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要約：我々は、紛争鉱物の使用に関するドッド・フランク ウォールストリート改革および
消費者保護法の第 1502 条に従って、新たな書式と規則を採択しようとしている。第 1502
条は 1934 年証券取引所法に第 13(p)条を追加したが、この条文は、製造する製品の機能また
は生産に紛争鉱物を必要とする発行人に対して、それらの鉱物のいずれかがコンゴ民主共
和国（DRC）およびその周辺国を原産国とするか否かを毎年開示することを義務付ける規
則を発布することを証券取引委員会に義務付けるものである。第 13(p)条は発行人の有する
紛争鉱物が上記の国々を原産国とする場合、紛争鉱物の起源と加工・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発行人がとった措置の記述を含めて、証券取引
委員会に報告書を提出することを義務付けるものである。デュー・ディリジェンスを実行
するために取られる措置には、米国の連邦会計検査院院長が定めた基準に従って実施され
る、独立した民間部門による報告書の監査を含めなければならない。第 13(p)条は報告書を
提出する発行人に対して、監査人を特定し、監査を証明することをも義務付ける。さらに
第 13(p)条は、製造されている、または製造委託契約の結ばれている製品で「DRC コンフリ
クト・フリー」ではない製品、紛争鉱物を加工するために使用されている施設、紛争鉱物
の原産国、および原産鉱山または原産地を判断するための努力についての記述を報告書に
含めることをも義務付けている。第 13(p)条は、発行人が開示した情報を自らのインターネッ
ト・ウェブサイトで公衆に提供することを義務付けている。
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運用開始日：発行人は 2013 年 1 月 1 日からの暦年には最終規則に従わなければならず、2014
年 5 月 31 日を最初の報告書の期限とする。
詳細情報の請求先：法人金融部、規則制定室特別顧問 John Fieldsend（電話：(202) 551-3430、
住所：100F Street, NE, Washington, DC 20549-3628）
補足情報：我々は、新たな規則 13p-11および新たな Form SD2を 1934 年証券取引法（以下、
「証取法」）3に基づいて採択しようとしている。
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I.

背景と要約（英語原文
A.

P.6～33）

法律規定（英語原文

P.6～11）

我々は 2010 年 12 月 15 日、コンゴ民主共和国（「DRC」）およびその周辺国4（DRC
と総称して、以下「対象国」5）を原産国とする「紛争鉱物」6に関する発行人の新たな開示・
報告義務に関係するドッド・フランク ウォールストリート改革および消費者保護法（以下、
「同法」）7の第 1502 条（以下、「紛争鉱物法律規定」）の要件を実施するために、我々の規
則8にいくつかの修正を提案した。第 1502 条は、新たな第 13(p)条9を追加して証取法を修正
するものであった。新たな証取法第 13(p)条は、我々が対象国からの紛争鉱物の使用に関し
て開示・報告規則を公布することを義務付けている。10
「コンゴ民主共和国を原産国とする紛争鉱物の採鉱と取引に関する議会の意見」を
述べている第 1502(a)条の表題に反映されているように、議会は紛争鉱物法律規定を制定す
るに当たって、DRC でのきわめて暴力的で、DRC を原産国とする紛争鉱物の採鉱と取引を
その部分的な資金源としてきた紛争を終わらせるという人道的目標の達成をさらに進める
ことを意図していた。この条文は、武装集団による紛争鉱物の採鉱と取引が紛争への資金
提供を助けており、この地域における緊急の人道的危機は、証取法第 13(p)条によって定め
られる開示規定を正当化するものであることを説明している。11

「周辺国」という用語は同法第 1502(e)(1)条において、国際的に認識された国境を DRC
と共有する国と定義されており、現在はアンゴラ、ブルンジ、中央アフリカ共和国、コン
ゴ共和国、ルワンダ、南スーダン、タンザニア、ウガンダおよびザンビアが含まれている。
4

5

我々は提案書において、DRC およびその周辺国を「DRC 諸国」と呼んだ。本リリース
においては、
「DRC 諸国」の代わりに「対象国」という用語を用いる。双方の用語の意味は
同じである。本リリースの中での一貫性のために、提案書のテキストに言及する際に、同
提案書において用いられている「DRC 諸国」の代わりに「対象国」を用いる場合がある。
「紛争鉱物」という用語は同法第 1502(e)(4)条において、(A)コルタンとも呼ばれるコロ
ンバイトタンタライト（タンタルの鉱石）、錫石（錫の鉱石）、金、鉄マンガン重石（タン
グステンの鉱石）、またはそれらの派生物、あるいは(B)国務長官により、コンゴ民主共和国
およびその周辺国において紛争の資金源となっていると判断される鉱物またはその派生物
と定義されている。

6

7

Pub L. 111-203, 124 Stat. 1376（2010 年 7 月 21 日）。

8

紛争鉱物、リリース番号：34-63547（2010 年 12 月 15 日）
［75 FR 80948］
（「提案書」）。

9

15 U.S.C. 78m(p)。

証取法第 13(p)(1)(A)条を参照。証取法のこの条文は、委員会が制定日から 270 日後ま
でに規則を公布することを義務付けている。

10

同法第 1502(a)条（「コンゴ民主共和国に起源をもつ紛争鉱物の採鉱と取引が、コンゴ民
主共和国東部における極端なレベルの暴力、特に性とジェンダーに基づく暴力を特徴とす
る紛争への資金提供を助け、同地域における緊急の人道状況に寄与しており、本条(b)項に
よって追加された 1934 年証券取引法第 13(p)条の規定を正当化するものであるというのが
議会の意見である」）を参照。
11

5

同様に、紛争鉱物法律規定をめぐる立法の歴史と紛争鉱物の取引を取り上げたそれ
以前の立法は、紛争によって引き起こされた、DRC における人権侵害を終わらせるのを支
援しようとする議会の動機付けを反映している。12

紛争鉱物法律規定の他の部分は、議会

が平和と治安を促進することを意図していた事実をも指摘している。13

例えば、紛争鉱物

法律規定は、武装集団がひとたび紛争鉱物に関する商業活動に直接に関与しなくなり、そ
こから利益を得ることを続けなくなれば、大統領は同規定を終了するための措置をとるこ
とができると述べている。14

紛争によって引き起こされた DRC における人権侵害を終わ

12

コンゴ紛争は長年にわたって合衆国議会で取り上げられてきた問題である。例えば第
109 回議会で、当時の上院議員 Sam Brownback は Richard J. Durbin 上院議員および当時
の上院議員 Barack Obama をはじめとする議員と共に 2006 年コンゴ民主共和国救済・治
安・民主主義促進法（Democratic Republic of Congo Relief, Security, and Democracy
Promotion Act）の S.（上院法案）2125 を共同提案した。Pub. L., 109-456（2006 年 12 月
22 日）
（2002 年 9 月 17 日付の米国の国家安全保障戦略は、アフリカにおける病気、戦争、
および絶望的な貧困が、人間の尊厳を保つという合衆国の基本的価値観を脅かし、世界の
テロと闘うという合衆国の戦略的優先課題を脅かしていると結論づけていると述べてい
る）を参照。この立法は、コンゴにおける平和、繁栄、および優れた統治に合衆国を取り
組ませた。もう 1 つの例として、当時の Brownback 上院議員と Durbin 上院議員は第 110
回議会において、人権その他について重大な侵害を侵している集団によって DRC で採掘ま
たは採取されたタンタルまたはコロンバイトタンタライト、または錫石を含有する一定の
製品の輸出を禁止したであろう S.3058、すなわち紛争コルタン・錫石法案（Conflict Coltan
and Cassiterite Act）を提出した。第 110 回議会の S.3058 を参照（2008 年）。さらなる例
として、第 111 回議会において当時上院議員だった Brownback は S.891、すなわち 2009
年コンゴ紛争鉱物法案提出した。第 111 回議会の S.891（2009 年）を参照。この法案は、
米国で登記され、紛争鉱物を使用する製品を販売する会社に、これら鉱物の原産国、なら
びに原産国が対象国の 1 つであった場合には原産鉱山を委員会に毎年開示することを義務
付けたはずのものである。加えて、第 111 回議会ではその後、当時の Brownback 上院議員
が S.891 に類似した S.A.（上院修正法案）2707 を提案した。第 111 回議会の S.A.2707（2009
年）を参照。我々は、2006 年コンゴ民主共和国救済・治安・民主主義促進法が、2002 年 9
月 17 日付の米国の国家安全保障戦略はアフリカにおける病気、戦争および絶望的な貧困が
人間の尊厳を保つという米国の基本的価値観を脅かし、世界のテロと闘うという米国の戦
略的優先課題を脅かしていると結論付けていると述べていることにも着目する。Pub. L.
109-456（2006 年 12 月 22 日）を参照。U.S.GOV’T ACCOUNTABILITY OFFICE,
GAO-12-763, CONFLICT MINERALS DISCLOSURE RULE: SEC’S ACTIONS AND
STAKEHOLDERR-DEVELOPED INITIATIVES（米国会計検査院、GAO-12-763、紛争
鉱物開示規則：SEC の措置とステークホルダーの立案したイニシアチブ）（2012 年 7 月）
（2006 年コンゴ民主共和国救済・治安・民主主義促進法を論じている）
（http://www.gao.gov/products/GAO-12-763 に掲載されている）をも参照。
同法第 1502(d)(2)(A)条（同法の制定の 2 年後、およびそれ以降は毎年、
「米国の連邦会
計検査院院長は」対象国における「平和と安全を促進する上で」の紛争鉱物法律規定の「有
効性の評価を含む報告書を、議会の所轄の委員会に提出する」と述べている）を参照。

13

証取法第 13(p)(4)条（この規定は「いかなる武装集団も、紛争鉱物に関する商業活動に
直接的に関与し、そこから利益を得ることを続けていないと大統領が判断し、議会の所轄
の委員会にそのことを証明した日に終了する」と述べている）を参照。
14

6

らせるのを支援するという目標を達成するために、議会は発行人の有する紛争鉱物の起源
により多くの公衆の意識を向け、紛争鉱物のサプライチェーンに関するデュー・ディリジェ
ンスの実行を促進するために、証券関連諸法の開示要件を利用することを選んだ。我々は、
そうすることによる議会の主目的は、対象国における武装集団が紛争鉱物の取引を悪用し
て活動資金を調達する能力を妨げるよう努めることであったと理解している。こうした紛
争鉱物の利用縮小は、紛争に寄与している武装集団への資金提供を縮小するのを助け、そ
れにより紛争に終止符を打つようこうした集団に圧力をかけることを意図したものである。
議会の目標は、対象国における平和と治安を促進することである。15
議会は目標を達成するために、証券関連諸法の開示要件を利用することを選んだ。
加えて、規定の共同提案者の 1 人は本会議場での発言で、規定は「透明性を高める」と共
に「米国の消費者と投資家がより多くの情報を踏まえて意思決定を行うのにも役立つ」と
述べた。16

また、リリース全体を通じて論じられているように、法案の共同提案者や議会

の他の議員を含めて、我々が行った規則の提案について論じる多くの意見提出者が、紛争
鉱物法律規定は、発行人の定評とサプライチェーンにおけるリスクを投資家が理解する上
で重要な情報となることを指摘してきた。17
証取法第 1502(c)(1)(B)(i)条（国務長官は米国国際開発庁長官と協議の上で、対象国にお
ける「平和と治安を促進する」ための計画を議会に提出する、と述べている）を参照。
15

156 CONG. REC.（議会記録）S3976（daily ed. 2010 年 5 月 19 日）
（Feingold 上院議
員の発言）（
「大統領に申し上げます。国際的企業がその事業と関係している外国の汚職の
問題や暴力的な紛争にどのように取り組むかをめぐる透明性の向上を確保しようとする米
国金融規制改革法の最初の共同提案者となることは、私の喜びとするところです。透明性
向上のためにこうしたメカニズムを創り出すことは、米国および同盟国がより効果的にこ
うした複雑な問題に対処するのに役立つと同時に、米国の消費者および投資家がより多く
の情報を踏まえて意思決定を行うのにも役立つでしょう」
）を参照。
16

Social Investment Forum と Interfaith Center of Corporate Responsibility（2011 年 3
月 2 日）
（
「SIF I」）、Boston Common Asset Management, LLC、Calvert Asset Management
Co., Inc.、Interfaith Center on Corporate Responsibility、Jesuit Conference of the United
States、Marianist Province of the US, Mercy Investment Services, Inc.、Missionary
Oblates of Mary Immaculate、Responsible Sourcing Network、Sustainalytics、Trillium
Asset Management、および Tri-State Coalition for Responsible Investment（2012 年 2
月 1 日）
（
「SIF II」）、Calvert Investments
（2011 年 10 月 18 日）
（
「Calvert」）、General Board
of Pension and Health Benefits of The United Methodist Church（2011 年 3 月 7 日）
（「Methodist Pension」）
、State Board of Administration of Florida（2011 年 2 月 3 日）
（「FRS」）：ならびに Teachers Insurance and Annuity Association および College
Retirement Equities Fund（2011 年 3 月 2 日）
（「TIAA-CREF」）を含めて 49 件の投資家
を代表する Aditi Mohapatra of Calvert Asset Management Company Inc.からの複数の書
簡を参照。Catholic Relief Services（2011 年 2 月 8 日）
（「CRS I」）
（「我々は、自らの社会
的、財務上の関心事の双方を反映した健全な事業上の決定を行うために情報にアクセスす
るという投資家のニーズを SEC が考慮することを期待して、これらの意見を提出します」）
、
Enough Project（2011 年 3 月 31 日）
（「Enough Project II」）
（「無数の人の死と想像を絶す
る苦しみを引き起こし続けている人道的な危機を解決するという目標」の達成を前進させ
17

7

証取法第 13(p)条は、
「当該者」18に「その者の製造する製品の機能または生産に必要」
19

である何らかの「紛争鉱物」が対象国を原産国とするか否かを毎年開示し、その開示をそ

の発行人のインターネット・ウェブサイトに掲載する20ことを義務付ける規則を我々が公布
することを命じている。この者の紛争鉱物が対象国を原産国とする場合、その者はその鉱
物の起源と加工・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自らが取っ
た措置の記述を含む報告書（「紛争鉱物報告書」
）を我々に提出しなければならない。21

証

取法第 13(p)条のもとでは、デュー・ディリジェンスを実行するために取られる措置には、
我々の公布した規則に従い、国務省と協議の上で米国の連邦会計検査院院長の定める基準
に準じて実施される、紛争鉱物報告書の「独立した民間部門による監査を含める」。22

