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「責任ある鉱物調達」の動向と課題
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コンサルティング事業本部 サステナビリティビジネスユニット

サステナビリティ戦略部

令和4年度第6回JOGMEC金属資源セミナー

「鉱物資源の『責任ある調達・生産』に係る最新動向」



大規模講演用本文ページ

1 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

講演者紹介

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社（MURC）

サステナビリティ戦略部 シニアマネージャー 櫻井 洋介

◼略歴

大手損害保険会社勤務の後、英国留学。帰国後、国際協力系シンクタンクの研究員、独立行政法人日本貿易振興機構
（JETRO）における海外ビジネス展開支援業務、監査法人におけるESGコンサルティング業務の経験を経て、MURC入社。

国際人権法修士、博士（経営法）。社会保険労務士。一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻特任准教授。

国際人権法の分野で国際的にも著名な、英国エセックス大学のロースクールで国際人権法を専攻し、労働CSRに関する研
究にて博士号を取得する等、ESG全般に関するコンサルティングの中でも、人権や労務領域を専門とする。企業向けのビジ

ネスと人権に関するコンサルティング経験を豊富に有するほか、日本政府の「ビジネスと人権に関する行動計画」の策定・実
施事業の事務局を務める等、官公庁・公的機関からの受託業務や・調査案件にも多数従事。

◼専門領域
ビジネスと人権／持続可能な調達、CSR調達／サプライチェーン監査
ESG・CSR・サステナビリティ戦略策定／非財務情報開示／ESG評価向上

◼主なパブリシティ

⚫ 日経BP 日本経済新聞出版 『人権尊重の経営: SDGs時代の新たなリスクへの対応』 （2022年11月）

⚫ 時事通信社 金融財政ビジネス（2022年2月号）「企業に迫る人権尊重の要請 『ビジネスと人権』国際取引の条件へ」

⚫ 「国際金融」1350号（2021年11月1日）「ビジネスと人権」に関する国際的潮流-企業に求められる人権デュー・ディリジェンス

⚫ 『2021年 日本はこうなる』 『2022年日本はこうなる』 （共著） （東洋経済新報社, 2020年、2021年） 他、 講演多数
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I. 責任ある（鉱物）調達が求められる背景
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III.まとめと今後の課題



章区切り

3
© Mitsubishi UFJ Research and Consulting. All rights reserved.

I. 責任ある（鉱物）調達が求められる背景
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「責任ある調達」の動向及び日本への影響

◼ 持続可能な社会の実現のために、事業活動や関連するサプライチェーンにおいて環境及び社会に配慮したサステナビリティへの取り組み
が求められている。鉱業関連分野では、紛争鉱物への対応を発端として、「責任ある調達」が実践されている。

◼ 企業の非財務情報（ESG情報）開示に関するルールや枠組みが形成されつつある（直近では欧州NFRDを改正したCSRD等（後述））。
金融市場では、持続可能な商品やサービスへの意識が高まっており、ESGの観点から企業を評価するESG投資をはじめとしたサステナ
ブルファイナンスが急速に拡大している。

⇒鉱業界においても、資金調達や投融資の機会確保のため、枠組みに沿ったESG情報開示、イニシアチブへの参画が必要となる。

国内

鉱業関連企業
評価機関

①投融資

財・サービスの提供

②評価・格付

政府・行政
国際社会

国際的ルール
法規制

企業報告
（ESG情報の開示）

投資家
金融機関

金融市場

①鉱業関連企業に影響を与えるサステナブルファイナンス

金融機関
による融資

サステナブル債権
ネガティブ・スクリーニング

ポジティブ・スクリーニング

規範に基づくスクリーニング

ESG統合

インパクト投資

エンゲージメント・議決行使

ESG投資

コーポレートガバナ
ンスコードの策定

その他

ESG関連指数
の算出サステナブル・テーマ投資

◼ 経済活動全般の非財務情報開示に関する枠組み

②鉱業関連企業に影響を与える評価枠組みや格付け

（注）１．ESG投資はGSIA（Global Sustainable Investment Alliance）基準を参照。
２．サステナブル・テーマ投資は鉱業界と関連が薄いと思われる。

（注）非財務情報開示枠組み・イニシアチブは例示列挙

（注）緑の矢印は企業に対する影響力を示す。

灰色の矢印は責任ある企業行動を示す。

◼ 国際ルール・法規制

ISO規格（ISO/TC207（環境マネジメント）・ISO/TC322

（サステナブルファイナンス）等）、各国内法 など

◼ 鉱業界のESGに関するイニシアチブ

OECD多国籍企業行動指針

気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）

GRIスタンダード

ISSB基準

RMI

RMF

ICMM

IRMA
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サステナブル・ファイナンス市場の拡大

◼ 投資家が、企業の環境・社会・企業統治（ガバナンス）の取組状況
に関する情報を確認し、それに基づいて評価することを定めた責
任投資原則（PRI）の発足がきっかけとなり、サステナブルファイナ
ンス市場は、現在まで急速に拡大している。

