
金属素材の責任ある生産
－非鉄製錬所のサステナビリティ／ESGへの取り組み
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八戸（大平洋金属）Ni

八戸（八戸製錬）Zn, Pb

細倉（細倉金属鉱業）Pb

小名浜（小名浜製錬）Cu
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日立（JX金属）Cu, Sn

安中（東邦亜鉛）Zn

小坂（小坂製錬）Cu, Pb, Sn

飯島（秋田製錬）Zn

神岡（神岡鉱業）Zn, Pb

生野（三菱マテリアル）Sn

玉野（日比共同）Cu

直島（三菱マテリアル）Cu

大江山（日本冶金工業）Ni

松阪（ヴァーレ･ジャパン）Ni

別子（住友金属鉱山）Ni東予（住友金属鉱山）Cu

日向（日向製錬）Ni

佐賀関（JX金属）Cu

竹原（三井金属鉱業）Pb, Sn

播磨（住友金属鉱山）Ni

契島（東邦亜鉛）Pb

彦島（彦島製錬）Zn
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銅（Cu） ：７ヶ所

亜鉛（Zn）：６

鉛（Pb） ：６

ニッケル（Ni）：６

錫（Sn） ：４

2

（出典：日本鉱業協会）

国内の主な非鉄製錬所（ものづくり産業を支える基盤）

<注>Ni 八戸、大江山、日向：フェロニッケル、松阪：酸化ニッケル、播磨：硫酸ニッケル



主産物 

副  産  物 

鉱山で分離
される金属 

一般的に製錬所で分離される金属 

Cu Mo Au, Ag, Se, Te, Co, PGM（Pt, Pd 等） 

Zn Pb Au, Ag, In, Ge, Ga, Cd 

Pb Zn Au, Ag, Bi, Sb, Ge, Sn 

Ni － Co, PGM（Pt, Pd等) 
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➢ベースメタルの鉱石（天然資源）：レアメタル鉱物※を随伴

非鉄製錬所ではレアメタルを副産物として回収可能

非鉄製錬所で得られる副産物の例（金属）

ベースメタルとレアメタル

※鉱石のタイプによって、含まれる鉱物の種類・品位は多様
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国内の非鉄製錬所から産出される多様な製品

（出典：日本鉱業協会）
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国内非鉄製錬所の原料 -1/2

天然資源（特性）

銅精鉱輸入相手国

➢適切な開発 → 計画的に鉱石を生産・供給

➢多量の採掘を継続 → 資源枯渇や環境負荷の懸念

銅鉱石生産国

（出典：JOGMECマテリアルフロー2021）

生産量（2020年）：20,657千t（純分） 輸入量（2020年）：1,342千t（純分）
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国内非鉄製錬所の原料 -2/2

➢不純物の多さ → 経済的に処理できる量への制約

➢革新的な省エネプロセス技術の確立 → 供給量の増加

リサイクル原料（特性）

リサイクル原料処理量の推移

（出典：日本鉱業協会）

処理量（2021年）：897千t
（E-Scrapは、廃電子部材と

貴金属滓の合計（333千t）
の内数）
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（出典：日本鉱業協会）

国内銅製錬所のリサイクル原料
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国内銅製錬所でのリサイクル原料の割合

