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紛争鉱物開示規制の行方
「企業の人権」が焦点に
金融調査部 主任研究員
鈴木裕

[要約]


米国の紛争鉱物開示規則は、憲法適合性が問われており、現在なお不確定な状況が続い
ている。



今年度に紛争鉱物開示に取り組んだ約 1300 社が負担したコストは、7 億ドル以上に達
しているとの推計もある。



米国上場企業のサプライチェーンに属する日本企業にも紛争鉱物調査の負担は及んで
いる。

初年度の紛争鉱物開示状況
米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission ＝SEC）が、2012 年 8 月に策定
した紛争鉱物の使用に関する開示規則 1 に基づく初年度の開示を期限内に終えたのは、およそ
1300 社にとどまった 2。事前の予想では、6000 社程度と思われていた。多くの企業は、5 月末（本
年は 6 月 2 日）の期限に間に合わなかったことになる。
紛争鉱物開示規則は、3TG と呼ばれるタンタル、タングステン、錫および金を製品に含む場合
には、それがコンゴ民主共和国（Democratic Republic of the Congo=DRC）やその周辺国で武
装集団の資金源となっているか調査し、その結果の開示を製造業者等に義務付ける規則だ。資
金源になっていない場合には、
“DRC conflict free”（DRC 紛争と無関係）と開示する。米国内
で上場する企業に対して適用されるが、製品内の紛争鉱物について、原産国調査が義務付けら
れていることから、これら米国上場企業に原材料や部品を納入している企業も、この開示規則
に対応しなければならなくなっている。米国上場企業に部品や原材料を納入している一次サプ
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ライヤーだけでなく、これら一次サプライヤーに納入している二次サプライヤー、そしてさら
に遡った調査が行われる。サプライチェーンの川下企業から川上の企業へ質問状が送られてく
るので、それに回答をするためには、さらに川上に向けた調査を行わなければならないのであ
る。
わが国の企業も、この紛争鉱物に関する調査を行っており、これに要する人員や時間、およ
び情報入手のためのコストは相当な負担になる場合があると思われる。一つの部品を川下企業
に納入していたとしても、その部品がいくつかの素材で構成されているとすれば、その素材一
つ一つの淵源をたどっていかなければならず、調査に要する負担は決して小さなものではない。
米国で期限通りに開示した約 1300 社は、合計で 7 億ドル以上をこの調査に費やしたとの推計も
ある 3通りで、紛争鉱物の調査は、容易に行えるものではない。
SEC 規則では、1 月から 12 月までの 1 年間の状況を報告・開示するとしており、来年 5 月末
の第二回の報告期限に向けた調査がスタートしているようである。米国に上場していない企業
であっても、川下からの調査依頼に回答をする準備が進められている。米国商務省が 3TG の精
錬・精製所のリストを公表した 4ことから、次回の調査は初回よりも容易に行えるとの期待もあ
る。しかし、商務省であってもどの精錬・精製所が、“DRC conflict free”であるかを識別で
きてはおらず、やはり相当な困難を伴う調査になることは変わらないのではないだろうか。