◼ 欧州や米国を中心として、投資家や金融機関が、ESGリスクの大
きい企業に対して投資している金融資産を引き揚げ、投資対象か
ら除外する「ダイベストメント」の動きが始まっている。

◼ 現在のところ、気候変動リスクの観点から、石炭採掘や化石燃料
開発に関連する企業などへの投資を中止する事例が多い。

◼ 日本の鉱業界は、サステナブルファイナンスによる投融資と事業機
会を確保するため、今後、資金調達リスクへの対応が求められる。

（出所）GSIA「GLOBAL SUSTAINABLE INVESTMENT REVIEW」よりMURC作成

100%

150%

200%

250%

300%

2012 2014 2016 2018 2020

約1,600兆円

（135,680 億㌦）

約3,769兆円

（353,010億㌦）

世界のサステナブルファイナンス市場規模
（投資残高：2012年=100％）

実施主体 投資家や金融機関による投融資引揚げの事例

ノルウェー政府年金
基金（GPFG）

◼ 中国の製薬会社4社（China Grand Pharmaceutical

and Healthcare Holdings 、 China Traditional

Chinese Medicine Holdings、 Beijing Tong Ren

Tang Chinese Medicine 、 Tong Ren Tang

Technologies）に対して、深刻な環境破壊を及ぼす事
業を行っているとして、投資引揚げを決定。

◼ 毎年度、気候変動や生物多様性、人権、強制労働等
のESGリスク評価を実施し、約9000銘柄で構成される
ポートフォリオから、ESGリスクの高い投資先を選別し、
投資対象から除外。

◼ 気候変動リスクの観点から、2020年までに、日本企業
のうち日本たばこ産業（JT）、北海道電力、北陸電力、
J-POWER等を投資対象から除外。

KLP

（ノルウェー大手保
険会社）

◼ タバコ関連企業、兵器製造関連企業、石炭鉱山開発
関連企業、アルコール関連企業等を投資対象から除
外することを決定。日本企業のうち、サッポロHD、あさ
ひHD、日本たばこ産業、三井物産、東京都競馬等が
投資対象から除外。

Hong Kong and 

Shanghai Banking 

Corporation

（英HSBC）

◼ 2040年までに、世界全体全体で石炭火力発電や電力
用石炭開発に対する融資を段階的に中止することを
決定。

Legal & General 

Investment 

Management 

Limited

（LGIM）

◼ GHG排出量の削減、森林破壊等に対する対応が不
十分であるとして、中国建設銀行、メットライフ生命保
険、日本郵政、韓国電力公社、Exxon Mobil、Cisco

Systems、中国工商銀行、AIG等に対する投資引揚げ
を決定。

JPMorgan Chase 

& Co.
◼ 石炭採掘関連企業及び、石炭火力発電事業に対する

融資を引揚げることを決定。
◼ マレーシアの国営石油企業であるPetronasと、インド

ネシア国営石油会社であるPertaminaが、人権侵害に
関与したとして、ESGインデックス指標から除外。

AXA S.A.

（アクサグループ）
◼ たばこ産業からの投資引揚げを決定するとともに、

2040年までに、石炭関連事業者に対する投資から全
面的に撤退。

（出所）各社公表情報等よりMURC作成
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EUを中心とするサステナビリティ情報開示の動向

◼ 2022年11月、 EU理事会で企業サステナビリティ報告指令（CSRD）の最終承認が行われ、先立って欧州議会でも11月10日に可決されて
いることから本指令が成立した（2024年から段階的に適用開始）。本指令では、バリューチェーン（VC）に関する報告も盛り込まれている。

◼ 2021年11月、 ESG開示基準の乱立を背景に、情報開示基準の統一化を図るために国際会計基準（IFRS）財団が国際サステナビリティ基
準審議会（ISSB）を設立。ISSBが示すサステナビリティ開示基準案では、VCにおけるビジネス上の影響を開示する必要があるとされる。

IFRSサステナビリティ開示基準（ISSB基準）

【対象企業】

◼ 対象企業や適用時期は、最終化後に各法域で検
討予定。

【開示項目】

◼ 全般的要求事項、テーマ別要求事項、産業別要求
事項により構成されており、コアコンテンツの要求
事項は、ＴＣＦＤ提言を基礎としており、ガバナンス・
戦略・リスク管理・指標及び目標の観点から設定さ
れている。

