい姿」実現にむけ、世界の規格の要請や変化などに慎重に対応していく

ＳＭＭグループ人権に関する方針に基づき、児童労働および強制労働などの
人権侵害、環境破壊、不法採掘、汚職などに関わる恐れのある鉱物、
武装勢力等の資金源となる恐れのある鉱物の調達は行いません。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が鉱物調達に関して定めるガイダンスを尊重し、
サプライヤーに適切に働きかけ、サプライチェーン全体で責任ある鉱物調達に
取り組みます。

・金属の生産者として責任を果たすため、金属市場の要求も含め対応
・メタル毎に複数の基準があり、監査対象や範囲など細かい違いがある

ＳＭＭグループ責任ある鉱物調達に関する方針



https://www.smm.co.jp/



ご参考



重要課題 ありたい姿

1 非鉄金属資源の有効活用

高い技術力で資源を生み出す企業
1．非鉄金属を安定して社会へ供給する企業
2．産学官と連携したオープンな技術開発で、不純物を

有効活用して社会に貢献する企業
3．非鉄金属の循環システムの構築と維持に貢献する企業
4．社会課題の解決に貢献する高機能材料の開発・供給を行う企業

2 気候変動 温室効果ガス（GHG）排出量ゼロに向け、排出量削減とともに低炭素負荷製品の安定
供給を含めた気候変動対策に積極的に取り組んでいる企業

3 重大環境事故
水資源や生物多様性を大切にして海や陸の豊かさを守っている企業

4 生物多様性

5 従業員の安全・衛生 快適な職場環境、安全化された設備と作業のもと、すべての従業員が､ともに安全を
最優先して仕事をしている企業

重要課題毎の「2030年のありたい姿」①
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重要課題 ありたい姿

6 多様な人材 すべての従業員が活き活きと働く企業
1．従業員一人ひとりの人間性を尊重し、従業員が誇り・やりがい・働く喜びを

持てる企業
2．従業員一人ひとりに能力向上の機会を提供し、従業員とともに成長する企業

7 人材の育成と活躍

8 ステークホルダーとの対話 「世界の非鉄リーダー」であると理解され、共感される企業

9 地域社会との共存・共栄 地域社会の一員として地域の発展に貢献し信頼を得る企業

10 先住民の権利 先住民の伝統と文化を理解し尊重する企業

11 サプライチェーンにおける人権 サプライチェーン全体でCSR調達(Responsible Sourcing)に取り組んでいる企業
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