金融規制改革法第 1502 条 仮訳

ドッド・フランクウォールストリート改革および消費者保護法（金融規制改革法）
（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act）

第1502条

紛争鉱物

(a) コンゴ民主共和国を原産とする紛争鉱物の開発および取引に関する議会の認識 —
コンゴ民主共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
因となっており、1934年証券取引所法第13条(p)項（金融規制改革法第1502条(b)項に
より追加される）の規定を正当化する、というのが議会の認識である。
(b) コンゴ民主共和国を原産とする紛争鉱物に関する開示 — 1934年証券取引所法第13
条（15 U.S.C. 78m）は、本法により、下記の新しい項（訳注：四角囲い部分）を末
尾に追加することにより改正される。
(p) コンゴ民主共和国を原産とする紛争鉱物に関する開示 —
(1) 規則 —
(A) 全般 — 本項(1934年証券取引所法第13条(p)項)の制定日の270日後までに、
証券取引委員会は、(1934年証券取引所法第13条(p)項)第(2)号で説明する者
に下記のことを求める規則を公布する。当該規則の公布日後に始まるその
者の最初の完全な事業年度から毎年、(1934年証券取引所法第13条(p)項)第
(2)号(B)で説明するとおり必要な紛争鉱物が、当該報告が求められる年に
コンゴ民主共和国または周辺国で産出されたか否かを開示し、当該紛争鉱
物が当該国で産出された場合は、報告の対象期間に関し下記を記載する報
告書を証券取引委員会に提出する。—
(i) 当該鉱物の起源および加工・流通過程に関するデュー・ディリジェン
スを実行するために、その者がとった措置の説明。これらの措置は、証
券取引委員会を通じて提出された当該報告書の基準、国務長官と協議し
証券取引委員会が公布した規約に従い、米国の連邦会計検査院院長が設
定した基準に従い行われる独立した民間部門による監査を含むものと
する。ならびに、
(ii) DRCコンフリクト・フリーでない（「DRCコンフリクト・フリー」は、
コンゴ民主共和国または周辺国の武装集団に直接間接の資金源となっ
ている、またはこれらに利益をもたらす鉱物を含まない製品を意味する
と定義される）製造されたか製造を委託された製品、上記クローズ(i)
に従い独立した民間部門による監査を行った主体、紛争鉱物を加工する
ために使用した施設、紛争鉱物の原産国、および可能な限り最大の具体
性をもって原産鉱山または原産地を特定するための取り組みの説明
(B) 認証 — 上記サブパラグラフ(A)に基づき報告書を提出する者は、当該報告
書に記載する、当該サブパラグラフ(A)のクローズ(i)で説明する監査を認証
する。認証した当該監査は、当該鉱物の起源および加工・流通過程を確定
（注）本資料は執務参考用の概要・仮訳であり、検討にあたっては原典を参照のこと。
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するデュー・ディリジェンスに不可欠の構成要素となる。
(C) 信頼性に欠ける決定 — 上記サブパラグラフ(A)に基づきある者が提出を
求められる報告書が、サブパラグラフ(A)(i)に基づき説明される独立した民
間部門の監査またはその他のデュー・ディリジェンス手順が、信頼できな
いと証券取引委員会により先に判断された決定に依拠している場合、その
報告書は、サブパラグラフ(A)(i)に基づき公布された規則の要件を満たして
いない。
(D) DRCコンフリクト・フリー — 本項(1934年証券取引所法第13条(p)項)の目
的において、ある製品が、コンゴ民主共和国または周辺国の武装集団に直
接間接の資金源となっている、またはこれらに利益をもたらす紛争鉱物を
含有していない場合、その製品は「DRCコンフリクト・フリー（DRC conflict
free）」と分類することができる。
(E) 一般市民が入手できる情報 — (1934年証券取引所法第13条(p)項)第(2)号に
基づき説明される各者（発行人）は、サブパラグラフ(A)に基づき当該者
が開示する情報を、当該者のインターネット・ウェブサイトで一般市民が
入手できるようにしなければならない。
(2) 対象となる発行人 — 発行人は、下記の場合に本号(1934年証券取引所法第13
条(p)項第(2)号)において対象となる。—
(A) 発行人が、(1934年証券取引所法第13条(p)項)第(1)号(A)に従い報告書を証券
取引委員会に提出することを求められ、かつ、
(B) 紛争鉱物が、当該者の製造する製品の機能または生産に必要である場合。
(3) 改訂および適用除外 — 大統領が下記の決定を証券取引委員会に伝達した場