紛

23

争鉱物報告書を提出する者は、独立の民間部門の監査人を特定すること 、および独立の民

ることは「投資家を含めて多くの人々にとっての大きな関心事」であると述べている）、
Richard J. Durbin 上院議員と Jim McDermott 下院議員（2011 年 2 月 28 日）（「Durbin
上院議員／McDermott 下院議員」）
（規定の目的は DRC における紛争を終わらせることと
投資家に最新の情報を提供することの双方であり、後者の目的は、発行人の定期報告書に
他の情報の開示を義務付けることの目的と同一であることを示唆している）、および
Patrick Leahy 上院議員、Christopher Coons 上院議員、Howard Berman 下院議員、Jim
McDermott 下院議員、Donald Payne 下院議員、Gregory Meeks 下院議員、Karen Bass
下院議員（2012 年 2 月 16 日）（「Leahy 上院議員その他」）（発行人の紛争鉱物情報が「投
資家と資本形成の双方にとって決定的な重要性をもつ」のは、「株式公開企業が製品を製造
するのに不可欠なインプットを不安定な非合法市場に頼る場合、そのことは投資家にとっ
てきわめて重大な関心事だ」からであると断言している）のそれぞれからの書簡も参照。
「当該者」という用語は証取法第 13(p)(2)条において、証取法第 13(p)(1)(A)条に基づい
て報告書の提出（file）を義務づけられ、製造する製品の機能または生産に紛争鉱物が必要
である者と定義されている。証取法第 13(p)(1)(A)条は定義を示してはいないが、証取法第
13(p)(2)を参照している。
18

19

証取法第 13(p)(2)(B)条。

証取法第 13(p)(1)(E)条（各発行人は証取法第 13(p)(1)(A)条に「基づいて開示される情
報を自らのインターネット・ウェブサイトで公衆に提供する」と述べている）を参照。
20

21

証取法第 13(p)(1)(A)(i)条を参照。

22

同上（紛争鉱物報告書において「かかる［紛争］鉱物の起源と加工・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取る方法の記述」を義務付け、「この方
法には、かかる報告書に対する、独立した民間部門による監査を含むものとする」ことを
義務付けている）を参照。紛争鉱物法律規定は、一定の責任を他の連邦機関に割り当てて
いる。我々のスタッフは規則案を策定するに際して、これら他の機関のスタッフと協議を
行ってきた。その機関には、米国の連邦会計検査院院長が責任者を務める会計検査院
（「GAO」）、および米国国務省が含まれる。
証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条（発行人は「証取法第 13(p)(1)(A)(i)条に従って、独立した民
間部門による監査を実施した事業体」についての記述を示さなければならないと述べてい
る）を参照。
23

8

間部門の監査が行われたことを証明することも行わなければならない24。
さらに、証取法第 13(p)条によれば、紛争鉱物報告書には「製造されている、または
製造委託契約が結ばれている、DRC コンフリクト・フリーではない製品の記述」25、紛争鉱
物の加工に使用された施設、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決定しようとする努力」を含めなければならない。26

また証取

法第 13(p)条は、各当該者が証取法第 13(p)(1)(A)条の義務づけている紛争鉱物情報を「自ら
のインターネット・ウェブサイトで公衆に提供する」ことを命令している。27

D.

最終規則の変更の概要（英語原文

P.20～32）

我々は提案の通り 3 段階のプロセスを採用しようとしているが、3 段階の中でのメカ
ニズムのいくつかは、意見に応じて修正されている。我々は最終規則が紛争鉱物を使用ま
たは供給している企業に多大な遵守費用を発生させることを認識しており、規則を修正す
るに当たって、我々に裁量権がある領域においては、議会の採択した紛争鉱物法律規定の
文言と意図への誠実さを維持する一方で、遵守の負担を軽減しようと努めた。我々が採択
しようとしている紛争鉱物規則の総合的概観を示すフローチャートが、本セクションの末
尾に続いて記載されている。ただし、このチャートは手引きとすることだけを目的とした
もので、発行人は、規則の要件については規則の本文と序文に記載されている、より遺漏
のない説明的記述を参照すべきである。
最初のステップは、発行人が紛争鉱物法律規定の要件の対象であるか否かを自身で

証取法第 13(p)(1)(B)条に述べられているように、ある発行人が独立した民間部門による
監査を含む紛争鉱物報告書の提供を義務付けられている場合には、その発行人は「監査を
証明するものとし」、証明されたその監査は「かかる鉱物の起源と加工・流通過程を確定す
るに際してのデュー・ディリジェンスの不可欠な要素を構成するものとする」。
24

「DRC コンフリクト・フリー」という用語は、証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条および証取法
第 13(p)(1)(D)条において定義されている。証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条は「DRC コンフリク
ト・フリー」を、対象国「における武装集団の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有していない製品」と定義している。同様に証取法第
13(p)(1)(D)条は「DRC コンフリクト・フリー」を、対象国「における武装集団の直接間接
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」製品
と定義している。我々は、上記の 2 つの条文における定義が、第 13(p)(1)(A)(ii)条は何らの
限定なしに「鉱物」に言及しているのに対して、第 13(p)(1)(D)条は具体的に「紛争鉱物」
に言及しているという点において若干異なっていることに着目する。我々は紛争鉱物法律
規定の全体性に基づいて、
「DRC コンフリクト・フリー」とは、同法第 1502(e)(4)条におい
て定義づけられ、対象国における武装集団の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」のみに言及し、対象国における武装集団の直接間接の資
金源となっている、またはこれらに利益をもたらすすべての鉱物には言及しないことを意
図されているものと確信している。
25

26

証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条を参照。

27

証取法第 13(p)(1)(E)条を参照。
9

判断することである。紛争鉱物法律規定に従い、委員会は「当該者」による一定の紛争鉱
物の開示を義務付ける規則を公布することを義務付けられているが、紛争鉱物法律規定の
もとでは、この当該者には、「かかる者によって製造される製品の機能または生産に紛争鉱
物が必要である」49 者が含まれる。我々の規則案におけるのと同様、最終規則のもとでは当
該者には、その発行人が製造している、または製造委託契約を結んでいる製品の機能また
は生産に必要な紛争鉱物を有する発行人が含まれる。50

この定義を満たさない発行人は、

最終規則のもとで措置を取ること、開示を行うこと、または報告書を提出することを義務
づけられない。ただし、この定義を満たす発行人は、第 2 ステップへと進む。
最終規則においては、我々の受けた意見に基づき、第 1 ステップの側面のいくつか
が規則案と異なっている。最終規則は規則案と同じく、「製造委託契約」、製品の「機能に
必要」、および製品の「生産に必要」という語句を定義していない。ただし我々は意見に応
じて、これらの語句が自らに当てはまるか否かを発行人が検討するために、追加的なガイ
ダンスを示している。51 このガイダンスは、発行人が製品の「製造委託契約」を結んでい
ると見なされるか否かは、その発行人が紛争鉱物またはその派生物を含有する製品の材料、
部品、成分、または構成部品に対して行使する影響力の程度に依拠すると述べている。発
行人は、単に以下の措置をとるにすぎないのであれば、製品の「製造委託契約」を結んで
いるとは見なされない。その措置とはすなわち、(1)発行人が製品の製造に直接関係しない
契約条件をメーカーに指定する、またはメーカーとかかる契約条件の交渉を行う（実際上
は製品の製造と直接関係する条件で契約を結ぶことに等しい一定の影響力を行使するため
に、こうした措置を取ることを指定または交渉する場合を除く）、(2)発行人が第三者によっ
て製造されている一般的製品に自らのブランド、マーク、ロゴまたはラベルを添える、ま
たは(3)発行人が第三者によって製造された製品の補修、保守または修理を行う。
同様に、紛争鉱物が製品の「機能に必要である」または「生産に必要である」と見
なされるか否かの判断は、以下でより詳細に論じるように、発行人に特有の事実と状況に
依拠する。ただし発行人が判断を行うのを援助するために、我々は発行人のためのガイダ
ンスを示す。ある紛争鉱物が製品の「機能に必要」であるか否かを判断するに当たって、
発行人は(1)その紛争鉱物が製品またはその構成部品に意図的に加えられており、自然に発
生する副産物ではないか否か、(2)その紛争鉱物がその製品に一般的に期待される機能、用
途、または目的にとって必要であるか否か、および(3)装飾、飾りのため、または光彩を添
えるために紛争鉱物が組み込まれている場合に、その製品の主目的が装飾または飾りであ

49

証取法第 13(p)(2)条。

証取法第 13(p)(1)(ii)条（当該者には、その者によって製造されている、または製造委託
契約が結ばれている一定の製品の記述を含めることを義務付けている）を参照。
50

51

提案書においては、我々は他の語句についてのガイダンスは示さなかったが、製品の「生
産に必要」という語句についてはある程度のガイダンスを示した。以下で論じるように、
我々はこの語句についてのガイダンスを改訂しようとしている。
10

るのか否かを検討すべきである。
紛争鉱物が製品の「生産のために必要」であるか否かを判断するに当たって、発行
人は、(1)その紛争鉱物がその製品を生産するために使用される工具、機械または機器（コ
ンピュータまたは電気系統など）に含まれている場合を除き、紛争鉱物が製品の生産プロ
セスに意図的に含まれているか否か、(2)その紛争鉱物が製品に含まれているか否か、およ
び(3)製品を生産するためにその紛争鉱物が必要か否かを検討すべきである。この点につい
て我々は、紛争鉱物が製品の「生産に必要」であると見なされるためには、その鉱物は製
品に含有されることと、製品の生産に必要であることの両方でなければならないとするよ
うに規則案のガイダンスを修正しようとしている。ある紛争鉱物が触媒として、または製
品を生産するのに必要な別のプロセスでこれに類似した態様で使用されているが、その製
品には含有されていない場合には、我々はその紛争鉱物が製品の「生産に必要」であると
は判断しない。
さらに最終規則は規則案からの変更で、また、鉱業を含むと法律の権能を拡大する
ことになると示唆する意見に応じて、発行人が製造にも携わっている場合を除き、紛争鉱
物を採掘する発行人を、これら鉱物を製造している者としては扱わない。最終規則はこれ
に加えて 2013 年 1 月 31 日以前に「サプライチェーンの外部」にあった紛争鉱物には適用
を免除する。最終規則のもとでは、紛争鉱物は製錬されている、または十分に精製されて
いるのであれば、あるいは製錬または十分に精製がなされていない場合には対象国の外部
にあれば、「サプライチェーンの外部」にある。最終規則は意見に応えて、必要な紛争鉱物
を使用して製品を製造しており、または製造委託契約を結んでおり、以前はそれらについ
て特定開示報告書の提供を義務付けられていなかった企業に対する支配力を取得する発行
人に対して、買収した企業の製品に関する報告を、その買収の発効日の 8 ヵ月後以降に始
まる、報告に関する最初の暦年の末日まで延期することを認めている。
意見提出者たちが提案したように、最終規則は紛争鉱物の開示および紛争鉱物報告
書の開示場所、時期および法的位置付けについての提案を修正している。最終規則は発行
人に対して、年次報告書の本文にあったはずの紛争鉱物開示を、新たな書式である Form SD
にした新たな特定開示報告書の本文において示すことを義務付けている。紛争鉱物報告書
の提供を義務付けられている発行人は、特定開示報告書の付属書として同報告書の提供を
行うことになる。加えて最終規則は、サプライチェーンの参加者の負担を減らすべきであ
るという意見に基づいて、特定開示報告書および／または紛争鉱物報告書における紛争鉱
物情報は、当該の発行人の会計年度とは無関係に暦年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までを対
象とすること、および前年を対象とする特定開示報告書を毎年 5 月 31 日までに提供しなけ
ればならないことを義務付けている。さらに最終規則は複数の意見提出者に促され、規則
案からの変更において、Form SD に記載される紛争鉱物情報と書式の付属書として提出され
る紛争鉱物報告書を含めて、証取法に基づいて「提出（file）」されること、従って証取法第
18 条の責任の対象となることを義務付けている。規則案は、情報を「提供（furnish）」する

11

ことを義務付けるはずであった。
第 2 ステップは引き続いて、発行人に対してその紛争鉱物の起源に関して、合理的
な原産国調査を実施することを義務付けている。規則案、および一定の意見提出者たちの
立場に合わせ 52、最終規則が義務付けられている合理的な原産国調査のための措置を規定し
ていないのは、義務付けられている調査が各発行人の事実と状況に左右されるためである。
ただし最終規則は他の一定の意見提出者たち

53

が要請したように、義務付けられる調査の

範囲を明確化するために、規則案からの変更で、調査に適用される一般基準を示している。
具体的に言えば最終規則は、合理的な原産国調査の要件を満たすために、発行人がその紛
争鉱物が対象国の原産なのか、それとも再生利用品、もしくはスクラップ起源なのかを判
断するために、紛争鉱物の起源に合理的に考案された調査を実施しなければならず、誠実
にその調査を履行しなければならないことを定めている。最終規則は、その紛争鉱物が対
象国を原産国としない、または再生利用品、もしくはスクラップ起源であると判断する発

52

一部の意見提出者は、柔軟性の向上を可能にするために、合理的な原産国調査の基準は
定義をしないか、一般的なガイダンスのみを示すかのいずれかにすべきであることで合意
した。Apparel & Footwear Association（2011 年 3 月 2 日）
（「AAFA」）、AngloGold、Arcelor
Mittal（2011 年 10 月 31 日）（「ArcelorMittal」）、Industry Group Coalition I、IPC I、
Information Technology Industry Council（2011 年 2 月 24 日）(「ITIC I」)、International
Precious Metals Institute
（2011 年 1 月 19 日）
「IPMI
(
I」)、Jewelers Vigilance Committee、
American Gem Society、Manufacturing Jewelers & Suppliers of America、Jewelers of
America、および Fashion Jewelry & Accessories Trade Association（2011 年 3 月 2 日）
（「JVC その他 II」）、NAM I、Retail Industry Leaders Association および Consumer
Electronics Retailers Coalition（2011 年 3 月 2 日）(「RILA-CERC」)、Semiconductor
Industry Association
（2011 年 3 月 2 日）
「Semiconductor」
(
)、SIF I、TriQuint Semiconductor,
Inc.（2011 年 1 月 26 日）(「TriQuint I」)、および WGC II のそれぞれからの書簡を参照。
53