報告期限直前の憲法違反判決
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DRC 紛争に対する道徳的評価の比喩表現（metaphor）であり、製品の非倫理性について消費者に
告げることを義務付けようとするものであるから、企業の表現の自由を侵害するという。立法
目的を達成するために、より制限的でない手段（less restrictive means）を SEC は検討する
べきであったのに、それが不十分であった。憲法上の自由を侵害するという懸念は、規則の準
備段階から問題視されており、開示にあたっての表現も入念に検討されていたが、SEC が選択し
た用語に対して、司法判断は慎重な姿勢を示すこととなった。
この控訴裁判所の判断を受けて、SEC は、
“DRC conflict free”
、“not been found to be ‘DRC
conflict free’”
、および“DRC conflict undeterminable”など、紛争鉱物開示の結論的な部
分を情報開示義務から外す旨を表明することとなった。とはいえ、原産国を調査する義務は維
持されているので、調査に要する企業側の負担が軽減されたわけではない。
SEC は、控訴裁判所の判断を不服として、控訴裁判所大法廷（court en banc）での審理を求
めており、現在その必要性について検討が進められているところである。SEC が大法廷審理を求
めたのは、企業の表現の自由に関して、類似する事案で一見矛盾するように見える判決が出て
いることから、憲法解釈の問題となるとの主張が可能になったからだ。憲法判断の統一を求め
るということである。類似の事案とは、主に肉類の原産国表示規則に関するもの 8だ。原産国が
米国であるかどうかの表示義務を巡って争われた。この事案では、裁判所が合憲性を判断する
にあたり緩やかな基準と言われる “rational basis review” （合理性審査基準）を適用した。
規制目的と手段の間に合理的な関連があれば、合憲との判断に傾く。
紛争鉱物については、
“less restrictive means”を求める厳しい基準を適用したので違憲判
断に至った。企業に製品について何らかの開示義務を負わせる点では、同じでありながら、憲
法に定められた人権保護との関連では、裁判所の評価が分かれたということである。これは、
肉類等の原産国は“purely factual and uncontroversial information”（純然たる事実に関
する争いの余地のない情報）であるから、それを開示しない自由に対する保護の程度は小さい
ということだと思われる。開示を強制しても表現の自由を侵害するとはいえないということだ。
大 法 廷 で の 再 審 理 に つ い て は 、 紛 争 鉱 物 に 関 す る 情 報 が “purely factual and
uncontroversial information”であるとする SEC の主張と、政治的思想的な価値判断を含む表
現行為であるという原告側の主張が対立している。

企業の人権と企業の社会的責任の調和
この紛争鉱物開示規則を定めるドッド=フランク・ウォール街改革及び消費者保護に関する法
律（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010）は「コンゴ民主共
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和国を原産とする紛争鉱物の開発および取引は、コンゴ民主共和国東部における深刻な暴力、
特に性的暴行やジェンダーに基づく暴力により特徴づけられる紛争の資金調達に一役買ってお
り、この地域での人道上、急を要する事態の一因となって」いるとしている 9。国際紛争に関す
る企業の社会的責任に対する関心の高まりを受け、紛争地域での武器購入のための資金調達を
断つために、企業に一定の開示義務を負わせたものだ。
紛争鉱物開示規則は、紛争鉱物の使用を禁止するものではない。しかし、自社製品に紛争鉱
物を利用した部材を使用していると開示することによって、消費者や投資家からの評価が低下
したり、サプライチェーンから排除されたりすることになれば、企業経営者の責任が追及され
る可能性も否定できないだろう。このような場合には、企業業績に波及する恐れもあり、紛争
鉱物の利用を抑制する効果が期待できる。結果的に紛争地域への資金の流入が減少することで、
紛争に伴う人権侵害を抑制することとなろう。紛争鉱物開示規則は、企業が製品に関する情報
を開示し、その情報を投資家や消費者が利用することによって、紛争の資金を断ち、紛争地域
における人権の保護を図ろうとしている。企業が、情報開示を通じて人権保護へ貢献すること
を目指す方策であったということだ。
しかし、企業もまた人権の享有主体であることは言うまでもない。紛争鉱物開示規則が、企
業に表現行為を強制し、いわば自社製品の非倫理性を告白させることであるとすれば、企業の
表現の自由との摩擦が生じる。企業に対して人権保護への貢献を求めることは、当然あり得る
にせよ、企業自体の人権尊重とのバランスをとることの必要性が浮き彫りになってきたといえ
るのではないだろうか。
紛争鉱物開示初年度であり、企業がこれに費やすコストの実態が見えてきた。しかし、米国
上場企業による直接的なコストだけでなく、川上に属する多数の企業が費やすコストを足し合
わせるとどれほどになるかは、未だ明らかではない。費やされたコストに見合う成果が上がっ
ているか、あるいはより少ないコストでより効果的な成果を上げることはできないか、また、
開示された情報が想定通りに利用されているかは、今後の課題として残されている。
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