合、証券取引委員会は、(1934年証券取引所法第13条(p)項)第(1)号で説明する要
件を改訂するか一時的にその適用を除外する。—
(A) 当該改訂または適用除外が米国の国家安全保障のためであり、大統領はそ
の理由を示した。かつ、
(B) 当該免除を最初に公表した2年後までに、当該免除が失効する日を定める。
(4) 開示要件の終了 — 武装集団が引き続き紛争鉱物にかかわる商業活動に直接
的に関与しそこから利益を得ることはない、と大統領が判断し、該当する議会
の委員会に対して証明する日に、第(1)号の要件は終了する。ただし、本項(1934
年証券取引所法第13条(p)項)の制定日に始まる5年の期間が終わる日の翌日ま
でに終了することはない。
(5) 定義 — 本項(1934年証券取引所法第13条(p)項)の目的において、「周辺国」、
「該当する議会の委員会」、「武装集団」および「紛争鉱物」という用語は、
ドッド・フランクウォールストリート改革および消費者保護法第1502条に基づ
きこれらの用語に与えられた意味を有する。
(c) 紛争鉱物と武装集団とのつながりに対処するための戦略および地図 —
(1) 戦略 —
(A) 全般 — 本法(金融規制改革法)の制定日の180日後までに、国務長官は、米
国国際開発庁長官と協議の上、人権侵害、武装集団、紛争鉱物の採掘およ
び商品の関連に対処する戦略を、該当する議会の委員会に提出する。
（注）本資料は執務参考用の概要・仮訳であり、検討にあたっては原典を参照のこと。
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(B) 内容 — 上記サブパラグラフ(A)により求められる戦略は、下記のものを含
む。
(i) 鉱業省およびその他の関連機関を含むコンゴ民主共和国政府、周辺国、
ならびに国際社会、特に国連コンゴ民主共和国専門家グループの、下記
を目的とする支援の取り組みにより、コンゴ民主共和国の平和および安
全を促進する計画 —
(I) コンゴ民主共和国における武装集団の活動および人権侵害の一因と
なるコンゴ民主共和国の天然資源にかかわる商業活動を監視し、阻
止する。
(II) 武装集団による利用を一掃し、現地および地域の発展を促進するた
めに、コンゴ民主共和国の天然資源にかかわる越境貿易の透明性を
促進し改善することのできる、より強力な統治および経済制度を開
発する。
(ii) 自身の製品で使用する紛争鉱物の起源および加工・流通過程に関する
デュー・ディリジェンスを行い、これを承認し、またそれらの製品の供
給者についてデュー・ディリジェンスを行おうとする企業体に対し、当
該供給者の製品で使用する紛争鉱物が、直接的または間接的に武力紛争
に資金を提供せず、または労働における違法行為もしくは人権侵害をも
たらさないことを確実にするため、指導を提供する計画
(iii) コンゴ民主共和国における武装勢力および人権侵害をその商業活動
が支えているところの個人または主体に対し講じ得る懲罰的措置の説
明
(2) 地図 —
(A) 全般 —本法(金融規制改革法)の制定日の180日後までに、国務長官は、国
連コンゴ民主共和国専門家グループの2008年12月報告書における勧告に
従い、—
(i) コンゴ民主共和国および周辺国における鉱物資源の豊富な地区、取引
ルート、および武装集団の支配下にある領域の地図を、下記を含む多数
の情報源からのデータに基づき作成する。—
(I) 国連コンゴ民主共和国専門家グループ、
(II) コンゴ民主共和国政府、周辺国の政府、およびその他の国連加盟国
の政府、ならびに、
(III) 現地及び国際的な非政府組織
(ii) 当該地図を一般市民が入手できるようにする。かつ、
(iii) 当該地図のもととなった情報の出所、および示された鉱山を支配する
武装集団またはその他の勢力の素性（可能な場合）を記載した注記を、
該当する議会の委員会に提供する。
(B) 呼称 — サブパラグラフ(A)に基づき求められる地図は、「紛争鉱物マップ
（Conflict Minerals Map）」と称され、この「紛争鉱物マップ」上のコンゴ
民主共和国および周辺国において武装勢力の支配下にある領域に所在す
る鉱山は、「紛争地区鉱山（Conflict Zone Mines）」と称される。
(C) 更新 — 国務長官は、1934年証券取引所法第13条(p)項（本法第1502条(b)
項により追加された）の第(1)号に基づく開示要件が、当該第13条(p)項の第
(4)号に規定に従い終了する日まで、サブパラグラフ(A)に基づき求められ
る地図を180日に1回以上の頻度で更新しなければならない。
(D) 連邦公報での発表 — 国務長官は、金融規制改革法第1502条に基づく紛争
（注）本資料は執務参考用の概要・仮訳であり、検討にあたっては原典を参照のこと。