一部の意見提出者は、合理的な原産国調査の基準を定めるか、基準に関して具体的なガ
イダンスを示すかのいずれかを行うべきであると主張した。Business Roundtable（2011
年 3 月 2 日）
（「Roundtable」）、CRS I、国務省（2011 年 3 月 24 日）（「State II」）、
EARTHWORKS’ No Dirty Gold Campaign（2011 年 3 月 2 日）
（「Earthworks」）、Enough
Project I、Ethical Metalsmiths（2011 年 2 月 28 日）
（「Metalsmiths」）、General Board of
Church and Society of the United Methodist Church（2012 年 4 月 19 日）（「Methodist
Board」）、Global Witness（2011 年 2 月 28 日）（「Global Witness I」）、Howland Greene
Consultants LLC
（2011 年 1 月 28 日）
（「Howland」）、International Conference of the Great
Lakes Region（2011 年 1 月 31 日）
（
「ICGLR」）、National Association of Evangelicals
（2012
年 2 月 17 日）(「Evangelicals」)、New York City Bar Association（2011 年 1 月 31 日）
（「NYCBar I」）、New York City Bar Association（2012 年 2 月 8 日）（「NYCBar II」）、
Personal Care Products Council（2011 年 3 月 1 日）
（「PCP」）
、Presbyterian Church USA
（2012 年 2 月 23 日）（「Presbyterian Church II」）、Semiconductor Equipment and
Materials International（2011 年 2 月 15 日）
（「SEMI」）、Durbin 上院議員／McDermott
下院議員、Tantalum-Niobium International Study Center（2011 年 1 月 27 日）
（「TIC」）、
複数のステークホルダー・グループの 24 の組織（2011 年 3 月 2 日）（
「MSG I」）、および
World Evangelical Alliance（2012 年 2 月 17 日）（「Evangelical Alliance」）のそれぞれか
らの書簡などを参照。
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行人に対して、特定開示報告書においてその判断を開示すること、またその特定開示報告
書において、判断に達する際に行った合理的な原産国調査と調査結果について簡潔に記述
することを義務付けている。発行人が調査とその結果について簡潔に記述するという要件
は、規則案において義務付けられていた開示からの変更である。
最終規則は規則案からの変更で、発行人が規則に基づいて第 3 ステップへと進むこ
とを義務付けられるか否かを判断するためのきっかけも修正している。規則案は、発行人
が合理的な原産国調査に基づいてその紛争鉱物が対象国を原産国とすると判断した場合、
あるいはその紛争鉱物が対象国を原産国としない、または再生利用品、もしくはスクラッ
プ起源であると判断することができなかった場合には、その紛争鉱物の起源と加工・流通
過程に関してデュー・ディリジェンスを実施し、紛争鉱物報告書を提供することを義務付
けていたはずである。最終規則のもとでは、発行人がその紛争鉱物の起源と加工・流通過
程に関してデュー・ディリジェンスを実行して紛争鉱物報告書を提出しなければならない
のは、合理的な原産国調査に基づいて、対象国が原産で、かつ再生利用品、もしくはスク
ラップ起源ではない必要な紛争鉱物があることを発行人が知っている場合、またはその必
要な紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性があり、再生利用品、もしくはスクラップ起
源ではない可能性があると確信する理由が発行人にある場合である。
ただしこの要件の例外として、合理的な原産国調査に基づいてその必要な紛争鉱物
が対象国を原産国とする可能性があり、再生利用品、もしくはスクラップ起源でない可能
性があると確信する理由があるためにデュー・ディリジェンスを実施しなければならない
発行人が、デュー・ディリジェンスの実行中に、その紛争鉱物が実際には対象国を原産地
としていなかった、または実際には再生利用品、もしくはスクラップ起源であったと判断
する場合には、紛争鉱物報告書の提出を義務づけられない。かかる発行人はそれでもなお、
その判断を開示し、その調査とデュー・ディリジェンスへの取組み、およびその調査と
デュー・ディリジェンス努力の結果について簡潔に記述し、その紛争鉱物が対象国を原産
国としていない、または再生利用品、もしくはスクラップ起源であると確信する理由を立
証すべき特定開示報告書を提出することを義務付けられている。反対に、合理的な原産国
調査に基づき、その紛争鉱物が対象国を原産地とする可能性があると確信する理由が発行
人にない場合、あるいは合理的な原産国調査に基づき、その紛争鉱物は再生利用品、もし
くはスクラップ起源であることを発行人が合理的に確信する場合には、その発行人は第 3
ステップに移行することを義務づけられない。最終規則は規則案からの別の変更で、原産
国についての合理的な結論を裏付けるために再調査可能な業務記録を維持することを発行
人に義務付けてはいないが、適切な記録の維持は最終規則を遵守していることを立証する
上で有用になる可能性があり、国内的または国際的に広く認められ、発行人が適用する
デュー・ディリジェンスの枠組によって義務付けられる可能性がある。
上述のように、対象国を原産地とする必要な紛争鉱物を有していることを発行人が
知っている場合、あるいは保有している必要な紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性が
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あり、再生利用品、もしくはスクラップ起源ではない可能性があると確信する理由が発行
人にある場合には、その発行人は第 3 ステップに移行しなければならない。第 3 ステップ
は規則案に合わせて、こうした発行人がその有する紛争鉱物の原産地と加工・流通過程に
関するデュー・ディリジェンスを実行すること、および中でも特に、デュー・ディリジェ
ンスの措置を記述する紛争鉱物報告書をかかる発行人が提供することを義務付けている。
ただし上述のように最終規則は、規則案通りに Form 10-K、Form 20-F、または Form 40-F に
した年次報告書の付属書としてではなく、Form SD にした特定開示報告書の付属書として紛
争鉱物報告書を提供することを発行人に義務付けている。
概して、紛争鉱物報告書の内容は規則案と大いに似通っている。我々が受け取った
意見に基づいて行われた規則案へのある修正は、最終規則が発行人に対して、特定の紛争
鉱物について国内的または国際的に広く認められているデュー・ディリジェンスの枠組が
利用できる場合には、その枠組を利用することを義務付けている、というものである。我々
は意見提出者により、そうすれば発行人のデュー・ディリジェンスの質を引き上げ、様々
な発行人の紛争鉱物報告書の比較可能性を高め、監査人が発行人のデュー・ディリジェン
スを評価できるよりどころとなる枠組を提供するようになることを納得している。54 この
要件は全く枠組が指定されない場合よりも規則をより実行可能にし、かかるコストを抑制
するはずである。現在のところ、国内的または国際的に広く認められていて利用可能な
デュー・ディリジェンスのただ 1 つの枠組は、経済協力開発機構（「OECD」）が認可した
デュー・ディリジェンスのガイダンスのようである。55
規則案と同じく、最終規則は発行人の紛争鉱物報告書に対して独立した民間部門に
よる監査を義務付けている。ただし我々は意見に応じて、最終規則で監査の目的を明示す
るように規則案を修正した。監査の目的は、紛争鉱物報告書に示されている発行人の
デュー・ディリジェンス措置のデザインが、その報告書の対象期間に関するあらゆる重要
な点において、国内的または国際的に広く認められ、その発行人が利用したデュー・ディ
リジェンスの枠組に示されている基準に合致しているか否か、および発行人が報告書の対

54

規則案は特定のデュー・ディリジェンスの枠組の利用を義務付けるものではなかったは
ずだが、提案書は、その有する紛争鉱物のサプライチェーンに関して、国内的または国際
的に広く認められたデュー・ディリジェンスの一連の基準またはデュー・ディリジェンス
のためのガイダンスに合わせて行動している発行人が、紛争鉱物報告書においてデュー・
ディリジェンスを行った証拠を提示するよう指示していた。
55

http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterpr
ises/
46740847.pdf で閲覧可能な OECD、OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR
RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECED
AND HIGH-RISK AREAS（紛争およびハイ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・ディリジェンスに関する OECD のガイダンス）（2011 年）を参
照。
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象期間に関して実行したと紛争鉱物報告書に示しているデュー・ディリジェンス措置につ
いての記述が、その発行人の実行したデュー・ディリジェンスのプロセスと一致している
か否かについて、意見または結論を表明することである。また最終規則は規則案に合わせ、
GAO の定めた監査基準を参照している。GAO のスタッフは我々のスタッフに対して、GAO
には紛争鉱物報告書の監査のために新たな基準を定める予定はないことを示してきた。
GAO はその代わりに、一般には「the Yellow Book」と呼ばれている既存の政府監査基準
（「GAGAS」）に関心を向ける計画である。56
「DRC コンフリクト・フリー」が、対象国「における武装集団の直接間接の資金源
となっている、またはこれらに利益をもたらす鉱物を含有していない」という意味である
場合に、紛争鉱物報告書において発行人の「『DRC コンフリクト・フリー』ではない」製品
についての記述を義務付けたであろう規則案とは異なり、最終規則は紛争鉱物報告書にお
いて、発行人の「『DRC コンフリクト・フリー』であることが判明していない」製品につい
て記述を行うことを義務付けている。我々はこの変更が、より正確な開示へとつながるこ
とを確信している。
数々の意見提出者が提案したように、最終規則はすべての発行人について 2 年間、
より小規模な報告企業について 4 年間の暫定移行期間を定めることによっても提案を修正
「DRC
している。57 この期間中、自らの鉱物が以下に挙げる 2 つの理由のいずれかにより、
コンフリクト・フリー」の法律的定義を満たしていると判断できない場合、発行人は自ら
の製品を「DRC コンフリクト判定不能」と記述することができる。1 つ目の理由とは、合
理的な原産国調査を経て、対象国を原産国とする紛争鉱物があるという結論に基づいて第 3
ステップへと進み、デュー・ディリジェンスを実行した後で、自らの紛争鉱物が対象国に
おける武装集団の資金源となっていた、またはこれらに利益をもたらしていたと判断でき
ないというものである。2 つ目の理由とは、合理的な原産国調査を経て、自らの必要な紛争
鉱物が対象国を原産国とする可能性があり、再生利用品、もしくはスクラップ起源でない
可能性があると確信する理由があるという結論に基づいて第 3 ステップへと進み、その後
に義務付けられたデュー・ディリジェンスを実行した結果として集められた情報では、そ
の紛争鉱物の原産国、その紛争鉱物がそれらの国々における武装集団の資金源となってい
た、またはこれらに利益をもたらしていたか否か、またはその紛争鉱物が再生利用品、も
しくはスクラップ起源であったか否かを明確化できなかったというものである。これら発
行人はすでに合理的な原産国調査を実施しているであろうし、関連不明という彼らの現状
は、デュー・ディリジェンスの実行から集めることができた情報に基づいているだろう。

http://www.gao.gov/assets/590/587281.pdf で閲覧可能な米国会計検査院、
GAO-12-331G, GOVERNMENT AUDITING STANDARDS 2011 REVISION（政府監査基
準 2011 年改訂版）（2011 年 12 月）を参照。
56

「より小規模な報告企業」は、証取法に基づく規則 12b-2［17 CFR 240. 12b-2］にお
いて定義されている。
57
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ただし、これらの製品が、対象国における武装集団に直接間接の資金源となっていた、ま
たはこれらに利益をもたらしたことが発行人にわかっている紛争鉱物を含有しているので
あれば、発行人はそれら製品を「DRC コンフリクト判定不能」と記述してはならない。ま
た、
「DRC コンフリクト判定不能」と記述し得る製品をもつ発行人は移行期間中に、その紛
争鉱物報告書に監査を受けることを義務づけられない。ただしかかる発行人はそれでもな
お、デュー・ディリジェンスについて記述する紛争鉱物報告書を提出し、デュー・ディリ
ジェンスを改善するための措置を含めて、それ以前に提出した最も新しい紛争鉱物報告書
で取り上げられた期間の終了以来、自らの必要な紛争鉱物が武装集団に利益をもたらすリ
スクを軽減するためにとった、またはこれからとる予定の措置を追加的に記述しなければ
ならない。
この暫定規定は最終規則の発効から、より小規模な報告企業でないすべての発行人
については報告を行うための最初の 2 暦年、そしてより小規模な報告企業については報告
を行うための最初の 4 暦年にわたって適用される。意見提出者たちが述べたように、発行
人のコミュニティ一般のためにこうした決定を行うためには、サプライチェーン全般を通
じて紛争鉱物のトレースを行うプロセスがさらに発展しなければならないことを認識して、
我々は 2 年間の暫定期間を認めることが適切であると確信している。我々がまた、より小
規模な報告企業に追加の 2 年間を認めることが適切であると確信しているのは、意見提出
者たちが述べたように、より小規模な企業は大企業よりも不釣り合いなほど大きな負担に
直面する可能性があり、暫定期間を長くすれば、こうした負担のいくつかを軽減するのに
役立つ可能性があるからである。より小規模な報告企業のための 4 年の期間とその他すべ
ての発行人のための 2 年間が経過したら、第 3 ステップへと進んだが自らの紛争鉱物が対
象国を原産国としていないと判断できない、または対象国を原産地とするその紛争鉱物が
武装集団の直接間接の資金源となっていなかった、またはこれらに利益をもたらしていな
かったと判断できない発行人は、こうした紛争鉱物を含有している製品を、
「DRC コンフリ
クト・フリー」であることが判明しなかったと記述しなければならない。
最終規則は規則案とは異なり、必要な紛争鉱物を有し、その紛争鉱物が再生利用品、
もしくはスクラップ起源であるか否かに関してデュー・ディリジェンスを実行する発行人
に対して、再生利用品、もしくはスクラップ起源の特定の紛争鉱物について国内的または
国際的に広く認められているデュー・ディリジェンスの枠組が利用可能なのであれば、
デュー・ディリジェンスをその枠組に合致させることを義務付けている。デュー・ディリ
ジェンスについての OECD のガイダンスの金に関する補足書が、OECD によって承認され
ている。58 この金に関する補足書は現在、再生利用品、もしくはスクラップ起源の紛争鉱

58

http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/FINAL%20Su
pplement%
20on%20Gold.pdf で閲覧可能な OECD, DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR
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物について国内的または国際的に広く認められているものとして、我々が認識している唯
一のデュー・ディリジェンスの枠組である。よって我々は、発行人が OECD の金に関する
補足書を利用して、再生利用品、もしくはスクラップ起源の金についてデュー・ディリジェ
ンスを実施することを期待している。我々は、OECD またはその他の機関に、再生利用品、
もしくはスクラップ起源の他の紛争鉱物について類似のデュー・ディリジェンスの枠組が
あることを認識していない。国内的または国際的に広く認められているデュー・ディリジェ
ンスの枠組のない紛争鉱物を有する発行人はいまなお、その紛争鉱物が再生利用品、もし
くはスクラップ起源であるかを判断するに当たって、デュー・ディリジェンスを実行する
ことを義務付けられている。このような紛争鉱物に関して実行しなければならない
デュー・ディリジェンスは、その紛争鉱物が再生利用品、もしくはスクラップ起源である
か否かだけに焦点を当てる。このようないかなる紛争鉱物についても国内的または国際的
に広く認められるデュー・ディリジェンスが利用できるようになる状況においては、発行
人はその紛争鉱物が再生利用品、もしくはスクラップ起源であることを判断するために
デュー・ディリジェンスを実行するに当たって、その枠組を活用することを義務付けられ
るようになるだろう。

RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECTED
AND HIGH-RISK AREAS: SUPPLEMENT ON GOLD（紛争およびハイリスク地域から
の鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンスに関するガイダン
ス：金に関する補足書）
（2012 年）を参照。
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E.