「製錬原料の安定確保（=鉱物調達）」への対応

非鉄製錬所での再資源化率

（出典：日本鉱業協会）

銅精鉱の処理量と銅品位の推移

（出典：令和3年度成果報告会＠日本メタル経済研究所）



「責任ある鉱物調達」の取り組み事例

Au Sn Ta W Co Cu Ni E-Scrap等

Responsible Sourcing ～ Responsible Mining －

JX金属※

・LBMAガイダンス
→Good Deliveryリスト

（・RMI相互認証）
→RMAPリスト

－

・RMI認証
・iTSCi保証の原料
・BSPのシステム運

用も導入

－ －
Copper Mark認
証を取得

－ 〇「鉱業協会」の
独自ガイドライン

･バーゼル法規制
外の輸入対象物
のトレーサビリ
ティ確保のため、
自主的に制定

･会員各社はガイ
ドライン遵守を
約し、対象物か
ら有価金属(Cu, 
Au, Ag等）を回
収

住友金属鉱山 同上 － － － RMI
認証

LMEの要求事項への対応
→23FYまでに進める

三井金属鉱業 同上 －
・RMI認証
・iTSCiプログラムへ

の加盟
－ －

LMEの要求事項
に対応するため
の取組みを実施

－

三菱マテリアル※ 同上
RMI
認証 －

RMI
認証

－ － －

DOWA HD※ RMI認証
RMI
認証

－ － － － －

その他RMI認証企業数 14 0 2 1 0 －

◆マネジメントシステム：“RMI”の「製錬所監査プログラム」認証

◆CAHRAs特定などリスク評価等のDD実施 → 第三者監査

◆上流トレーサビリティに関する他プログラムとの連携 →“ iTSCi”等

※グループ会社の事業を含む 注：各社のwebサイト、サステナビリティレポート・統合報告書の情報を元にとりまとめ
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※RMI （Responsible Minerals Initiative）

・電子機器業界における共通の行動規範を推進するRBA(Responsible Business Alliance)の「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、ソフトウェア等の約400社が加盟。

“RMI”の製錬所監査プログラム

（出典：住友金属鉱山㈱講演資料＠令和3年度JOGMEC金属資源セミナー）



“Copper Mark”の特徴

◆「責任ある銅の生産と取引を保証する」認証プログラム

◆LME「責任ある調達」要件※ に適合 → 上場ブランドの維持手続き免除

◆連携するRMIが定めた”RRA”（ESG課題に関する自主的評価ツール）を基準に活用

→ 2022年5月、マテリアル･スチュワードシップ、気候変動対応等を追加した改定案を公表

RRA（Risk Readiness Assessment）:リスク準備評価 E S G

注：JEITA「責任ある鉱物調達 調査説明会2022」資料を加工→ESGの各項目に色分け

※ レッドフラッグ評価（危険度リスク）を行い、監査等を受けて報告･公表
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サステナビリティ／ESG課題への取り組み事例

課 題 JX金属 住友金属鉱山 三井金属鉱業 三菱マテリアル DOWA HD

気候変動

・GHG：②2050/③
・再エネの創出
・燃料転換、プロセス

技術開発

・GHG：②2050/③
・低炭素負荷製品の供

給

・GHG：①2050
・再エネの導入促進

・GHG：①2045/③
・再エネの創出
・環境負荷低減製品の

開発

・GHG：①2050
・再エネの活用

循環型社会

・CN実現に不可欠な
“サステナブルな銅”
の生産

・LIBリサイクル技術
開発

・非鉄金属の循環シス
テム構築

・技術開発による不純
物の有効活用

・資源循環型社会の
一翼を担うリサイ
クルの推進等

・E-Scrap事業などリサ
イクルの推進

・国際資源循環への責
任ある貢献

・副産物等の再資源化

・複合コンビナート機
能による資源循環

・リサイクル原材料の
有効利用

・効率的な金属回収

環境保全

・水資源/生物多様性
の保全

・化学物質の適正管理
・休廃止鉱山の管理

・水資源/生物多様性
の保全

・重大環境事故ゼロ

・水資源/生物多様
性の保全

・廃棄物/有害物質
の管理

・環境汚染防止
・生物多様性の保全
・休廃止鉱山の管理

・環境汚染（大気, 水, 
廃棄物,  土壌）防止

・生物多様性の保全
・休廃止鉱山の管理

人権配慮 ・サプライチェーンで
の人権調査実施

・サプライチェーンで
の対応

・先住民の権利尊重
・人権DDの実施

・バリューチェーンに
おける責任対応

・人権の尊重

その他
（推進体制）

ESG推進会議
（議長：社長）

サステナビリティ委員会
（委員長：社長）

CSR委員会
（委員長：社長）

サステナビリティ委員会
（委員長：社外取締役）

サステナビリティ推進会
議（議長：社長）

◆GHG（CO2）排出量削減（目標等）：①CN、②NZ、③スコープ3開示

◆資源循環、技術開発：技術力・ネットワークを活かし、資源を供給するビジネスモデル

◆生物多様性の保全、サプライチェーンでの人権配慮：世界的な関心の高まりへの対応

注：各社のwebサイト、サステナビリティレポート・統合報告書等の情報を元にとりまとめ 12



【参考】“SASBスタンダード”（金属･鉱業）-1/2

13
（出典：SASB 業種別サステナビリティ会計基準＜金属･鉱業＞2018年10月版）



【参考】“SASBスタンダード”（金属･鉱業）-2/2
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・2018年、米“SASB”が公開した『非財