【対象企業】

◼ （域内企業）全ての大企業（※）及び上場企業

◼ （域外企業）EU域内で1億5000万ユーロの売上高
を有する、かつ、域内に子会社・支社を有する企業

• ※大企業…①総資産残高2000万ユーロ以上、②純
売上高4000万ユーロ以上、③従業員数250名以上
のうち、2つ以上の条件を満たす企業

【開示項目】

◼ 欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）が策定する
欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）にて規定。

企業サスティナビリティ報告指令（CSRD）

全般的基準

全般的要求事項 全般的開示要件

セクター横断的基準

環境 社会 ガバナンス

気候変動
汚染

水・海洋資源
生物多様性・生態系
資源利用・循環経済

自社労働者
VC労働者
コミュニティ
消費者・顧客

企業行動

セクター別の基準（策定予定）

EFRAGは2022年4月、

両者の比較ガイドを策定

全般的要求事項

テーマ別要求事項 産業別要求事項

コア・コンテンツ（4つの柱：TCFD準拠）

ガ
バ
ナ
ン
ス

戦
略

リ
ス
ク
管
理

指
標/

目
標

気候変動
循環型経済、材料調達、VC

（VC上を含む）人権等（予定）

石油・石炭
鉄鋼製造業者
金属及び鉱業等

（出所）欧州委員会、IFRS WEBサイト、金融庁「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ」、経産省「非財務情報の開示指針研究会」公開資料 等よりMURC作成
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オーストラリア現代奴隷法
（2018年）

◼ オーストラリアで事業を行う一定規模以上の企業に対
し、サプライチェーン上の奴隷労働と人身取引の撲滅
に向けた声明を政府に提出することを義務付ける。

サプライチェーン上のデュー・ディリジェンス（DD）を求める法規制の導入

◼ 欧米各国では「ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）」の策定等を背景として、企業のサプライチェーン上の状況を確認する
「デュー・ディリジェンス（DD）」を義務化する法律を制定する動きが加速している。

◼ 加えてEU法（規則・指令）の枠組みの中でも、企業に対してサプライチェーン上のDDを求める規制導入が進んでいる。

（出所）Global NAP、ECCJ、OECD、JETRO WEBサイトよりMURC作成

米国 ドッド・フランク法

（2010年）

◼ 1502条が改正され、紛争
鉱物（スズ・タンタル・タン
グステン・金）を使用する
場合に調査と情報開示を
義務付ける。

米国 カリフォルニア州
サプライチェーン透明化法

（2012年）

◼ サプライチェーン上の人
身取引や奴隷労働に関す
る情報（評価や監査、研
修）の開示を義務付ける。

【EU全体における規制】

◼ 2021年1月から、EU紛争鉱物規則が発効。EU域内への紛争鉱物の輸入者等に対してDDの実施義務等を課している。

◼ 2022年12月、EUバッテリー規則案について、EU理事会と欧州議会が政治合意。合意案には、サプライチェーン上のDD義務化も含まれた。

◼ 人権・環境デューディリジェンスを義務化するコーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンス指令の制定も進んでおり、EU域外企業も
含めた一定規模以上の企業にDDの実施や情報開示が求められる予定である（2022年2月に素案が公表）。

英国現代奴隷法
（2015年）

◼ 英国で事業を行う一定規模以上の企業に対し、サプ
ライチェーン上の奴隷労働と人身取引の撲滅に向け
た取組に関して情報開示を義務化した。

フランス注意義務法
（2017年）

◼ 一定規模以上のフランス企業に対し、サプライチェー
ン上の人権・環境に関するリスク評価や情報開示等
を義務付ける。

オランダ児童労働デュー・ディリジェンス法
（2019年）

◼ オランダ国内のエンドユーザーに商品・サービス
を提供する企業（外国企業を含む）に、児童労働
に関するDDを義務付ける。

ドイツ・サプライチェーン・
デュー・ディリジェンス法（2019年）

◼ ドイツ国内の一定規模以上の企業に対して、サプ
ライチェーン上の人権と環境に関するリスクを特
定・評価し、効果的なリスク管理システムの構築を
義務付ける。2023年1月から施行。

（凡例）図表 緑はNAP策定済の国、青はNAP策定中の国、オレンジは非国家主体によるNAP策定の動きのある国を指す。
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ビジネスと人権に関する米国の規制