最終規則を図にまとめたフローチャート（英語原文

P.33）

「スタート」
発行人は証取法第 13(a)条または
第 15(d)条に基づいて、SEC に報告書を
提出しているか？

イエス

発行人は製品を製造しているか、
または製造委託契約を結んでいる
か？

イエス
製造、または製造委託契約されて
いる製品の機能または生産には
紛争
鉱物が必要か？

ノー
ノー
ノー

規則が適用されない「終了」

その紛争鉱物は 2013 年 1 月 31 日
以前にサプライチェーンの外部に
あったか？

イエス

イエス

ノーで、新たに
採掘された場合

イエス

ノーで、スクラップ起源である、または
再生利用された可能性がある場合
発行人は RCOI に基づいて、その紛争
鉱物がスクラップからもので
ある、または再生利用されたことを
知っているか、またはそうであること
を合理的に確信しているか？

ノー

発行人は合理的な原産国調査
（RCOI）に基づいて、その紛争鉱物
が DRC およびその周辺国（対象国）
を原産国とする可能性があることを
知っているか、またはそう確信する
理由があるか？

ノー

イエス

発行人の判断を開示し、RCOI とその
結果を簡潔に記述する書式 SD を提出
する。

「終了」

特定の紛争鉱物について国内的または国際的に広く
認められているデュー・ディリジェンスの枠組が利
用可能である場合には、その枠組に従い、自らの紛
争鉱物の起源と加工・流通過程に関してデュー・ディ
リジェンスを実行する。
このデュー・ディリジェンスを実行するに際して、
発行人はその紛争鉱物が対象国を原産国としていな
い、またはスクラップからのものである、もしくは
再生利用されたものであると判断しているか？

イエス

発行人の判断を開示し、RCOI および実行した
デュー・ディリジェンスの措置とその結果を簡
潔に記述する書式 SD を提出する。

「終了」

ノー
デュー・ディリジェンスを実行するために発行人が
とった措置の記述を含む紛争鉱物報告書を付属書
として添えた書式 SD を提出する。
デュー・ディリジェンスを実行する際に、発行人は、
その紛争鉱物が武装集団の資金源となった、または
これらに利益をもたらしたか否かを判断すること
ができたか？

ノー

規則の施行から 2 年未満（小規模
な報告企業の場合には 4 年未満）
であるか？

ノー
イエス

イエス

紛争鉱物報告書には、
「DRC コン
フリクト判定不能」な製品の記述
と、デュー・ディリジェンスを向
上させるための手段を含めて、必
要な紛争鉱物が武装集団に利益
をもたらすリスクを軽減するた
めに前回の紛争鉱物報告書で扱
われた期間の終了以降にとられ
た、またはとられる予定の手段が
あれば、その記述も含める。監査
は義務付けられていない。

「終了」

紛争鉱物報告書には、発行人のデュー・ディリジェンス措置がデュー・ディリジェンスの枠組
に示されている基準に合致しているか否か、また、発行人のデュー・ディリジェンス措置の記
述が発行人の実行したプロセスと一致しているか否かについての意見または結論を表明してい
る、独立した民間部門による監査報告書をも含めなければならない。また、DRC コンフリクト・
フリーであることが判明しなかった製品、こうした製品中の必要な紛争鉱物を加工するのに使
用された施設、鉱物の原産国および、可能な限り最大の具体性をもってそれら鉱物の原産鉱山
または原産地を判断するための努力についての記述も含めること。

「終了」
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II. 最終規則についての議論（英語原文
A.

P.34～235）

「紛争鉱物」の定義（英語原文

P.38～40）

我々は意見を検討した上で、最終規則において規則案を改訂しようとしている。我々
はどの派生物が紛争鉱物か、どの派生物が少なくとも法案の共同提案者 1 名やその他の議
員を含めた様々なステークホルダー76 の見解と一致しているように思われるかについての
大湖地域国際会議（ICGLR）の Liberata Mulamula 大使、経済協力開発機構の Angel
Gurría 事務総長、国連コンゴ民主共和国に関する専門家会議の Fred Robarts 調整官からの
書簡（2011 年 7 月 29 日）
（「OECD I」）
（「我々は、天然資源の違法な採鉱に抗する ICGLR
の地域イニシアチブの枠組に統合された OECD および国連専門家会議のデュー・ディリ
ジェンスに関する勧告は、ドッド＝フランク法第 1502 条の適用対象者（「発行人」）が、そ
の製品中の錫、タンタル、タングステンまたは金が DRC および周辺諸国に起源をもつか否
かを確実に判断するため、また起源をもつ場合には、可能な限り最大限の具体性をもって
それら鉱物を加工するために使用された施設、原産国、および原産鉱山または原産地を判
断し、製造されている、または製造契約が結ばれている、DRC コンフリクト・フリーでは
ない製品を記述するために利用できると考える」）、
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises
/46740847.pdf において閲覧可能な OECD、DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR
RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECTED
AND HIGH-RISK AREAS, 12（紛争およびハイ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・ディリジェンスに関するガイダンス、12（2011 年）
（「錫、タン
タル、タングステン、その鉱石と鉱物の派生物、および金」の責任あるグローバル・サプ
ライチェーン・マネジメントの基礎となるデュー・ディリジェンスについて論じている」、
国連コンゴ民主共和国専門家会議の 2010 年 11 月 29 日の最終報告書［S/2010/596］（当該
の個人および団体は鉱物のサプライチェーンに関して有効な統制と透明性の制度を確立す
べきであるが、金のサプライチェーンは錫、タンタルおよびタングステンのサプライチェー
ンとは異なる特性を示すため、取引される鉱物により、また、サプライチェーンにおける
個人または団体の立場により、その性質は変化すると述べている）、
http://www.enoughproject.org/files/publications/minetomobile.pdf において閲覧可能な
Enough Project、『鉱山から携帯電話へ：紛争鉱物のサプライチェーン』
（2009 年 11 月 10
日）（携帯電話やパソコンを含む電子製品の主要な要素であり、コンゴ東部の民間人を食い
物にしている武装集団や部隊の主な収入源である錫、タンタルおよびタングステン（3T）
ならびに金のサプライチェーンの透明性を高めようとする願望を示し、3T は錫石から取れ
る錫、鉄マンガン重石から取れるタングステン、コンゴ全域でコルタンと呼ばれているコ
ロンバイトタンタライトから取れるタンタルを含めて、鉱石から取れることを示している）
、
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/do_no_harm_global_witness.pdf に
おいて閲覧可能な Global Witness、
『害を及ぼすべからず：紛争鉱物をサプライチェーンか
ら排除する』
、2（2010 年 7 月）
（「
［DRC の］戦争当事者は、錫、タンタルおよびタングス
テンの鉱石と金を産出する［DRC 東部の］鉱山のほとんどを支配することによって財源を
得ている」と述べている）などを参照。
http://www.state.gov/documents/organization/168851.pdf で閲覧可能な国務省、
『紛争鉱物
のデュー・ディリジェンスに関するドッド＝フランク法第 1502 条の実施に関する声明』、1
（2011 年 7 月 15 日）
（国務省は DRC「東部から調達され、DRC 東部における紛争に油を
注ぐのに手を貸してきた紛争鉱物の問題―または金、コロンバイトタンタライト（コルタ
ン）、錫石（錫）、鉄マンガン重石（タングステン）もしくはその派生物の利用と取引―に
76
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我々の立場を明確化しつつある。77 ある意見提出者が示唆したように、規則案で我々が 3T
派生物（「3T」と呼ばれているタンタル、錫およびタングステン）を明示しなかったことは、
我々の規則にあまりにも大きな曖昧性をもたらしたであろうし、78 そのことで、紛争鉱物
規定の有効性を増すことなく、その及ぶ範囲、コストおよび複雑性を拡大することになっ
ただろう。79

最終規則における「紛争鉱物」という用語は、コロンバイトタンタライト、

錫石、金、鉄マンガン重石、および、追加的派生物が対象国における紛争の資金源となっ
ていると国務長官が判断しない限り、3T に限定されるそれらの派生物を含むと定義されて
いる。国務長官が上記の判断を行った場合には、それら追加的派生物も「紛争鉱物」、また
は対象国における紛争の資金源になっていると国務長官が判断する他の鉱物もしくはその
派生物と見なされる。
加えて、「紛争鉱物」という用語の定義を、武装集団の資金源となっていた、または
これらに利益をもたらしていた鉱物に限定すべきだという一定の意見提出者の提案にもか
かわらず、最終規則は、コロンバイトタンタライト、錫石、金、鉄マンガン重石およびそ
れらの派生物、ならびに実際に武装集団の資金源となっている、またはこれらに利益をも
たらしていると否とにかかわらず、国務長官が対象国における紛争の資金源となっている
と判断するその他の鉱物またはその派生物を指すために「紛争鉱物」という用語を用い続
対処するために数々の措置を実行している」と記している）も参照。
Mark E. Amodei 下院議員（2011 年 12 月 20 日）
（「Amodei 下院議員」）
（「タングステ
ン」に言及している）、Howard L. Berman 下院議員、Donald M. Payne 下院議員、および
Christopher H. Smith 下院議員（2010 年 11 月 8 日）
（予備提案書のウェブサイト）
（
「Berman
下院議員その他の予備提案」）（
「第 1502 条は、コンゴ民主共和国（DRC）の武装集団が、
最終的にコンピュータ、携帯電話その他の製品となる錫鉱石、コルタン、金その他の鉱物
資源の違法な採掘から利益を得る能力を制限することを目的としていた」）、Howard L.
Berman 下院議員、Donald M. Payne 下院議員、Jim McDermott 下院議員、Karen Bass
下院議員および Barney Frank 下院議員（2011 年 9 月 23 日）
（
「Berman 下院議員その他」）、
Renee L. Ellmers 下院議員（2011 年 12 月 13 日）
（「Ellmers 下院議員」）
（「タングステン」
に言及している）、Lee 下院議員からの書簡（「長年にわたって、金、ならびに錫、タンタル
およびタングステンを生産するために一般的に使用されるその他の原材料がコンゴ民主共
和国（DRC）および周辺国の一部にいる反乱グループによって違法に採掘され、売られて
きた」、また「これらの『紛争鉱物』がアフリカ中部における数十年間にわたる戦闘に油を
注いできた」と述べて、
「紛争鉱物」として金、錫、タンタルおよびタングステンに言及し
ている）、Tim Murphy 下院議員（2011 年 12 月 29 日）
（「Murphy 下院議員」）
（
「タングス
テン」に言及している）
、ならびに Barbara Boxer 上院議員、John Boozman 上院議員、
Christopher A. Coons 上院議員、Patrick J. Leahy 上院議員、Frank R. Lautenberg 上院
議員、および Jeff Merkley 上院議員（2011 年 10 月 18 日）
（「Boxer 上院議員その他」
）
（「第
1502 条の目的は、DRC における鉱物のサプライチェーンにおける透明性と説明責任を生み
出すことである。DRC に起源をもつ鉱物―錫、タンタル、タングステンおよび金を含む―
は一般的に、携帯電話、ノートパソコンや宝石などの製品に使用されている」）のそれぞれ
からの書簡を参照。
77

78

SEMI からの書簡を参照。

79

IPC II および NRF II からの書簡を参照。
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ける。この方式が適切であると我々が確信しているのは、それが紛争鉱物法律規定におけ
るこの用語の利用と合致しており、最終規則についてこの用語の定義を変えると、紛争鉱
物法律規定におけるこの用語の使い方と最終規則におけるこの用語の使い方が原因となっ
て関係者の間に混乱を引き起こす可能性があるためである。ただし、その紛争鉱物が武装
集団の資金源となる、またはこれらに利益をもたらすことがない発行人は、国内的または
国際的に広く認められているデュー・ディリジェンスの枠組に従って実施したデュー・ディ
リジェンスに基づいて、このような製品が最終規則に定義されている通り「DRC コンフリ
クト・フリー」であると判断することができるのであれば、特定開示報告書においてそれ
ら鉱物を含有する製品を「DRC コンフリクト・フリー」と記述することができる。

B.
1.

第 1 ステップ―紛争鉱物規定の対象である発行人（英語原文
証取法に基づいて報告書を提出する発行人（英語原文

P.40～94）

P.48～52）

我々は意見を検討した上で、最終規則を提案通り採択しようとしている。このため
最終規則は、国内企業、外国民間発行人、および小規模な報告企業を含めて、証取法の第
13(a)条または第 15(d)条に基づいて委員会に報告書を提出するいっさいの発行人に適用され
る。この点に関してこの法律の文言は明確であり、証取法の第 13(a)条または第 15(d)条に基
づいて委員会に報告書を提出する発行人にのみ適用されることを我々は確信している。議
会が、かかる報告書を提出する発行人以外を対象とすることを意図していたことを示す明
確な徴候はない。我々は法案の共同提案者 2 名が共同で提出した意見書に表明されている
見解を高く評価しているが、113 立法の沿革は、委員会に報告書を提出する、もしくは報告
を行う企業、もしくは米国の証券取引所に上場されている企業にしか言及していない。114
議会が採択した法律が証取法において、報告を行う発行人を扱う条文の中に位置している
ことも、範囲がより限定されていることを反映している。115

113

Durbin 上院議員／McDermott 下院議員からの書簡を参照。

H. R. REP（下院報告書）.No.111-517、両院協議会の共同説明、タイトル XV、879 の
「紛争鉱物」
（Conf. Rep.）
（2010 年 6 月 29 日）
（
「会議報告書は、製造する製品の機能また
は生産のためにコンゴ民主共和国および周辺国に起源をもつ鉱物を必要とし、それ以外に
SEC に申請を行うことを義務付けられているすべての人が SEC に開示を行うことを義務
付けている」
）、156 CONG. REC.（議会記録）S3976（daily ed. 2010 年 5 月 19 日）
（Feingold
上院議員の発言）（「Brownback 修正は狭義に書かれている」と述べて、規定を論じるに当
たって「米国の証券取引上の上場企業」にのみ言及している）
、156 CONG. REC. S3865-66
（daily ed. 2010 年 5 月 18 日）（紛争鉱物法律規定は「幅の狭い SEC の報告要件である」
と述べて、規定を論じるに当たって「SEC の報告要件」にのみ言及している）、および 156
Cong. Rec. S3816-17（daily ed. 2010 年 5 月 17 日）（Durbin 上院議員の発言）（規定は
「ニューヨーク証券取引所に上場されている企業に対して、SEC への提出報告書において
開示を行うことを義務付けることになろう」と述べている）を参照。
114