務情報』開示のための会計基準

・77業種に係る固有の基準が定められ

ており、投資家との対話向けに特化し

ているのが特徴

・2021年6月、SASBは国際統合報告フ

レームワーク“IIRC”と合併してVRFを

設立

・VRFは2022年8月、IFRSの「国際サス

テナビリティ基準審議会（ISSB）」

に統合



課題①：「循環型社会」構築、特に資源循環 <機会>

コンセプト 施 策 具体的な計画（目標）

JX金属 サステナブルな銅
生産

ハイブリッド製錬
傘下の銅製錬所で銅精鉱とリサイクル原料を同時処理

→リサイクル原料（量）比率を、2022年の15％から40年50％に引き上げ

DOWA HD
循環型ビジネスモ
デルの進化

金属リサイクルの強化
リサイクル製錬所をコアとし、リサイクル原料由来の金属比率を向上

→2021年の55％から24年70％に引き上げ（売上高ベース）

三菱マテリアル 有価金属の効率的
な再資源化

E-Scrapの増処理
製錬所間のマテリアルフローを最適化し、処理能力強化と回収率を向上

→E-Scrap処理能力を、現状の約16万トン/年から30年20万トンに引き上げ

【社会的な背景・意義】

〇家電リサイクル法／小型家電リサイクル法

〇マテリアル・スチュワードシップ：ICMMが提唱

→ マテリアルフロー全体の管理（=サプライチェーン・マネジメント）

〇SDGs目標12.

・天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用：ターゲット12.2

・廃棄物の削減、再生利用及び再利用による廃棄物の大幅削減：ターゲット12.5

〇資源効率性”Resource Efficiency”の推進：UNEP国際資源パネル（IRP）

→天然資源から得られる金属の使用・リサイクルの効率的な実施

【取り組みの事例（一部）】

注：各社のwebサイト、サステナビリティレポート・統合報告書の情報を元にとりまとめ
15



八戸（大平洋金属）Ni

八戸（八戸製錬）Zn, Pb

細倉（細倉金属鉱業）Pb

小名浜（小名浜製錬）Cu

小名浜（東邦亜鉛）Zn

日立（JX金属）Cu, Sn

安中（東邦亜鉛）Zn

小坂（小坂製錬）Cu, Pb, Sn

飯島（秋田製錬）Zn

神岡（神岡鉱業）Zn, Pb

生野（三菱マテリアル）Sn

玉野（日比共同）Cu

直島（三菱マテリアル）Cu

大江山（日本冶金工業）Ni
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リサイクル事業所
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（出典：日本鉱業協会）

国内の主な非鉄製錬所（資源循環の拠点）

<注>Ni 八戸、大江山、日向：フェロニッケル、松阪：酸化ニッケル、播磨：硫酸ニッケル



18

非鉄製錬所におけるリサイクル事業（事例：2/2）

DOWAホールディングス株式会社 － 複合コンビナート

（出典：循環経済パートナーシップ（J4CE）取組事例）



【参考】“金属スクラップのリサイクルチェーン動向”

19（出典：デロイトトーマツコンサルティング社のwebサイト、「Next Stage Vol.29」2022年4月発行より）

資源循環促進に向けた打ち手

－ プラットフォーム構想仮説：提供しあう価値



課題②：サプライチェーン（SC）管理＜リスク＞

【社会的な要請（紛争鉱物からの流れ）】

〇米国ドッド･フランク法（1502条）

・紛争鉱物（3TG）がDRコンゴ又は周辺9ヶ国の原産か、武装勢力の資金源かについて

サプライチェーンDDを行い、年次報告書で開示

〇紛争鉱物の責任あるサプライチェーンのためのDDガイダンス：OECD

〇SDGs目標16.