分類 法・規制 内容

政府調達 ◼ 連邦調達規則（2015年3月改正） ◼ 連邦政府機関と契約する事業者は、強制労働を含む不正取引がないことを毎年確認する義務を負い、受注者は、
政府調達の対象品が、「強制労働または年季奉公の児童労働により製造された商品リスト（List of Products 

Produced by Forced or Indentured Child Labor」に掲載されているかどうかを調査しなければならない。

貿易（輸入） ◼ 1930年関税法307条（2016年2月改正） ◼ 米税関の調査に基づき、強制労働に依拠した製品の輸入差し止め（違反商品保留命令：WRO）を認める。

◼ ウイグル強制労働防止法（2021年成立） ◼ 2022年6月より施行。新疆ウイグル自治区で一部でも生産・製造・採掘された製品は強制労働で生産されていな
いという証明がなければ、原則として米税関国境保護局（CBP）によって輸入が差し止められる。

貿易（輸出） ◼ 輸出管理規則（EAR） ◼ 商務省・産業安全保障局（BIS）は2020年10月、人権保護を目的に、EAR規制対象に監視システム等を追加。
対象製品に米製品・技術・ソフトウエアを含む場合（再・みなし）輸出にはBISの輸出許可が必要になる。

◼ BISは2019～2020年に、人権侵害を根拠として、中国に所在する52の主体をエンティティリスト（EL）に追加。EL

対象による許可申請は原則不許可の扱い。繊維製品のほか、人工知能（AI）技術やサイバーセキュリティー技術
を扱う企業などが対象となっている。

制裁 ◼ グローバル・マグニツキー人権問責法
（2016年12月成立）

◼ 財務省の特別指定国民（SDN）指定により、米国資産を凍結、米国人との取引禁止。2020年10月28日時点で、
107の主体を指定し、うち63件が人権侵害に該当するものであるとされている。

◼ 2021年3月には、新疆ウイグル自治区に関連して、中国政府幹部も指定されている。

（出所） 独立行政法人 日本貿易振興機構 地域・経済レポート 「人権侵害に対する施策が日系企業にも影響（米国）「サプライチェーンと人権」に関する主要国の政策と執行状況（9）」（2021年6月25日）
U.S Department of Labor, List of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor; U.S. Customs and Border Protection, Withhold Release Orders and Findings ListtよりMURC作成

◼ 米国では、輸出入規制という観点からサプライチェーン上の人権対応が求められているが、その中でも鉱物は高リスク品目として認識され
ており、税関での差止実績があるほか、米国労働省が発表する「強制労働・児童労働により製造された商品リスト」にも掲載されている。



9
Mitsubishi UFJ Research and Consulting

LINE 本文ページ

人権デュー・ディリジェンス（DD）とは

◼ サプライチェーン上において社会的責任を果たし、DDを適切に実施すべきであるとの要請は、国連「ビジネスと人権における指導原則」にお
いて示されている。

◼ 指導原則によれば、人権デュー・ディリジェンスとは、人権に対する負の影響の特定・評価、負の影響の防止・軽減、取組の実効性の評価、
説明・情報開示の施策を継続的に実施していく一連のプロセスを指す。

◼ デュー・ディリジェンスのプロセスは、OECDの「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」においてその概要が示
されており、上記のプロセスを通じて、サプライチェーンおよびビジネス上の関係における負の影響に対処することが求められている。

（出所） 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」およびOECD「責任ある企業行動のための OECDデュー・ディリジェンス・ ガイダンス」よりMURC作成

人権方針の策定
（方針によるコミットメント）

人権デュー・ディリジェンス
の実施

救済メカニズムの構築

◼ 企業は、人権を尊重する責任を果たすというコミットメントを
企業方針として発信することを求められている。

◼ 企業は、人権への影響を特定し、防止・軽減し、取組の実効性
を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示するこ
とが求められている。

◼ 企業は、人権への負の影響を引き起こしたり、助長を確認した場
合に、正当な手続を通じて救済を提供することが求められている。
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EUコーポレートサステナビリティDD指令案

◼ 2022年2月23日には、欧州委員会がコーポレート・サステナビリティ・デューディリジェンスに関する指令案を採択。指令案によれば、日本
企業（EU域外企業）でも、①EU域内での売上高が1億5,000万ユーロの企業と②EU域内での売上高が4,000万ユーロの企業で、かつ、全
世界の売上比率の50%以上を「高リスクセクター」が占める企業にはDDが義務化され、違反企業には損害賠償責任が課されることになる。