115

「定期その他の報告書」と題された証取法第 13 条を参照。
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法律は、発行人の規模または国内企業であるか否かに基づく区別については述べて
いない。特に、小規模な報告企業または外国民間発行人に関する文脈においてではないが、
一部の意見提出者は、我々が証取法第 36(a)条 116 に基づく一般的な免除権限を利用して、紛
争鉱物法律規定の義務づけている開示の全面的かつ即時の遵守を特定種類の企業に免除す
ることを提案した。117 紛争鉱物法律規定の適用対象である発行人の種類について、この規
定そのものにおける唯一の制限要素は、紛争鉱物が製造されている、または製造委託契約
が結ばれている製品の「機能または生産に必要である」か否かに基づいている。118 さらに、
議会は委員会の報告義務の改訂と免責に関する具体的な条項を盛り込んだが、それは大統
領に、かかる改訂または免責が国家安全保障上の利益になるか否かを判断することを義務
付けるとともに、委員会によるかかる適用除外を 2 年間に限定するというものである。こ
の法律上の免責について定められた高い基準、およびその継続期間の限定は、紛争鉱物法
律規定を幅広く適用するという議会の意図を立証しており、様々な範疇の発行人を適用除
外とすることはこの意図に矛盾するだろうというのが我々の見解である。我々は、第 1502
条が単なる発行人にとっての開示義務ではなく、対象国からの紛争鉱物についての情報を
公にすることを目指す数々の連邦機関が協調行動をとることを意図する包括的な立法構想
であることもまた認識している。119 我々は、適用除外の範疇を幅広くすることが、この構
想および、紛争に寄与する対象国からの紛争鉱物の使用を削減するという法律の目的と矛
盾することを懸念している。120

議会は、包括的な開示体制の実施を通じてこの目標を追

15 U. S. C. 78mm(a)（「委員会は規則、法規または命令により、本チャプターまたは本
チャプターに基づく規則もしくは法規の規定の適用免除が公益のために必要または適切で
あり、投資家保護に合致している場合には、いかなる人、有価証券または取引に対しても、
あるいはいかなる種類の人、有価証券または取引に対しても、条件付きで、または無条件
に、適用を免除することができる」
）。

116

Davis Polk & Wardwell LLP（2011 年 3 月 2 日）
（「Davis Polk」）、全米ケーブル電気
通信協会（2011 年 10 月 31 日）（「NCTA」）、Spencer Bachus 下院議員、Gary G. Miller
下院議員、Robert J. Dold 下院議長、および Steve Stivers 下院議員（2011 年 7 月 28 日）
（「Bachus 下院議員その他」）
、Verizon、IPC の代理としての Wilmer Cutler Pickering Hale
および Dorr LLP Hale（2011 年 6 月 2 日）
（「WilmerHale」）のそれぞれからの書簡などを
参照。
117

118

証取法第 13(p)(2)(B)条。

同法第 1502(c)および(d)条。我々は議会が、特に「第 13(p)(1)(A)条に従って…報告書の
提出を義務付けられていない」者、および「機能または生産に紛争鉱物が必要である」製
品を製造している者について公に利用可能な情報に関して、定期的に報告を行うことを会
計検査委員長に義務付けていることを認識している。第 1502(d)(2)(C)条。我々は、この規
定は製品の機能または生産のために紛争鉱物が必要であっても紛争鉱物法律規定の要件の
対象でない者―我々の開示・報告規則の対象でない未公開企業など―に関する報告を行う
ことを会計検査院長に義務付けているものと解釈している。第 13(p)(3)条に従って免責また
は改訂を受ける発行人もこれに含まれるだろう。
119

120

Global Witness I および State II のそれぞれからの書簡、ならびに
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求することを選んだ。議会が意図していると我々の理解している効果を規定がもてるよう
にするためには、我々の規則は法律の文言と一致していなければならず、発行人の幅広い
範疇を適用の除外としてはならないことを我々は確信している。このため我々は、小規模
な報告企業または外国民間発行人を適用除外とはしていない。
加えて、特に小規模な報告企業を適用除外としても、これら企業はなお、大規模な
発行人のために自らの紛争鉱物情報を遡って追跡し、情報提供することを義務付けること
を要請されるであろうことから、適用除外とすることがこれら企業の負担を大幅に減らす
ことになるのか否かが明確でない。121

さらに、適用除外によって小規模企業にもたらさ

れる利益の範囲で、こうした適用除外が、必要な紛争鉱物情報の提供を供給業者である小
規模な報告企業に依存している大企業の負担を増やす可能性がある。
さらにまた、以下で詳細に論じるように、最終規則は、紛争鉱物が対象国を原産国
としていないと判断できない、あるいは対象国を原産国とする紛争鉱物が武装集団の直接
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していないと判断できないすべ
ての発行人に、その製品を「DRC コンフリクト判定不能」と記述することを暫定的に許可
し、これらの鉱物に関しては紛争鉱物報告書に独立した民間部門による監査を受けること
をこのような発行人に対して暫定的に要求しない。この暫定的な便宜は、最終規則に基づ
く報告の最初の 2 年間にわたってすべての発行人に利用可能となる。最終規則はこの期間
を小規模報告企業についてはさらに 2 年間延長し、小規模報告企業には 4 年間の暫定期間
を与える。この方式は、小規模報告企業への報告要件の適用可能性についての一部の意見
提出者の提言と合致している。122
http://www.sec.gov/spotlight/conflictminerals/conflictmineralsroundtable101811-transcr
ipt.txt において閲覧可能な、紛争鉱物に関する SEC 円卓会議の筆記録のセクション 141
（2011 年 10 月 18 日）（Tim Mohin の発言）（単独で作業している企業は、製品に含有さ
れる鉱物が武装集団を支援しているか否かを判断することはできないが、大企業と零細企
業が協力して作業すれば、こうした判断を行うことができると述べている）、同上の 22
（Bennett Freeman の発言）（すべての企業による開示が投資家にとって重要であるため、
バリューチェーンおよびサプライチェーン全般に属するすべての企業を規則の対象とすべ
きであると主張している）を参照。同上の 62、92、および 103（それぞれ、Andrew Matheson、
Benedict S. Cohen、James McDermott 下院議員の発言）
（小規模な発行人が規則の対象と
なることを前提としている）も参照。
121

IPC I からの書簡を参照。

Howard からの書簡（「小規模企業にとっては、割合で見るとより高い追加コストがか
かるだろうが、コストの上昇は大企業にも当てはまり」、最終規則が「コストを緩和」でき
る方法「は、数年間にわたり、企業の規模に基づいて、デュー・ディリジェンスについて
の容認可能なレベルの厳格さを段階的に導入することである」と述べている）を参照。JVC
その他 II からの書簡（「小規模報告企業については、法律の目標の達成に伴う利益と比べて、
コンプライアンスのコストが法外に大きな損害を与えると想定することが合理的であるの
は、これら企業には特定の紛争鉱物の起源に関して証明を行うよう供給業者や製錬業者に
圧力をかけることのできる影響力が欠けているからであり」、よって、「こうした幅広いグ
ローバルなイニシアチブの結果を彼らの個々の事実や状況に順応させるための時間をより
122
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同様に、我々が外国民間発行人を適用除外としていないのは、適用除外とすること
がその規定によって議会が意図したことを生じさせないだろうからである。意見提出者た
ちが述べていたように、外国民間発行人を適用除外とすると、発行人が供給業者である外
国民間発行人に対して、紛争鉱物情報の提供を強制することが困難になり、結果として国
内の発行人が競争上不利になり、紛争鉱物のサプライチェーンの透明性を損なうことにな
る可能性がある。123

また、外国民間発行人を最終規則に含めても紛争鉱物法律規定が国

外に効力を及ぼすものではないと我々が認めているのは、この規定が、米国の証券市場に
参入する外国民間発行人にのみ適用されるためである。

2.

i.

製品の「製造」と「製造委託契約」
（英語原文

「製造」（英語原文

P.60～67）

P.60～61）

我々は意見を検討した上で、規則案を部分的に修正しようとしている。提案されて
いる最終規則は、発行人によって製造される、または製造委託契約が結ばれる製品の機能
または生産に紛争鉱物が必要な、いかなる発行人にも適用される。最終規則が「製造」と
いう用語を定義していないのは、我々が提案書で論じたように、この用語は一般的に理解
されていると確信し続けているためである。ただし我々は、紛争鉱物を含有する製品の補
修、保守または修理のみを行う発行人が製品を「製造している」とは見なさないこと、153
この解釈は提案書からの変更ではなく、意見に応えての明確化であることを述べておく。154
我々は、一部の意見提出者が提案しているように「製造」の定義を狭める、または
拡大することは、第 1502 条の文言および枠組に矛盾することになると確信している。例え
ば、多くの意見提出者が提案した NAICS の定義は、原材料の形式でない材料、物質、また
は構成部品を組み立てて製品を製造するいっさいの発行人を除外するように思われる。こ
のような定義は、一定の自動車メーカーや電子機器メーカーなど、組み立てを通じて製品
を製造する発行人の大きなカテゴリーを除外することになるだろうが、我々は、このカテ
ゴリーは紛争鉱物法律規定の対象とするべく意図されていることを確信している。別の例
として、ある意見提出者が示した製造の定義は、「紛争鉱物の輸入、輸出、または販売」を

長く小規模報告企業に与えることが適切であろうと我々は確信している」と述べている）
も参照。
123

NEI からの書簡および TriQuint I からの書簡を参照。

JVC その他 II からの書簡（「宝石の小売店が一般的に履行している一定の組み立てと修
理の機能」は製造とは定義すべきでないとする意見を述べている）を参照。

153

ABA からの書簡（委員会は「最終規則、またはそれに相当する採択の発表のいずれに
おいてであれ、規則の観点から見て製品の製造とは見なされない活動についての追加的ガ
イダンスを示すべきである」とする意見を述べている）を参照。
154
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含めるように思われるが、155

これは明らかに製品を製造しない発行人を含めるように定

義を拡大することになろう。また、提案された他の定義の多くは、我々としては定義する
必要があるとは考えていない、一般に理解されているこの用語の意味を詳しく説明してい
るに過ぎない。
ii.

「製造委託契約」（英語原文

P.61～67）

規則案と同じく最終規則は、ある製品の構成部品の中の紛争鉱物を含めて、その発
行人によって製造委託契約が結ばれている製品の機能または生産に紛争鉱物が必要である
いっさいの発行人に適用される。ある発行人が製品の製造委託契約を結んでいるか否かと
いう問題は一般に、発行人の事業と産業を取り巻く個別の事実と状況に基づいて、その製
品の製造にその発行人がどの程度影響力を行使しているかに左右されることになる。発行
人はいつ、ある製品について製造委託契約を結ぶのかを最終規則が定義しないのは、我々
はこの概念は基本的レベルにおいて直感的なものであると確信しているが、意見を検討し
て正確な定義を策定しようと試みたところ、影響を受ける多種多様な産業で活動し、様々
なやり方で構築されている発行人を「製造委託契約」がカバーしようとすると、この用語
の定義はあまりにも複雑で手のつけられないものになってしまうという結論に至ったため
である。ただし我々は、ある発行人が製品の製造委託契約を結んでいると見なすべきか否
かを判断する際に合理的であると考えるいくつかの一般原則については、以下にガイダン
スを示す。
我々は、基準の問題としては規則案と同じく、発行人は製造されている、また製造
委託契約が結ばれていて「DRC コンフリクト・フリー」156 の定義を満たさない製品につい
て紛争鉱物報告書に記述しなければならないという法律上の義務に基づき、製品の製造委
託契約を結んでいる発行人を含めるという法律の意図は明らかだと確信している。我々は
意見提出者たちが、法律には製品の製造委託契約をしている発行人は含まれず、規定にこ
の語句を含めた背景にある唯一の意図は、第三者と製品の製造委託契約を結ぶことによる
メーカーの報告要件の回避を防ぐことであると主張していたことを認識している。とは
言っても、証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条は紛争鉱物報告書を提出しなければならない発行人に
対して、
「製造されている、または製造委託契約が結ばれている、DRC コンフリクト・フリー
でない製品」
（下線は追加）について記述することを義務付けている。この要件に「製造委
託契約が結ばれている」製品を含めたことは、議会が紛争鉱物法律規定をこうした製品に
適用することを意図していたことを示しており、製品の製造委託契約を結ぶ発行人を規則
の範囲に含めれば、この意図に実効を生じさせる、というのが我々の見解である。我々は、
自分たちの解釈の方が別の解釈―議会は「製造委託契約が結ばれており」、「DRC コンフリ
クト・フリー」ではない製品の記述を義務付けたが、製造委託契約を結んでいる発行人に、

155

Earthworks からの書簡を参照。

156

証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条を参照。
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紛争鉱物報告書の提出を義務付けられているか否かを判断することは義務付けなかったと
いう解釈―よりも、この法律に合致していると確信している。この解釈では、内部的に矛
盾することになろう。製品の製造委託契約を結んでいる発行人に紛争鉱物法律規定を適用
しないことは、その規定の目的を大いに損なうことになろう。
もう 1 つの基準の問題として、我々は「製造委託契約」という語句で、製品の構成
部品の製造委託契約を結ぶメーカーが捕捉されることを確信している。我々は一般論とし
て、製品の一定の構成部品の製造委託契約を結んでいるメーカーである発行人は、紛争鉱
物法律規定の観点からは、自ら構成部品を製造するのと同じ程度に製品中の紛争鉱物に責
任があると見なされるべきだと考えている。これらメーカーが製品の構成部品で紛争鉱物
を含有するものの製造を外注に出すことで最終規定の要件を回避するのを認めることは、
紛争鉱物法律規定と矛盾すると我々は確信している。紛争鉱物法律規定の共同提案者 2 名
が述べたように、「競争を通じて部品価格を押し下げるのを助ける」ために、「製品の組み
立てをする時に多くの企業が、供給業者数社のうちの 1 つから調達した構成部品を使用し
ている」が、
「報告と透明性を回避するための理由づけとして、このビジネスモデルという
選択肢を利用しないことが何よりも重要である」。157
我々は規則案において、製品を自身で製造はしないが、その製品の製造に「何らか
の」影響力をもつメーカーは、その製品の製造委託契約を結んでいると見なすべきである
という信念を表明した。また、自身のブランド名または別のブランド名で一般的な製品を
提供する発行人は、特別に自社のために製品を製造させる契約を結んでいる限りにおいて、
その製品の製造委託契約を結んでいると見なされるべきだとする信念も表明した。このよ
うな発行人は製品の製造に暗黙の内に影響力を及ぼすものであるため、これら製品の製造
委託契約を結んでいると見なされるべきであると確信していたのである。ただし我々は意
見提出者たちにより、提案書に示されていたこのレベルの統制力は「幅が広すぎ」て「紛
らわしく」、こうした発行人に「多大」で「非現実的」、かつ「費用のかかる」負担を負わ
せることになることを納得させられている。158
提案書における我々のアプローチと同じく、「製造委託契約」には、自らの製品の製
造に対して実際にある程度の影響力をもっている発行人を含めることが意図されているこ
とを我々は確信している。しかし我々は、発行人が製品の製造委託契約を結んでいると見
なされる状況についての見解を修正した。発行人は、製品に含まれるはずで、紛争鉱物ま
たはその派生物を含有している材料、部品、成分、または構成部品に対して行使する影響

Richard J. Durbin 上院議員および Jim McDermott 下院議員からの書簡（2010 年 10
月 4 日）
（予備提案書のウェブサイト）
（「Durbin 上院議員／McDermott 下院議員の予備提
案」）を参照。
157