・自社及びサプライチェーンを通じて、世界のいかなる地域でも暴力、犯罪、

汚職･贈賄に加担しない

〇EU 紛争鉱物規則

・3TGについて「CAHRAsにおけるOECDガイダンスAnnexⅡリスク（児童労働を含む人

権侵害全般）」ベースでサプライチェーンDDを行い、年次報告書で開示

〇関連規制①：EU 電池規則案

・責任ある材料（Co, Li, Ni, 黒鉛）調達を促すための環境･人権DDの実施、製造･廃棄時

のGHG排出量（CFP）の表示、電池製造時のリサイクル材の使用等を義務化

〇関連規制②：EU 企業持続可能性DD指令案（2022年2月）

・自社、子会社とバリューチェーンを対象とし、製品の生産関連活動における人権･環境

DDの実施を義務化
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SCでの人権配慮（P.9の再掲）

Au Sn Ta W Co Cu Ni E-Scrap等

Responsible Sourcing ～ Responsible Mining －

JX金属※

・LBMAガイダンス
→Good Deliveryリスト

（・RMI相互認証）
→RMAPリスト

－

・RMI認証
・iTSCi保証の原料
・BSPのシステム運

用も導入

－ －
Copper Mark認
証を取得

－ 〇「鉱業協会」の
独自ガイドライン

･バーゼル法規制
外の輸入対象物
のトレーサビリ
ティ確保のため、
自主的に制定

･会員各社はガイ
ドライン遵守を
約し、対象物か
ら有価金属(Cu, 
Au, Ag等）を回
収

住友金属鉱山 同上 － － － RMI
認証

LMEの要求事項への対応
→23FYまでに進める

三井金属鉱業 同上 －
・RMI認証
・iTSCiプログラムへ

の加盟
－ －

LMEの要求事項
に対応するため
の取組みを実施

－

三菱マテリアル※ 同上
RMI
認証 －

RMI
認証

－ － －

DOWA HD※ RMI認証
RMI
認証

－ － － － －

その他RMI認証企業数 14 0 2 1 0 －

◆マネジメントシステム：“RMI”の「製錬所監査プログラム」認証

◆CAHRAs特定などリスク評価等のDD実施 → 第三者監査

◆上流トレーサビリティに関する他プログラムとの連携 →“ iTSCi”等

※グループ会社の事業を含む 注：各社のwebサイト、サステナビリティレポート・統合報告書の情報を元にとりまとめ
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【参考】OECD“鉱物･金属SCの環境DDハンドブック(草案)”

22

環境リスク管理のDDシステムへの統合

Step１：責任ある企業行動を企業方針及び経営システムに組み込む

→“レッドライン”や“レッドフラッグ（例 : 金回収でのシアン利用等）”の設定

Step２：企業の事業、製品又はサービスに関連する負の影響を特定･評価する

→サプライチェーンの上流における重要な環境リスク指標、環境･社会影響評

価（ESIA）、二次原料の調達、スコープ3の排出量、鉱種･鉱山の開発方法

Step３：負の影響を停止、防止及び軽減する

→環境リスクへの具体的な対応、下流企業による支援･レバレッジ、循環性、

気候変動対応、技術への投資、取引の停止

Step４：実施状況及び結果を追跡調査する

→モニタリングの方法

Step５：影響にどのように対処したかを伝える

→開示する環境DD情報、情報開示ツール

Step６：適切な場合是正措置を行う、又は是正のために協力する

注：OECD・Working Party on Responsible Business Conductの作成資料を元にとりまとめ
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（出典：三菱マテリアル、ROUTE06社のプレスリリース資料）

DXによるSC管理（可視化）の事例

三菱マテリアル株式会社

－ E-Scrap取引プラットフォーム「MEX」

プラットフォームとしてのMEX（イメージ図）

「MEX」の主な機能

・製錬所へのE-Scrap持ち込み予約

・受入から分析確定まで取引状況や
品位の表示

・製錬所到着時点のE-Scrapの写真
の開示

MEXの操作画面（イメージ図）

取引情報の保護・強化

個人情報の収集・利用方法の透明化を義
務付けるため、ISO27001、ISO22301、
SSAE SOC2 Type2など主要規格に対応



【参考】“ガバナンスとリスクマネジメントの動向2022”
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◆ PwCアドバイザリー社による「有価証券報告書」調査の概要