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鉱物の定義における鉱物一覧に、鉱物を必要に応じ追加する。国務長官は、
ある鉱物を当該定義に含まれる紛争鉱物と宣言する意向の告知を、当該宣
言の1年以上前に連邦公報において発表しなければならない。
(d) 報告 —
(1) ベースライン報告 —本法(金融規制改革法)の制定日の1年後までに、またその
後は1934年証券取引所法第13条(p)項に基づく開示要件が終了するまで毎年、米
国の連邦会計検査院院長は、コンゴ民主共和国および周辺国の戦争で荒廃した
領域における性的暴行およびジェンダーに基づく暴力の発生率の評価を盛り
込んだ報告書を、該当する議会の委員会に提出する。
(2) 有効性に関する定期報告 —本法(金融規制改革法)の制定日の2年後までに、ま
たその後は毎年、米国の連邦会計検査院院長は、下記を盛り込んだ報告書を該
当する議会の委員会に提出する。
(A) コンゴ民主共和国および周辺国における平和および安全を促進するにあ
たっての、1934年証券取引所法第13条(p)項（金融規制改革法第1502条(b)
項により追加された）の有効性の評価
(B) 証券取引委員会が当該第13条(p)項の規定を実施するにあたり直面した問
題の説明
(C)(i) (金融規制改革法第1502条(d)項第(2)号)クローズ(ii)で対象となる発行人
の全般的な検討、および下記に関する情報が一般に入手可能か否か —
(I) 当該者による紛争鉱物の使用、および、
(II) 当該紛争鉱物がコンゴ民主共和国または周辺国を原産とするか否
か
(ii) 発行人は、下記の場合に本クローズ(ii)において対象となる。—
(I) 発行人が、1934年証券取引所法第13条(p)項(1)(A)（本法第1502条(b)
項により追加された）に従い証券取引委員会に報告書を提出するこ
とを求められず、かつ、
(II) 紛争鉱物が、当該者の製造する製品の機能または生産に必要である
場合。
(3) 民間部門による監査に関する報告 —本法(金融規制改革法)の制定日の30ヶ月
後までに、またその後は毎年、商務長官は、下記を盛り込んだ報告書を該当す
る議会の委員会に提出する。
(A) 1934年証券取引所法第13条(p)項に基づき説明される独立した民間部門に
よる監査およびその他のデュー・ディリジェンス手続きの正確さの評価
(B) 下記を含む、当該監査を行うために用いる手順についての勧告 —
(i) 当該監査の正確さを改善する方法、および、
(ii) ベストプラクティスの基準を設定する方法
(C) 把握している世界中の紛争鉱物処理施設すべての列挙
(e) 定義 — 本条の目的において、
(1) 周辺国 — コンゴ民主共和国に関し「周辺国」は、国際的に認められた国境を
コンゴ民主共和国と共有する国を意味する。
(2) 該当する議会の委員会 —「該当する議会の委員会」は、下記のものを意味する。
—
(A) 下院の歳出委員会、外交委員会、歳入委員会、および金融サービス委員会、
ならびに、
（注）本資料は執務参考用の概要・仮訳であり、検討にあたっては原典を参照のこと。
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(B) 上院の歳出委員会、外交委員会、財政委員会、および銀行住宅都市委員会
(3) 武装集団 —「武装集団｣は、コンゴ民主共和国またはその周辺国に関し、1961
年対外援助法第116条(d)項および第502条B(b)項（22 U.S.C. 2151n(d)および
2304(b)）に基づく毎年の国別人権報告書において、重大な人権侵害を行ってい
る者として特定されている武装集団を意味する。
(4) 紛争鉱物 —「紛争鉱物」は、下記のものを意味する。—
(A) コロンバイト‐タンタライト（コルタン）、錫石、金、鉄マンガン重石、
またはこれらの派生物、または、
(B) コンゴ民主共和国もしくは周辺国において紛争の資金源となっていると
国務長官が判断したその他の鉱物またはその派生物
(5) 武装集団の支配下 —「武装集団の支配下」は、コンゴ民主共和国または周辺国
内の下記の領域を意味する。—
(A) 武装集団が、紛争鉱物を採掘、輸送または販売するために、鉱山を物理的
に支配しているか民間人に労働を強制している。（または、）
(B) 武装勢力が、紛争地区鉱山からコンゴ民主共和国または周辺国からの輸出
地点までの取引ルート全体など、紛争鉱物の取引ルートのいずれかの部分
に課税し、いずれかの部分を強奪し、または支配している。または、
(C) 武装集団が、コンゴ民主共和国または周辺国からの輸出地点を含む取引施
設の全体または一部に課税をし、これを強奪し、または支配している。

（注）本資料は執務参考用の概要・仮訳であり、検討にあたっては原典を参照のこと。
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