ABA、AT&T、Corporate Secretaries I、Davis Polk、および Verizon のそれぞれから
の書簡などを参照。NRF I からの書簡（我々が提案した方法は「過酷」になると述べてい
る）をも参照。
158
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力の程度によって、製品の製造委託契約を結んでいると見なされる。発行人が製品の製造
委託契約を結んでいると見なされるのに必要な影響力の程度は、各発行人に個別の事実と
状況に基づく。ただし我々は、受け取った意見に基づき、ある発行人の行為が下記以上の
ものを伴わないのであれば、紛争鉱物法律規定の観点からは、その発行人は製造委託契約
を結んでいると見なすべきではないと考えている。
(a) 研修や技術サポート、価格、保険、免責、知的所有権、紛争の解決、または製
品に関するその他の類似の条件など、製品の製造と直接に関係しない契約条件
をメーカーに指定する、またはメーカーと交渉する。ただし、発行人が製品の
製造に直接関係する条件で契約を結ぶのと実際的には同等である程度の影響力
を製品の製造に対して行使するために、これらの措置をとるよう指定する、ま
たはこれらの措置をとることについて交渉を行う場合を除く。または
(b) 第三者の製造した一般的な製品に自らのブランド、マーク、ロゴ、またはラベ
ルを添える。または
(c) 第三者の製造した製品の補修、保守、または修理を行う。
例えば、小売で販売するために、あるメーカーから買い付ける携帯電話が特定のネッ
トワークで機能しなければならないことをそのメーカーに指定するサービス提供事業者は、
それ自体としては、最終規則の観点から見れば、その電話の「製造委託契約を結ぶ」に足
るほどの影響力を行使してはいない、とする意見提出者たちに我々は合意する。ただし、
規則案のもとでは、このような発行人は「何らかの」影響力の基準に達していた可能性が
ある。反対に我々は、発行人がある製品の製造委託契約を結んでいると見なされるために
は、その製品の製造に対して「実体的な」影響力または統制力をもっていなければならな
いとする意見提出者たちには同意しない。159

このような基準は、製品の製造委託契約を

結ぶ発行人に対する紛争鉱物法律規定の捕捉範囲を大幅に限定することになり、我々はこ
うした範囲の狭さは、同条項の意図と合致しないと考える。例えば、発行人が契約相手の
メーカーに対して、製品に特定の紛争鉱物を含めることを指定する場合、その発行人はそ
の製品の総合的な製造に対して「実体的な」影響力を行使していると見なされないかもし
れない。しかし我々は、こうした発行人はその製品の製造委託契約を結んでいるものとし
て最終契約の対象になると見なすだろう。さらに我々は、製品に紛争鉱物を含めるよう明
示的に指定する発行人に対してのみ最終規則を適用することを提案する意見提出者たち

160

には同意しない。我々は、これは紛争鉱物法律規定に対してあまりにも狭すぎる解釈であ
り、このように解釈すると、この法律は非論理的になると考える。例えば、複数の意見提
出者が主張したように、議会はメーカーが一定の製品の製造委託契約を結ぶことによって
開示要件を忌避するのを防ぐために、製品の開示に「製造委託契約」を挿入した。しかし、
AT&T、Corporate Secretaries I、CTIA、JVC その他 II、NRF I、および Verizon の
それぞれからの書簡などを参照。
159

160

NAM I からの書簡および SEMI からの書簡を参照。
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「当該者」の定義に「製造委託契約」が含まれなければ、発行人は第三者に製造を外注す
ることによってこの法律を回避することができる。こうすれば、発行人はステップ 2 とス
テップ 3 の資格を満たさないため、鉱物の開示を義務づけられることは決してなくなるの
である。
さらに、提案書における我々のアプローチとは対照的に、我々は発行人がそれ以上
関与することなく、自社のブランド名または別のブランド名で一般的な製品を提供してい
るだけであれば、我々の規則の観点からは、その発行人がその製品の製造委託契約を結ん
でいるとは見なさない。我々は意見提出者たちの意見により、このような発行人は必ずし
も、紛争鉱物法律規定の観点から見て、その製品の製造を外注契約していると見なされる
に足るほどの影響力を行使しているわけではないことを納得している。ある意見提出者が
述べたように、発行人とメーカーの間のこうした関係は、発行人がそのメーカーに「製造
を外注している」関係ではなく、メーカーがその発行人を「販売チャネル」として利用し
ている関係と特徴づける方が適切である。161

このような関係は、純粋な小売業者に類す

る立場にその発行人を据えるほどにまで、その製品の製造に対する発行人の影響力を限定
する。ある意見提出者は、このような発行人を製品の製造の外注契約者に分類することに
よっては、紛争鉱物法律規定の目的は果たされないと述べている。162

我々は、この意見

に同意する。ただし、自社のブランド名または別のブランド名を含む一般的製品があり、
その製品の製造に、こうしたブランド名を含めるだけにとどまらない関与を行っている発
行人は、自らの影響力がその製品の製造委託契約を結んでいると見なされる程度に達して
いるか否かを判断するに当たって、事実と状況のすべてを検討する必要があろう。

3.「製造を行っている」発行人としての採掘企業たる発行人（英語原文

P.70～71）

我々は意見を検討した上で、規則案を修正しようとしている。我々は、紛争鉱物を
採掘する、または採掘契約を結んでいる発行人については、直接的であれ、契約を通じて
間接的であれ、採掘に加えて製造にも従事している場合を除いて、紛争鉱物を製造してい
る、または製造委託契約を結んでいるとは見なさない。この点に関して我々は、規定の平
明な読みに基づいて、採掘が「製造」であるとは考えない。我々は、紛争鉱物法律規定の
文言のどこにも、明示的に採掘は含まれておらず、採掘を含めると法律の権能を拡大する
ことになるという意見提出者の懸念に賛同する。紛争鉱物法律規定は具体的に採掘に言及
しておらず、ある意見提出者が述べたように、
「ある『製品』の『製造』という用語を拡大
して紛争鉱物の採掘を含めるようにすると、これらの語句の平明な意味が捻じ曲げられる」
。

161

AT&T からの書簡を参照。

162

Cleary Gottlieb からの書簡を参照。
28

173

意見提出者たちが論じているように、議会は規定の以前のバージョンから採掘活動
への言及を削除したように、議会が紛争鉱物の規定において紛争鉱物の採掘のみを行って
いる発行人を含めるつもりがなかったことは立法の歴史が立証している。例えばある意見
提出者は 2 通の意見書において、紛争鉱物法律規定の以前のバージョンは、製造プロセス
における対象鉱物の使用、または「対象鉱物の商業的探鉱、採取、輸入、輸出または販売」
への従事のいずれかを行う誰に対しても明確に適用されていたと述べていた。174 しかし、
紛争鉱物法律規定の最終バージョンは、採取関連の活動への言及を割愛し、製造にのみ言
及している。175 この意見提出者が述べているように、議会が採掘活動を割愛したことは、
議会が「対象鉱物の採取と加工ではなく、対象鉱物を使用または含有する商品の製造を取
り上げる」ことを意図していたことを証拠立てている。176

このため、我々は規定の明確

な読みと立法の歴史の双方に基づいて、採掘を行っている発行人が採掘以外に直接的に、
または採掘契約を通じてのいずれかで製造に従事しているのでない限り、最終規則のもと
で採掘を行う発行人を製造企業である発行人に含めることは、紛争鉱物法律規定の文言に
矛盾するであろうことを納得している。

4.

紛争鉱物が製品に「必要」である時（英語原文

P.81～94）

紛争鉱物法律規定は、「必要な」紛争鉱物が対象国を原産国とするか否かを毎年開示
し、対象国を原産国とする場合には紛争鉱物報告書を提出することを「当該者」に義務付
ける法規を公布することを我々に義務付けている。177 この規定はさらに、ある者は、「紛
争鉱物がその者の製造する製品の機能または生産に必要」なのであれば「当該者」である
と述べている。178

ただしこの規定は、「製品の機能または生産に必要」の意味について、

それ以上の説明またはガイダンスを示していない。同様に、我々は製品の機能または生産
に紛争鉱物が必要な時を定義することを提案しなかった。ただし我々は、我々の規則にお
いてこの語句を定義すべきか、またどのように定義すべきかに関する意見を要請し、「製品

173

AngloGold からの書簡を参照。

NMA II および NMA III のそれぞれからの書簡を参照。これらの書簡は、2009 年に上
院に上程された、紛争鉱物法律規定に類似の 2 件の法案について論じている。第 111 議会
の 2009 年コンゴ紛争鉱物法、第 111 回議会の S.891（2009 年）および第 111 回議会の
S.A.2707（2009 年）をも参照。これら以前の紛争鉱物案の双方とも、製造プロセスにおい
て紛争鉱物を使用する企業に、また、紛争鉱物の「商業的な探鉱、採取、輸入、輸出また
は販売」に従事している者にも明らかに適用されるものであった。
174

175

NMA II からの書簡を参照。

176

同上。

177

証取法第 13(p)(1)(A)条。

178

証取法第 13(p)(2)(B)条。
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の生産に必要」の意味について一定のガイダンスを示した。
我々は意見を検討した上で、規則案と同様に、紛争鉱物が製品の「機能に必要」で
ある時、または製品の「生産に必要」である時を定義しない最終規則を採択しようとして
いる。224

ただし、提案書で行ったように、我々はこれらの語句の解釈に関してガイダン

スを示そうとしている。このガイダンスは我々が受け取った意見に基づいて、提案書に示
されているガイダンスから見るとある程度修正されている。紛争鉱物がある製品の「機能
に必要」である、または「生産に必要」であると見なされるか否かは、発行人に固有の事
実と状況に左右されるが、発行人が自らの判断を行う際に検討すべきであると我々が考え
る要素がいくつかある。
以下に述べるように、紛争鉱物が製品の「機能に必要」であるか否かを判断するに
当たって、発行人は、(a)紛争鉱物がその製品またはその製品の構成部品に含有されていて、
かつ意図的に加えられており、なおかつ自然に発生する副産物ではないか否か、(b)紛争鉱
物がその製品に一般的に期待される機能、用途、または目的に必要であるか否か、または(c)
装飾、飾りのため、または光彩を添えるために紛争鉱物が組み込まれている場合に、その
製品の主目的が装飾または飾りであるか否かを検討すべきである。適用される事実と状況
に基づき、これらの要素のいずれかが個別に、または集合的に、紛争鉱物が所与の製品の
「機能に必要」であるか否かについての決定要因となる場合がある。紛争鉱物がある製品
の「生産に必要」であるか否かを判断するに当たって、発行人は、その製品に紛争鉱物が
含有されていて、その製品の構成部品の生産プロセスを含めたその製品の生産プロセスに
意図的に加えられているか否か、また、その製品を生産するためにその紛争鉱物が必要で
あるか否かを検討すべきである。以下で、「機能に必要」と「生産に必要」に関する我々の
ガイダンスに加えた変更について述べる。

i.

製品に含有されている（英語原文

P.83～86）

我々は意見を検討し、紛争鉱物法律規定を見直した上で、以下に述べるように、製
品に含有されている紛争鉱物のみを、その製品の「機能または生産に必要」であるとみな
すべきであることを納得している。我々は、このアプローチは、紛争鉱物法律規定の法律
的構造に照らして適切であることを確信している。上で論じたように、紛争鉱物法律規定
は、自らが製造する、または製造委託契約を結んでいる製品の「機能または生産に必要」
な、対象国を原産国とする紛争鉱物を有する発行人に対して、紛争鉱物報告書を提出する

224

基準の問題として、ある紛争鉱物がある製品の「生産に必要」であるか否かの検討と、
ある紛争鉱物がその製品の「機能に必要」であるか否かの検討を区別することを紛争鉱物
法律規定が義務付けていると我々が確信しているのは、同規定には双方の語句が含まれて
いるためである。以下のパート II.B.4.c.iii を参照。証取法第 13(p)(1)(A)条および第 13(p)(2)
条も参照。
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ことを義務付けている。225

この規定にはその紛争鉱物報告書において義務付けられる情

報に関して、証取法第 13(p)(1)(A)(i)条と同法第 13(p)(1)(A)(ii)条という、はっきりと分かれ
た 2 つの項目が含まれている。一般論として、証取法第 13(p)(1)(A)(i)条は、独立した民間部
門による監査を含めて、発行人がその紛争鉱物の起源と加工・流通過程に関するデュー・
ディリジェンスの方法について記述を扱うものであり、第 13(p)(1)(A)(ii)条は「DRC コンフ
リクト・フリー」であることが判明しなかった製品について記述することをその発行人に
義務付けるものである。紛争鉱物法律規定は「DRC コンフリクト・フリー」とは、対象国
における「武装集団の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
物を含有しない製品」を意味すると定義している。226

「含有する」という語が使用され

ていることは、証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条に基づいて義務付けられる開示が、製品に実際に
紛争鉱物が含有されている発行人に限定されていることを示している。227

ある製品の機

能または生産に紛争鉱物が必要であるか否かを解釈するに当たっては、この限定を含める
ことが適切であると我々は確信している。
我々は、証取法第 13(p)(1)(A)(i)条に、製品が必要な紛争鉱物を「含有」していなけれ
ばならないという同様の限定が含まれていないことに着目している。その結果、証取法第
13(p)(1)(A)(ii)条の「含有」という語は、紛争鉱物がその製品の「機能または生産に必要」で
あるためには、製品に含まれていなければならないことを意味しないというように紛争鉱
物法律規定を解釈することが可能である。しかし我々は、こうした解釈が適正な理解であ
るとは考えない。この方式に従えば、この規定は、ある製品の「機能または生産に必要」
であるが、製品には含まれていない紛争鉱物を有する発行人に対して、提出を義務付けら
れている監査済みの紛争鉱物報告書において、証取法第 13(p)(1)(A)(i)条のもとで義務付けら
れるデュー・ディリジェンスについて記述するが、その製品には紛争鉱物が「含有」され
ていないために、対象国における武装集団の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使用して生産された製品を、「DRC コンフリクト・フリー」
であることが判明しなかったとは記述しないと解釈することが可能である。
しかし我々は、こうした解釈の方がすぐれた理解であるとは考えない。このような
解釈は紛争鉱物法律規定が、その製品の「機能または生産に必要」で、対象国を原産国と
し、それらの国々において武装集団に利益をもたらす紛争鉱物を有する発行人がその鉱物
の起源と加工流通保管過程に関するデュー・ディリジェンスを記述するが、その製品を

225

証取法第 13(p)(1)(A)条を参照。

同上（下線は追加した）
。同法第 1502(e)(4)条（単に「鉱物」ではなく「紛争鉱物」に
言及している点を除いて、証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条と同じ態様でこの語句を定義している）
をも参照。
226

我々は、Random House の Webster’s Dictionary 第 2 版が、
「含有する」には「体積ま
たは面積の中に保有する」が含まれると定義していることに着目している。RANDOM
HOUSE WEBSTER’S DICTIONARY, 142（1996 年第 2 版）。
227
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「DRC コンフリクト・フリー」であるとは判明していない製品として記述する必要のない
紛争鉱物報告書の提示を義務付けられる状況を構想していたことを意味するだろう。我々
は、「含有」という語に意味を与えるより良い解釈は、製品に含有されている紛争鉱物のみ
がその製品に「必要」だと見なされ、こうした鉱物のみが、合理的な原産国調査を実施す
るという要件のきっかけとなる、というものであると確信している。
さらに、我々が最終規則に、ある製品の「機能または生産に必要」で、その製品に
含有されていない紛争鉱物を含めるべきではないと考えているのは、最終的に製品に含ま
れない鉱物に対して規定を適用することが特に難しいという意見提出者たちの懸念を我々
がよく理解しているからである。上に述べたように、触媒その他、ある製品の生産には必
要で、その製品には現れない紛争鉱物をどう扱うべきかに関して、意見提出者たちの見解
は様々である。ただし我々は、触媒が必要で完全には洗い流されていない製品が存在する
ことに着目している。228

このような状況においては、その製品は生産に必要であり、最

終規則の対象である、必要な紛争鉱物を含有している。

ii.