⇒高リスクセクターの中には、鉱物資源の採掘業（採掘場所を問わない）の他、加工金属の製造業、鉱物資源等の卸売業等も含まれており、
鉱物資源の輸出入等に関与する企業は、本指令案の動向にも今後、留意していく必要があると考えられる。

対象企業

【グループ１】

◼ 従業員が500人超で、直近の年間売上高がグローバルで1億5000万ユーロを超えるＥＵ域内の企業（約9400社）

◼ 直近のEU域内での年間売上高が1億5000万ユーロを超えるEU域外の企業（約2600社）

【グループ２】

◼ 従業員が250人超で、直近の年間売上高がグローバルで4000万ユーロを超えるEU域内の企業であり、売上の50%以上が高リスク業種（※）の企業（約

3400社）

◼ 直近のEU域内での年間売上高が4000万ユーロを超えるEU域外の企業で、グローバルでの売上の50%以上が高リスク業種（※）である企業（約1400社）

（※高リスク業種）

i. 繊維・皮革・その他関連製品（靴類を含む）の製造、繊維・衣類・靴類の卸売

ii. 農業・林業・漁業（養殖業を含む）、食品の製造、農産物原料・生きた動物・木材・食品・飲料の卸売

iii. 採掘地に関わらず鉱物資源（原油、天然ガス、石炭、褐炭、金属、金属鉱物、その他すべての非金属鉱物と採石製品）の採掘、基礎金属製品・その他非金属鉱物製品・

加工金属製品（機械類と設備を除く）の製造、鉱物資源・基礎及び中間鉱物製品（金属、金属鉱物、建設資材、燃料、化学品、その他中間製品を含む）の卸売

内容

① DD方針を策定し、あらゆる企業方針に取り込むこと

② 対象企業およびサプライチェーン上における、実際の、あるいは潜在的な人権・環境への負の影響を特定すること

③ 潜在的な負の影響に対する予防行動計画を策定・実施すること。取引先に対して、契約上の保証を求めること

④ 苦情申立制度を設置すること

⑤ 人権・環境上の負の影響に対する措置の有効性を監視するため、定性的・定量的な基準に基づいて定期的に評価すること

⑥ （非財務情報開示指令2014/95の対象となる）従業員500人超の上場企業以外の企業は、指令案の対象となる項目に関して、自社のウェブサイト

において年次報告書として、前年度分の報告を毎年 4 月 30 日までに公表すること

罰則
◼ DD義務違反によって発生した損害に対する民事上の損害賠償責任

（出所） 欧州委員会WEBサイトおよびJETRO「 「サプライチェーンと人権」に関する政策と企業への適用・対応事例」（改訂第六版）2022年7月よりMURC作成
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「ビジネスと人権」に関する日本の行動計画の概要と政策動向

基本的な考え方（全体的な優先分野）

◼ 政府、政府関連機関及び地方公共団体等の「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上

◼ 企業の「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上

◼ 社会全体の人権に関する理解促進と意識向上

◼ サプライチェーンにおける人権尊重を促進する仕組みの整備

◼ 救済メカニズムの整備及び改善

分野別行動計画（特に重点的に検討する必要がある事項）

1. 横断的事項 ◼ 労働（ディーセント・ワークの促進等）
◼ 子どもの権利の保護・促進
◼ 新しい技術の発展に伴う人権
◼ 消費者の権利・役割
◼ 法の下の平等（障害者・女性・性的指向・性自認等）
◼ 外国人材の受入れ・共生

2. 人権を保護する国家の義
務に関する取組

◼ 公共調達
◼ 開発協力・開発金融
◼ 国際場裡における「ビジネスと人権」の推進・拡大
◼ 人権教育・啓発

3. 人権を尊重する企業の責
任を促すための取組

◼ 国内外のサプライチェーンにおける取組及び「指導原則」に
基づく人権デューデリジェンスの促進

◼ 中小企業における「ビジネスと人権」への取組に対する支援

4. 救済へのアクセスに関す
る取組

◼ 司法的救済及び非司法的救済

（出所） 外務省「『ビジネスと人権』に関する行動計画」
経済産業省「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」
朝日新聞デジタル「人権侵害の有無を点検する企業、政府調達で優遇へ 欧米の潮流を意
識」（2022年9月13日）https://www.asahi.com/articles/ASQCS5HNYQC9UTFK01W.html

産経新聞「人権配慮の企業、政府調達で優遇へ」 （2022年9月13日）
https://www.sankei.com/article/20220913-W5DYXFSVKVKXXMKH5EH2RLKTAE/