・東証プライム市場に上場し、有報を過去5期継続して公表した約1,000社

・金融庁DBの公開データ（単語、キーフレーズ）をテキストマイニング

・調査対象項目：事業等のリスク、コーポレート･ガバナンスの概要ほか

（出典：PwC社webサイト、「有価証券報告書から読み解くガバナンスとリスクマネジメントの動向2022」20220914）

有報：『事業等のリスク』

〇「サプライチェーン」を記載し

た企業の割合は増加傾向にあり、

22年3月期は39％に上った

〇それを業種別にみると「鉄鋼･非

鉄」が66％と最も多かった



注目される最近の動き -1/2
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【国による取り組み】

〇経済安全保障推進法

・12/20に政令指定された特定重要物資（重要鉱物）について、経産大臣が「安定供給

確保取組方針」を1/19に策定→供給確保計画の認定を受けた民間事業者を支援

〇鉱物安全保障パートナーシップ（MSP）

・6/14、日本を含む10ヶ国・ECが参加する閣僚級会合＠トロントを米国務省が開催

・重要鉱物のサプライチェーンでESG基準を満たす官民連携を促す国際協力の枠組み

→戦略的PJを抽出するための基準を策定し、PJの特定を進める方針

〇蓄電池のサステナビリティに関する研究会：経産省

・2022年1月～「鉱物の採掘･加工プロセス等における人権･環境リスクを継続的に評価

低減していく実効性ある仕組み（DD）」のルール作りを含め、議論

→7月、欧州バッテリー規則案と同様の鉱物とリスクを対象とし、業種横断的なガイ

ドラインの検討内容も踏まえた試行的な運用（8月～）を了承

〇サプライチェーン（SC）における人権尊重のためのガイドライン検討会：経産省

・3/9～業種横断的なガイドライン作成を議論

→9月、「責任あるSCにおける人権尊重のためのガイドライン」を決定

鉱物）コバルト、リチウム、ニッケル、黒鉛

リスク）大気、水、土壌、生物多様性、健康、労働安全･衛生、人権、地域社会等



注目される最近の動き -2/2
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【国による取り組み-つづき】

〇グローバルサプライチェーン（SC）高度化研究会：経産省

・6/2、SCの強靱化や人権・脱炭素等への対応のため、データ連携に関する議論を開始

→デジタル技術を使った可視化や上流連携など、取引先や市場の変化を調達や生産計

画に迅速に活かせる効率的な供給網のあるべき姿を取りまとめへ

〇成長志向型の資源自律経済デザイン研究会：経産省

・資源循環経済政策の拡充･加速化が急務なことを、5月、8月の産構審総会で確認

→10/5、国内の資源循環システムの自律化･強靭化を図り、国際競争力の獲得を通じ

て持続的な成長に資する総合的な政策パッケージを検討するために立ち上げ

〇非財務情報の開示指針研究会：経産省

・2021年6月～非財務情報開示をめぐる世界的な動向変化を受け、指針を議論

・サステナビリティ基準の作成動向や、ISSB公開草案（昨年3月、全般的要求事項と気

候関連開示、の２つ）に対するレビュー等を実施

→7月、約50の業界団体等からのコメントを集約した「意見書」をIFRSに提出

〇金融審議会ディスクロージャ・ワーキンググループ：金融庁

・2021年9月～投資家の投資判断に必要な非財務情報の開示のあり方を審議

→11月、改革案（第一段階）として①有価証券報告書への「サステナビリティ情報」

記載欄の新設、②金商法の四半期開示義務を廃して四半期決算短信への「一本化」

に合意
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まとめ

１．国内非鉄製錬所

・産業を支える基盤として、金属素材を安定供給

→製錬原料（鉱石とリサイクル原料）の安定確保（＝鉱物調達）

２．責任ある鉱物調達

・ “RMI”認証、DD（トレーサビリティ確保）、第三者監査

→新たな動き（“Copper Mark”認証）

３．サステナビリティ／ESG課題への対応

・統合報告書等による非財務情報の開示

→資源循環、サプライチェーン管理

４．注目される最近の動き