意図的に加えられる（英語原文

P.86～87）

意見提出者たちは正確な定義では合意しなかったが、意見提出者と言える意見提出
者のほとんどは、紛争鉱物が、最低限でも製品または生産プロセスに意図的に加えられた
のであれば、紛争鉱物法律規定の観点からは、製品の「機能または生産に必要」と見なす
べきであるとする点で一致していた。229

我々はこの語句の定義を行わないが、自然に発

生する副産物ではなく意図的に加えられていることは、ある紛争鉱物が製品の「機能また
は生産に必要」であるか否かを判断する上で重要な要素であることに同意している。この
ことは、紛争鉱物が製品に含有されている限りにおいて、誰がその鉱物を製品に加えたか
とは無関係に言えることである。
この点に関して我々は、ある紛争鉱物が「供給業者または下請業者、あるいはサプ
ライチェーンのさらに上流にある当事者の一方的判断に基づいて発行人が取得した従属部
品の中に存在している場合」には、その紛争鉱物は、その発行人によって「意図的に加え
られた」と見なすべきではないと、ある意見提出者が主張していたことに着目している。230
我々は、この意見には賛成しない。規定の共同提案者 2 名が主張していたように、ある紛
Industry Group Coalition I からの書簡、および NAM I からの書簡（製品と化学反応
をさせ、製品を生産するために触媒が使用され、反応して製造された製品にその触媒が痕
跡程度見出されるが、その触媒が製品の性能には寄与していない状況に具体的に言及して
いる）を参照。
228

AAEI、Bario-Neal、Brilliant Earth、Earthworks、Enough Project I、Global Witness
I、Hacker Jewelers、Hoover & Strong、Howland、ITIC I、Japanese Trade Associations、
MSG I、Niotan I、NRF I、Peace、PCP、SEMI、Durbin 上院議員／McDermott 下院議
員、SIF I、TIAA-CREF、TriQuint I、および WGC II のそれぞれからの書簡などを参照。
229

230

SEMI からの書簡を参照。
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争鉱物がある製品に「必要」であると見なされるか否かの判断は、その紛争鉱物が発行人
によって直接的にその製品に加えられたか否か、または発行人が第三者から受け取る製品
の構成部品に加えられているか否かに依拠すべきではない。発行人は、「製品の全体に関し
て報告を行い、供給業者と協力して規定に従うよう努める」べきなのである。231 従って、
発行人はある製品に紛争鉱物が「必要」か否かを判断するに当たって、たとえ紛争鉱物が
その製品中にあるのは、本来は第三者によって製造された構成部品の一部として含まれて
いるからであるに過ぎないとしても、自らの製品に含有されている紛争鉱物を検討しなけ
ればならない。

iii.

「機能に必要」（英語原文

P.87～89）

製品に含有されていることと意図的に加えられたことに加えて、紛争鉱物が製品の
「機能に必要」であるか否かを判断するに当たってのもう 1 つの要素は、その製品に一般
的に期待される機能、用途、または目的にその紛争鉱物が必要であるか否か、である。一
部の意見提出者は、紛争鉱物がある製品の「機能に必要」であるか否かについての発行人
の検討を「基本的機能」または「経済的有用性」のテストに限定することを提案した。し
かし我々は、判断をこれらテストに限定すると、こうした判断を行うことを義務付けられ
ている発行人により大きな確実性または明確性を与えることにはならないと考えている。
ある意見提出者が述べたように、「『基本的機能』と補助的機能の区別は、曖昧で漠然とし
ている」。232

同様に、別の意見提出者が述べたように、「経済的有用性はきわめて主観的

で、従属部品の中深くに埋め込まれている派生物がもたらす予見不能な結果であり得る」。
233

このため我々は、こうしたテストは、あまりにも主観的でほぼ実行不能であると考え

ている。我々は、ある製品には、一般的に期待される機能、用途、および目的が複数ある
状況が存在することを認識して、製品に一般に期待される機能、用途、または目的に集中
する方が適切であることを確信している。このような状況においては、紛争鉱物が製品全
体にとって必要であるためには、こうした機能、用途、または目的の 1 つにとって必要で
あるだけで良い。例えば、スマートフォンには電話の送受信、インターネットへのアクセ
ス、保存した音楽の聴取など、一般に期待される機能、用途および目的が複数ある。ある
紛争鉱物がこれらの内のいずれか 1 つの機能、用途、または目的に必要なら、その鉱物は
そのスマートフォンの機能に必要なのである。
紛争鉱物が製品の「機能に必要」であるか否かを判断するに当たってのもう 1 つの
要素は、その紛争鉱物が装飾、飾りのため、または光彩を添える目的で組み込まれている
Durbin 上院議員／McDermott 下院議員からの書簡（自動車メーカーは、自動車の他の
部分に紛争鉱物が全くないとしても、カーラジオ中の紛争鉱物に関して報告を行わなけれ
ばならないと指摘している）を参照。
231

232

TIC からの書簡を参照。

233

SEMI からの書簡を参照。
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か否か、である。その製品の主目的が主として装飾または飾りである場合には、装飾、飾
りのため、または光彩を添えるために加えられた紛争鉱物がその製品の「機能に必要」で
ある公算が高い。例えば、ネックレスに下げる金のペンダントの金がそのペンダントの機
能に必要なのは、それが装飾、飾りのため、または光彩を添えるために組み込まれており、
ペンダントの主目的が装飾または飾りだからである。反対に、ある紛争鉱物が装飾、飾り
のため、または光彩を添えるためにある製品に組み込まれており、その製品の主目的が装
飾または飾りではない場合には、それがその製品の「機能に必要」である公算はこれより
も低い。ある意見提出者が述べたように、「例えば、金が厳密に装飾のために［製品］の補
助的特徴としてある物品に使用されている場合には、その金はその製品の機能とは無関係
で、法律の報告要件の適用除外となるだろう」
。234 我々は、製品の主目的が装飾または飾
りでないのであれば、こうした事実は紛争鉱物がその製品の機能にとって必要ではないこ
とを示す傾向があることに合意する。だとしても、このことは、その紛争鉱物がその製品
の機能に必要であるか否かについての発行人の総合的判断において、ありとあらゆる事実
と状況の中の 1 つの要素に過ぎないだろう。

iv.

「生産に必要」（英語原文

P.89～91）

ある紛争鉱物が製品の「機能に必要」であるか否かの判断と同じく、ある紛争鉱物
が製品の「生産に必要」であるか否かの判断には、発行人に特有の事実と状況の検討が必
要である。上に述べたように、紛争鉱物が製品の「生産に必要」であるか否かの判断のきっ
かけとなるには、製品にその紛争鉱物が含有されていなければならない。他の場合であれ
ば、紛争鉱物が製品に含まれていたとすれば事実と状況に基づいて、その紛争鉱物はその
製品の「生産に必要」と見なされていたはずだとしても、我々はこの方式に従い、その製
品に紛争鉱物が含有されていないのであれば、その製品の生産プロセスにおいて触媒また
は別のやり方で使用されている紛争鉱物は、その製品の「生産に必要」とは見なさない。
ある意見提出者が金について述べたように、また我々は、そのことは他の紛争鉱物にも当
てはまることだと確信しているが、「それ自体として金を含有しない製品を生産するに当
たっての触媒としての金の使用は、第 1502 条が構想していた範囲を超えて規則の範囲を広
げることになる」。235 ただし我々は、ある製品の生産プロセスにおいて触媒またはその他
の方法で使用される紛争鉱物は、その鉱物が他の面でその製品の生産に必要であり、微量
を含めて何らかの量が製品に含有されているのであれば、その製品の「生産に必要」であ
ると見なす。236
234

NRF I からの書簡を参照。

235

WGC II を参照。

236

我々は、この解釈により、触媒は、製品の生産に必要な場合には報告要件の範囲内に属
し続けることに着目している。我々は、すべての触媒が生産プロセスにおいて洗い流され
るわけではなく、残留鉱物が製品の「機能に必要」ではない場合があることを理解してい
34

提案書において示したように、我々は依然として、製品を生産するのに使用される
物理的な道具または機械に使用されている紛争鉱物が、紛争鉱物法律規定の「生産に必要」
という文言には該当しないと考えている。237

ある意見提出者は、紛争鉱物法律規定の文

言は、ある製品の生産に必要な道具または機械に使用されている紛争鉱物を対象とするこ
とを意図しており、「このような具体性がなければ、規則はこうした道具または触媒の使用
に関する報告を確保せず、よって、その鉱物のかなりの市場を除外し、法律の目的を損な
うことになる」と主張していた。238

道具または機械の中の紛争鉱物が紛争鉱物法律規定

の対象として捕捉されると我々が考えないのは、紛争鉱物が道具または機械に含まれ得る
としても、生産に必要なのはその道具または機械であって、その紛争鉱物ではないからで
ある。239 さらに、道具または機械が最終製品に含有されることはありそうもない。
道具や機械と同じく、コンピュータや電線など、ある製品を生産するのに使用され
る間接的機器が、その機器を用いて生産される製品を「生産に必要」という文言の対象範
囲に導き入れることはない。240

我々が、このような間接的機器の機能または生産に必要

な紛争鉱物が製品の生産に必要であると見なさないのは、その紛争鉱物が、その製品の生
産にほとんど関係ない程度にしか必要でないためである。同様に、我々がこうした品目の
機能または生産に必要な紛争鉱物を含有する、または紛争鉱物を使用して生産された材料、
ひな形およびその他のデモンストレーション装置の中にある紛争鉱物に関して報告するこ
とを発行人に義務付けないのは、我々はこうした品目を製品だと見なしていないためであ
る。ある発行人が対価を得るためにこうした品目を商業の流れに入れて第三者に提供し次
第、その発行人はそれらの製品の機能または生産に必要な紛争鉱物に関して報告を行うこ
とを義務付けられるようになる。

る。Industry Group Coalition I からの書簡、および NAM I からの書簡（生産される製品
と化学反応させるために触媒が使用され、反応して製造された製品に触媒の痕跡程度が見
出されるが、その触媒が製品の性能には寄与しない状況に具体的に言及している）を参照。
237

ただし、その道具または機械を製造している、または製造委託契約を結んでいる発行人
は、「生産に必要」または「機能に必要」という文言の範囲に属する公算が高い。
238

Niotan I からの書簡を参照。

239

上述のように、構成部品製品の「機能に必要」な紛争鉱物は、その構成部品製品を組み
込むそれ以降の製品の「機能に必要」でもあると見なしている。我々は、これは 2 段階分
析と見なされる可能性があり、そのために、構成部品製品中の紛争鉱物はその後の製品の
機能には必要でないと主張される可能性があることを認識している。しかし我々がこの見
解に賛成しないのは、後の製品に加えられる構成部品がその後の製品の一部となり、その
ことによって構成部品および後の製品の分離は排除され、その紛争鉱物が後の製品の機能
に直接必要になるためである。
240

ただし、間接的機器を製造または製造委託契約している発行人は、その間接的機器につ
いて「機能に必要」または「生産に必要」のいずれかの定義に該当する公算が高い。
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v.

僅少の基準（英語原文

P.91～94）

最後に、最終規則は意見を検討した上で、僅少の適用除外を含めていない。法律そ
のものに最小限の適用除外が含まれておらず、我々はいくつかの理由から、最終規則にこ
の基準を含めると紛争鉱物法律規定および議会の意図に反することになると確信している。
先ず我々は紛争鉱物法律規定には、実際に明確な制限要素が含まれていること―すなわち、
紛争鉱物に関する開示のきっかけとなるためには、紛争鉱物が発行人の製品の「機能また
は生産に必要」でなければならないこと―に着目している。241

上述のように、この基準

は紛争鉱物が製品の機能または生産に「必要」であるか否かに焦点を置いており、その製
品に含有されている紛争鉱物の量には焦点を置いていない。我々は、議会が基準を選ぶに
当たって、たとえきわめて少量でも使用されている紛争鉱物は、その製品の機能または生
産に「必要」であり得ることを議会が理解していたことを確信している。紛争鉱物の僅少
な使用に規定を適用しないためにその規定をさらに限定することを意図していたのであれ
ば、議会は明示的にその限定を行っていただろう。この点に関して我々は、証取法第 13(q)
条を同法の同じタイトル（タイトル XV）の一部（「雑則」）として加えている同法の第 1504
条において、議会が資源採取を行っている発行人による特定の支払いを開示する要件につ
いて、僅少の基準を明確に含めたことに着目している。242
加えて、もし我々の最終規則に僅少の適用除外を含めれば、紛争鉱物法律規定の目
的が適正に実施されないであろうことを我々は確信している。国務省が意見書に述べたよ
うに、紛争鉱物はその「性質を考えれば」、製品に使用されるのは「きわめて限られた分量
で」あることが多いため、僅少の基準を含めることは最終規則に「大きな影響を及ぼす可
能性がある」
。243 我々は国務省の見解と同じく、議会は開示規定をたとえ少量であっても、
対象国を原産国とする紛争鉱物に適用することを意図していたのだと我々は確信している。
我々は、僅少の適用除外を含まないことにより、取るに足りない、または微量の紛
争鉱物であっても開示義務のきっかけになる可能性があるという事実を認識している。244
しかし、僅少な量の紛争鉱物が開示義務のきっかけになるのは、それら紛争鉱物が製品の
機能または生産に必要な場合のみであり、ある製品の機能または生産に必要なのは、ごく
取るに足りない量の紛争鉱物である例があることを我々は理解している。従って提案と同
じく、我々の最終規則は、紛争鉱物の量とは無関係に、その製造する、または製造委託契

241

証取法第 13(p)(1)(A)条および第 13(p)(2)(B)条を参照。

同法の第 1504 条と証取法の第 13(q)条を参照。証取法第 13(q)(1)(C)条は、「『支払い』
という語は、石油、天然ガス、または鉱物の商業的採鉱をさらに進めるために行われる、
僅少ではない支払いを意味している」と述べている。
242

State II（「対象鉱物が製品において使用されていることの多い状態、すなわちきわめて
限られた分量であることが多いことを考えれば、こうした変更は規則案に大きな影響を及
ぼす可能性がある。僅少の基準は、現状のもとでは検討すべきではない」）を参照。

243

244

Chamber I からの書簡および NRF I からの書簡を参照。
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約を結んでいる製品の機能または生産に紛争鉱物を必要とする発行人に適用される。
我々は、最終規則に僅少の適用除外を含めないと、含める場合よりも発行人にとっ
てのコストが高くなることを認識している。しかし上に述べたように、議会の意図は僅少
の適用除外を定めないことであり、よって最終規則にそれを定めれば、規定の目的を前進
させるのではなく妨げることになる、というのが我々の見解である。さらに我々は、その
鉱物が意図的に加えられたか否かに焦点を置くことで、僅少な量の鉱物に関する懸念のい
くつかが取り上げられることになると考えている。例えばある意見書によれば、冷延鋼板、
熱延鋼板およびステンレスの大量の材料を含めて、多くの合金が単なる混入物として錫を
含有しているが、錫はそれら合金の仕様の一部ではない。245

このため、これら合金にお

ける錫は意図的に加えられておらず、我々はこの錫を、これら合金を含有する製品の「機
能または生産に必要」とは見なさない。

C.