よりMURC作成

◼ 日本でも、2020年10月に「ビジネスと人権に関する行動計画」を策定しており、本行動計画に基づく政策が進行中である。

◼ 直近では経済産業省が人権尊重に関するガイドラインを策定した他、公共調達における人権要素の反映等も議論されているところであり、
今後は法制化も考えられる。
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II. 責任ある鉱物調達の動向
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責任ある鉱物調達の文脈における対象リスク・対象地域の拡大

◼ 米国ドッド＝フランク法等では対象鉱物が3TGに限定されていたが、規制対象となる鉱物は年々、拡大傾向にあり、合わせて、対象リスク
が人権侵害全般へ、対象地域がCAHRAsに拡大している。

◼ 企業に求められる社会的責任は、従来の「DRC及びその周辺国で産出される紛争鉱物への対応」から、「責任ある鉱物調達の実現」という
概念へと広がりつつあるといえる。

（出所）JEITA「『責任ある鉱物調達』対応の背景と調査実務」（2022年6月）等よりMURC作成

3TG

DRC+9

武装勢力の資金源となることを問題視

紛争鉱物への対応

責任ある鉱物調達

3TG、コバルト、マイカ 等

CAHRAs

OECD ANNEX Ⅱベースの

リスクを対象

（人権侵害全般）

責任ある企業行動

責任ある調達

サプライチェーン全体のDD

全取引品目を対象

環境・人権を中心とした

ESGリスク全般を対象

対象鉱種・対象リスク・対象地域の拡大

規
制
・
S

H

要
請
の
強
化
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Sn Ta W Au Co Li Ni C(Gr) Cu REE

米国ドッド・フランク法 ● ● ● ●

EU紛争鉱物規則 ● ● ● ●

EUバッテリー規則案 〇 〇 〇 〇

LME責任ある調達制度 ● ● ● ●

Copper Mark認証制度 ●

ISO23664 ●

RMI鉱物サプライチェーン

のためのDD基準 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

「責任ある鉱物調達」における規制・認証制度の導入状況
留意すべき主要な規制や制度とCN関連鉱種との関係性

制定済み 議論中

◼ 鉱物の「責任ある調達」が求められる鉱種は、3TGだけに留まらず、CN関連鉱種にまで拡大しており、関連する鉱種を取り扱う日本の事業
者はEUを中心とする様々な取り組みを注意深く追う必要がある。

◼ ハードローとして規制の対象企業に含まれる場合には、鉱物原料のサプライチェーンDDの実施が要請されるため、特に注意が必要。例え
法制化されていなくとも、認証スキームや基準が策定されるなどしてDDの実施が期待されている。

◼ EUで昨年末に合意されたバッテリー規則案では、Co、Li、Ni、C(Gr)を対象に、サプライチェーンDDの実施を事業者に求めており、EU市
場に流通する産業用バッテリー及び電気自動車用バッテリー（2kWh以上）を取り扱う日本企業は、DDの実施要求を満たす必要がある。

◼ LMEでは、日本企業を含む登録ブランドに対して「責任ある調達」要件を満たすよう求めており、そうでなければLMEでの取引が難しくなる
可能性があることから、実質的には強制力のある制度と考えられる。

（出所） 各制度の情報をもとにMURC作成
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EU紛争鉱物規則の改正に向けて

◼ EU紛争鉱物規則は、欧州委員会によって2023年までに（その後、3年毎に）見直しが行われる予定であり、本規則が及ぼす実務への影響
を踏まえ、追加的な措置の実施要否等が検討されることとなっている。

◼ 本規則は、EU域内において製品を製造・販売する川下企業は対象外であり、対象鉱種も3TGに限定されているが、2023年までの見直し
において、対象企業や対象鉱種の拡大も十分に想定される。欧州委員会のCAHRAsリストも、四半期に一度見直しが行われており、公開
当初から対象国も増加している。

◼ 今後も対象国・地域や対象企業・鉱種等が拡大していく可能性が示唆されており、今後の政策動向には日本企業としても注視していく必要
があると考えられる。

紛争鉱物に関する欧州NGO連合（European NGO Coalition on Conflict Minerals）が発表したEU紛争鉱物規則見直しに向けた提言

◼ Co, C(Gr), Li, Ni等、3TG以

外に武装勢力等の資金源と
なっているとされる鉱物が対
象に含まれていない

◼ 鉱物（鉱石・未加工金属）の
輸入のみが対象となっており、
製造品（例：電子機器、自動
車、機械）には適用されない

閾値の設定

CAHRAs

リストの存在

ホワイトリスト
の存在

透明性の欠如

◼ 一定の輸入量を上回る業者の
みが規制対象となっており、規
則の実効性に乏しい

根本的な２つの欠陥 顕在化している４つのリスク

2023年以後、すべての輸入品を
規制対象とすること

CAHRAsのリストを廃止すること

スキームの承認プロセスやホワイト
リストの評価基準を公開すること

抑止力が不十分な場合には、
懲罰的措置を検討すること

川下企業を規制の対象に含めること

EUのDD法と規則との整合性を
担保すること

６つの提言

◼ CAHRAsリスト掲載国・地域か
らの輸入のみがDD対象であ
ると誤解される可能性がある

◼ 業界スキームに参加している
製錬・精錬所の監査等を免除
することは、運用上問題がある

◼ 3TGの輸入業者のリストを公

表しておらず、透明性が十分
に担保されていない

（出所） European NGO Coalition on Conflict Minerals, The EU Conflict Minerals Regulation Implementation at the EU Member State level Review paper (June 2021)よりMURC作成
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EUバッテリー規則案と炭素国境調整措置（CBAM）

◼ EUバッテリー規則案では、バッテリーの製品設計から、製造工

程、再利用、再資源化に至るライフサイクル全体（組み立て工程
や使用段階を除く）のカーボンフットプリントに対する規制を導入
している。

◼ これにより、EU市場には、カーボンフットプリント申告を完了し、
製品にGHG排出量を表示したバッテリーのみが流通可能となる
ほか、カーボンフットプリント規制の上限を超えたGHGを排出し
て製造されたバッテリーは販売が禁止される。

EUバッテリー規則案におけるカーボンフットプリント規制 EU炭素国境調整措置（CBAM）

主な要求事項 具体的内容

カーボンフットプリント
の申告

◼ 製造者や製造工場の情報、バッテ
リーとそのライフサイクルの各段階
でのGHG総排出量を申告。

◼ カーボンフットプリントの算定は、第
三者認証機関による証明が必要。

◼ 2024年7月1日から導入を予定。

GHG排出量の
製品表示

◼ ライフサイクル全体で、GHG排出量

の大小の識別を容易にするための
性能分類を製品に表示。

◼ 2026年1月1日から導入を予定。

カーボンフットプリント
上限導入

◼ EU域内で流通するバッテリーの

カーボンフットプリントの上限を設定
し、上限を超える製品を排除。

◼ 2027年7月1日から導入を予定。

◼ 2021年、欧州委員会は「Fit for 55」の中核をなす制度として、国
境炭素調整措置（CBAM：Carbon Border Adjustment 

Mechanism）を提案。2022年12月にEU理事会と欧州議会が暫
定合意に達している。

◼ CBAMは、海外からEU域内に輸入される製品に対して、仮に
EU域内で同様の製品を製造した場合、EU排出量取引制度（EU 

ETS ）に基づいて課される炭素価格に対応した税が上乗せされ、
輸入時に支払いが義務付けられる制度。

◼ EU域外からの輸入製品にEU製品と均等な（あるいはより高い）
炭素価格を課すことで、EUに比べて気候変動に関する規制が緩
い国へ生産拠点が移転することを抑制する目的がある。

2023年1月～2025年12月
（第１段階：移行期間）

2026年1月～
（第２段階）

◼ セメント、鉄鋼、アルミニ
ウム、肥料、電力セク
ターの輸入品に対して、
製品製造時のGHG直
接排出量（Scope1及び
Scope2）の報告義務を
課す

◼ セメント、鉄鋼、アルミニ
ウム、肥料、電力セク
ターの輸入品に対して、
GHG直接排出量に応じ
た国境炭素価格を課す。

◼ 段階的に、すべての輸
入品にScope3を含む

サプライチェーン全体の
GHG排出量に対して、
国境炭素価格を課す。

（出所） 欧州委員会WEBサイトおよびJETRO WEBサイトよりMURC作成
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Copper Markの認証と共同DD基準

◼ Copper Markは2019年に設立された比較的新しい組織であるため、認証を取得している拠点（サイト）はそう多くはないが、2022年8月現
在、Cu生産量の約20%をカバーしているとされる。

◼ Copper Markの認証プロセスは、Cuの生産者が対象となっているが、2021年2月には、Cuの他、Pb、Ni、Znを対象とする共同DD基準も
公表されている（RMI、国際鉛協会、ニッケル協会、国際亜鉛協会との協働）。この共同DD基準は、OECDのガイダンスに100％整合して
いることが確認され、2021年12月16日にLMEによってトラックAの承認基準としても承認されている。

◼ 現時点では、この共同DD基準に適合しても認証を取得することはできないが、Copper Markの認証基準との適合が図られていることから、
今後は認証制度へ発展していくことも考えられる。

（出所）Copper Mark WEBサイトよりMURC作成
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RMI 全鉱物を対象とするDD基準の策定

◼ RMIが2021年12月に策定した「全鉱物を対象とする鉱物サプライ
チェーンのためのDD基準（Global Responsible Sourcing Due 

Diligence Standard for Mineral Supply Chains - All 

Minerals）」では、OECDのガイダンスに準拠した全鉱種に適用可
能なDD基準が示されている。

（出所）RMI WEBサイトよりMURC作成

各基準の適用範囲

鉱種 適用スキーム リンク

Sn ITA-RMI Assessment Criteria for Tin Smelters 英語

Mica Global Workplace Responsible Sourcing, 

Environmental, Health & Safety Due Diligence 

Standard for Mica Processors

英語

Ta Responsible Minerals Assurance Process, Tin 

and Tantalum Standard

英語
日本語

W Responsible Minerals Assurance Process, 

Tungsten Standard

英語
日本語

Au Responsible Minerals Assurance Process, Gold 

Standard

英語
日本語

Co Cobalt Refiner Due Diligence Standard 英語

Cu,Zn,

Ni, Pb

Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, 

Nickel and Zinc

英語

その他 Global Responsible Sourcing Due Diligence 

Standard for Mineral Supply Chains All Minerals

英語

https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/ITA-RMI%20Assessment%20Criteria_25%20October%202019_v2.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Global%20Standard%20Mica%20Processors.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Responsible%20Minerals%20Assurance%20Process_Standard_SnTa_EN.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Responsible%20Minerals%20Assurance%20Process_Standard_SnTa_JA.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Responsible%20Minerals%20Assurance%20Process_Standard_W_EN.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Responsible%20Minerals%20Assurance%20Process_Standard_W_JA.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Responsible%20Minerals%20Assurance%20Process_Standard_Au_EN.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Responsible%20Minerals%20Assurance%20Process_Standard_Au_JA.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Cobalt%20Refiner%20Supply%20Chain%20Due%20Diligence%20Standard%20(Version%202.0)_EN.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/Joint-Due-Diligence-Standard_FINAL_09FEB21.pdf
https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/standards/RMI_Standard_AllMinerals_EN_2.pdf
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鉱種毎のESGリスク

◼ 鉱種を問わず「責任ある調達」の要請が高まる中、企業は調達する原料のサプライチェーン上のESGリスクを特定・評価し、適切な対応を
進めていく必要がある（DDの実施）。

◼ 取り扱う鉱種によって原産地やサプライチェーン構造が異なるため、想定されるリスクは異なってくるだけでなく、対処すべきリスクは多岐
にわたる。個社での情報収集には限界があるため、各種イニシアティブが発行する資料の活用や業界団体との協働等も必要と考えられる。

（出所） Drive Sustainability, RMI and Dragonfly Initiative, “Material Change: A Study of Risks and Opportunities for Collective Action in the Materials Supply 

Chains of the Automotive and Electronics Industries,”よりMURC作成
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III. まとめと今後の課題
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まとめと今後の課題

◼ 様々な規制・認証制度等が導入されているが、求められる「責任ある調達」行動の根幹は共通であるため、基本を抑えることが重要である。

⇒①ビジネスと人権に関する指導原則やOECDのDDガイダンスで求められるDD体制の構築を実施すること

⇒②川上企業と川下企業が連携しながら、責任ある鉱物サプライチェーンを構築すること

◼ 特に、鉱物調達の文脈ではサプライチェーンの構造等の観点から、業界団体等を通じた積極的な協働が必要不可欠であると考えられる。

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

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」および「責任ある企業行動のための OECDデュー・ディリジェンス・
ガイダンス」よりMURC作成

責
任
あ
る
鉱
物
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
構
築

iTSCi, BSP等の
スキーム

CMRT,CRT等の
統一調査票

監査

認証

ステップ1 強固な企業管理システムの構築

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処するための戦略の構築と実施

ステップ4

ステップ5

独立した第三者による製錬／精製業者の
DD行為の監査の実施

サプライチェーンのDDに関する年次報告

①サプライチェーン上のDD実施体制の構築 ②川上企業と川下企業の連携による

責任ある鉱物サプライチェーンの構築
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ご利用に際して

◼ 本資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません

◼ また、本資料は、講演者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません

◼ 本資料に基づくお客様の決定、行為、及びその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お客様ご自身でご判断ください
ますようお願い申し上げます

◼ 本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず、出所：三菱UFJリサーチ&コンサルティ
ングと明記してください

◼ 本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡下さい
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