紛争鉱物情報の開示場所、法的位置付け、および時期（英語原文

P.94～140）

紛争鉱物が、発行人が製造している、または製造委託契約を結んでいるある製品の
機能または生産に必要であると判断され次第、発行人は最終規則に従って、紛争鉱物情報
を提出しなければならなくなる。
1.

紛争鉱物情報の開示場所（英語原文

P.104～108）

我々は意見を検討した上で、証取法に基づく新たな書式で紛争鉱物情報を提供する
ことを発行人に義務付けるように規則案を改訂しようとしている。しかしながら、規則案
の通り、最終規則が発行人に義務付けているのは、紛争鉱物報告書を付属書として提出す
ることであって、新規の報告書の本文においてではない。我々はこの点に関しては引き続
いて、特定開示報告書の付属書として紛争鉱物報告書を提出すれば、発行人がその特定開
示報告書に添えて紛争鉱物報告書を提出したか否かは、誰でも EDGAR システムにアクセス
すれば迅速に判断できると考えている。
我々が発行人の年次報告書において紛争鉱物に関する開示を義務付けることを提案
したのは、この方式の方が、発行人が別の報告書を提出することを義務付けるよりも負担
が少なくなるだろうと考えたためである。ただし我々が受け取った意見に基づけば、発行
人は年次報告書とは別に、締め切りが年次報告書よりも遅い新規の報告書で紛争鉱物情報
を提供する方が負担が少ないと判断するようである。その例としてある意見提出者は、「発
行人の会計年度末からその発行人が監査済みの年次財務諸表の提出を義務付けられている
日までの間に、その発行人の会計チームと財務報告チームは年次報告書の作成にもてる資
源を集中する。したがって、証取法に基づき発行人へ年次報告書と同時に紛争鉱物の開示
を提供（furnish）するよう義務づけることは、すでに能力ぎりぎりに近い状態で活動する可

245

Claigan Environmental Inc.からの書簡（2011 年 12 月 16 日）
（「Claigan III」）を参照。
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能性の高い時期に、それら資源にさらに重圧をかけることになろう」296

と説明した。別

の意見提出者は、その発行人は「通常の年度末報告のために開発されたプロセスの範囲に
属さない新たな報告要件を守るために、大幅に異なるプロセス」を利用することを義務付
けられることになり、年次報告書と「同じ予定表で、紛争鉱物に関係して、これに必要な
調査とデュー・ディリジェンスを完了することは負担になる可能性がある」と述べた。297
我々は、投資家にとっては Form 10-K、20-F、および 40-F になっている情報の開示
場所を突き止める方が容易であろうという意見提出者たちの主張を検討した。しかし我々
は、新たな Form SD なら、情報への素早いアクセスを提供するはずであることを確信して
いる。実際、投資家にとっては、分量の多い Form 10-K、Form 20-F、または Form 40-K に
なっていて数十にも及ぶ可能性のある付属書の 1 つではなく、新たな Form SD に情報が入っ
ている時の方が、情報を見つけ出しやすいかもしれない。298

このため最終規則は、製造

している、または製造委託契約を結んでいる製品の機能または生産に紛争鉱物が必要な発
行人に、毎年 5 月 31 日までに Form SD で前暦年に関する報告を行う特定開示報告書を我々
に提出することを義務付けている。特定開示報告書の締め切りは多くの意見提出者の要請
通り、発行人が証取法に基づく年次報告書を作成するのを邪魔しないように、暦年末が年
度末の発行人にとっての年次報告書の締め切りより遅くなっている。299

また以下で詳細

に論じるように、最終規則は各発行人に対して、会計年度についてではなく各暦年につい
て、紛争鉱物情報を提出することを義務付けている。
発行人が、これまで紛争鉱物情報を我々に提出することを義務付けられていなかっ
た製品の機能または生産に必要な紛争鉱物を使用して製品の製造を行っている、または製
造委託契約を結んでいる企業に対する支配力を買収した、またはその他の方法で取得した
場合には、紛争鉱物情報を提出するために合理的な追加的時間を与えることが適切である
とする意見を受け取り、我々はその意見に同意する。我々は、この遅延を反映させるため
に最終規則に指示を付け加えた。よって最終規則は、買収した企業の製造する製品に関し

296

AngloGold からの書簡。

297

NAM I からの書簡。

規則案のもとでは、発行人は年次報告書において、紛争鉱物情報を Form 10-K、Form
20-F または Form 40-F で提出することを義務付けられただろう。1940 年投資会社法［15 U.
S. C. 80a et seq.］に基づいて登記されている投資会社（「登記済み投資会社」）が発行人と
して開示要件の対象にならなかっただろうというのは、それらの企業が Form 10-K、Form
20-F または Form 40-F を提出することを義務付けられていないためである。この開示を新
たな書式で義務付けるという我々の決定は、開示要件の対象になる企業の範囲を変更する
ことを意図したものではない。このため提案と同じく、投資会社法に基づく規則 30d-1（17
CFR 270.30d-1）に従って書式 N-CSR または書式 N-SAR で報告書を提出することを義務
付けられている登記済み投資会社は、最終規則の対象にはならない。
298

AngloGold、Cleary Gottlieb、CTIA、Ford、ITIC I、NAM I、NY State Bar、Roundtable、
および SEMI のそれぞれからの書簡などを参照。
299
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て、最初の報告期間を買収の発効日から 8 ヵ月後以降に始まる最初の暦年まで延期するこ
とを発行人に認めている。この選択肢は、我々が受け取ったいくつかの意見に基づいて合
理的な方式のように思われる。300

我々は、買収した事業体によって、またはその事業体

のために製造されている製品に関して、買収が実現した会計年度の後に始まる最初の会計
年度中に報告を行うことを発行人に義務付けるなどのように、この期間を短くすると、企
業を買収した発行人はその年度の遅くになって、紛争鉱物情報を集め、これに関して報告
を行うためのシステムを確立する時間が不十分なままになる可能性があることに留意して
いる。
さらに我々は、紛争鉱物情報を Form 10-K、Form 20-F、または Form 40-K での発行
人の年次報告書に含めないことを反映させるため、発行人が自らのインターネット・ウェ
ブサイトに紛争鉱物開示または紛争鉱物報告書を掲載し続けなければならない期間に関す
る規則案を修正しようとしている。規則案は、次の年次報告書が提出されるまで、インター
ネットのウェブサイトに紛争鉱物情報を掲載し続けることを発行人に義務付けるようなも
のであった。我々がこの期間の継続期間を 1 年だけにしようと意図したのは、その発行人
は次の年次報告書において提出すべき紛争鉱物情報があるにせよ無いにせよ、先の年次報
告書から 1 年後には次の年次報告書を提出するか、そうでなければ報告を行う発行人であ
ることを停止しなければならないからであった。しかし最終規則は Form SD になっている
特定開示報告書で紛争鉱物情報を提示することを発行人に義務付けているため、次の暦年
に報告できる紛争鉱物がない発行人の場合には、特定開示報告書の間にあく期間が 1 年を
上回る場合がある。我々が規則案を修正しなければ、こうした発行人は 1 年間を上回って
自らのインターネット・ウェブサイトに紛争鉱物情報を維持することを義務づけられ、そ
れが無期限になる可能性がある。このため最終規則では、発行人は自らのインターネット・
ウェブサイトに紛争鉱物開示または紛争鉱物報告書を 1 年間掲載しなければならないと定
めている。我々は意見提出者たちが示した、情報開示を命じる期間はもっと長くする必要
があるという懸念に対応して、紛争鉱物報告書を添付した発行人の Form SD は EDGAR に
無期限に掲載されるため、情報は広く利用可能であり続けると記している。
我々は本日発表する別のリリースにおいて、一定の資源採取支払い情報を Form SD
で開示することを発行人に義務付けている。301 リリースの順番が原因で、我々は本リリー
スにおいてこの書式を採用し、資源採取のリリースではそれを修正しようとしている。た
だし我々は、これら 2 つの別々の開示規定について、この書式を同等に使用することを意
図している。

Industry Group Coalition I、Industry Group Coalition II、NAM I、および
Semiconductor のそれぞれからの書簡などを参照。
300

資源採取を行っている発行人による支払いの開示、リリース番号 34-67717（2012 年 8
月 22 日）。
301
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2.

紛争鉱物情報の「提出（File）」（英語原文

P.115～118）

規則案は紛争鉱物情報の「提供（furnish）」を義務付けていたはずだが、我々が採択
しようとしている最終規則は意見を検討した上で、紛争鉱物が必要な発行人に対して、紛
争鉱物報告書および独立した民間部門による監査報告書を含めて特定開示報告書において
示されている紛争鉱物情報を「提出（file）」することを義務付けている。333 上で論じたよ
うに、意見提出者たちは、義務付けられている情報を「提供（furnish）」すべきか「提出（file）」
すべきかに関して意見が一致せず、334

この問題に関しては、紛争鉱物規定は曖昧だとい

うのが我々の見解である。情報を「提供（furnish）」するのではなく「提出（file）」すべき
であるという結論に達するに当たって我々は特に、証取法第 13(p)(1)(a)条は紛争鉱物報告書
を委員会に「提出（submit）」すべきであると述べているが、報告書の提出を義務付けられ
ている「当該者」の定義では、「提出（file）」の語が用いられている。法律におけるこの言
及は、報告書を提出（file）すべきことを示している。
加えて、意見提出者たちは、情報を「提供（furnish）」することを認めると、情報の
重要性を減ずることになり、335 情報の「提出（file）」を義務付ければ開示の質を高めるこ
とになると主張した。336

一部の意見提出者は、紛争鉱物情報は義務付けられている他の

開示より重要性の低いものとして扱うべきではないと主張し、337

別の意見提出者は具体

的に、紛争鉱物情報は質の面で、「提出（file）」を義務付けられている開示に類しているこ
とを指摘した。338
開示を「提供（furnish）」するという規則案を支持するその他の意見提出者たちは、
情報は投資家にとって重大ではないと主張したが、339

333

そうではないと主張する意見提出

15 U. S. C. 78r。

AngloGold、Barrick Gold、Cleary Gottlieb、Corporate Secretaries I、Deloitte、Ford、
ITIC I、JVC その他 II、NAM III、NMA II、NY State Bar、Taiwan Semi、および WGC
II のそれぞれからの書簡（開示を「提供（furnish）」するという要件を支持している）と、
Bario-Neal、Brilliant Earth、Columban Center その他、Earthworks、Enough Project I、
Global Witness I、Hacker Jewelers、Hoover & Strong、Metalsmiths、Durbin 上院議員
／McDermott 下院議員、SIF II、TakeBack、TIAA-CREF、および World Vision II のそ
れぞれからの書簡（開示を「提出(file)」するという要件を支持している）を比較されたい。

334

335

Global Witness I からの書簡を参照。

336

Enough Project I からの書簡および SIF II からの書簡を参照。

337

Global Witness I からの書簡を参照。

338

Durbin 上院議員／McDermott 下院議員からの書簡を参照。

AngloGold、Barrick Gold、Cleary Gottlieb、Corporate Secretaries I、Deloitte、Ford、
ITIC I、JVC その他 II、NAM III、NMA II、NY State Bar、Taiwan Semi および WGC II
などからの書簡を参照。
339

40

者もあった。340 この意見の不一致、および重大性は個別に異なる問題であることを考え、
我々はこれが情報を「提供（furnish）」すべきだと定める理由であることに納得していない。
加えて我々は、紛争鉱物情報を「提供（furnish）」すべきであるのは、発行人が自らの紛争
鉱物に関するデータについて第三者に依拠する必要があり、関係する事実についての直接
的知識が自らに利用可能でない場合に、その情報について発行人に責任があると考えるべ
きではないためであるという意見を高く評価している。341 ただし我々は、第 18 条は提出
された情報について厳格な責任を定めていないことに着目している。というよりも同条は、
人は提出した文書において誤解を招くような陳述について、自らが誠実に行為し、その陳
述が虚偽または誤解を招く恐れのあるものであることを知らなかったことを立証できれば、
その陳述には責任がないものとする、と述べているのである。342
その上、以下で論じるように、最終規則には、デュー・ディリジェンスを実行する
ことを義務付けられており、その紛争鉱物が対象国を原産国としないと判断できない、ま
たは対象国を原産国とするその紛争鉱物が対象国における武装集団の直接間接の資金源と
なっていない、またはこれらに利益をもたらしていないことを判断できない発行人が、か
かる紛争鉱物を使用した製品について「DRC コンフリクト判定不能」と記述することので
きる暫定期間が含まれることになる。この期間により発行人には、供給業者との契約の改
訂と製錬業者の検証証明書によって自らのサプライチェーンに関してより多くのデータと
支配力を得るに足る時間が得られ、ひいてはこの責任についての懸念を軽減することがで

340

Leahy 上院議員ら、SIF I、SIF II、および TIAA-CREF のそれぞれからの書簡を参照。

341

Ford からの書簡を参照。

証取法第 18 条(a)は以下のように述べている。「本タイトルまたは本タイトルに基づく
規則もしくは法規、または本タイトルの第 15 条(d)項に定められている登録届出書に記載さ
れている約束に従って提出される申請書、報告書または文書において陳述を行う、または
陳述を行わせる者は、その陳述が行われた時点において、またその陳述の行われた状況に
照らして、何らかの重大な事実に関して虚偽または誤解を招く恐れがあるものであれば、
かかる陳述に依拠してその陳述によって影響を受ける価格で（かかる陳述が虚偽または誤
解を招く恐れのあるものであることを知らずに）証券を購入または売却した誰に対しても、
かかる依拠によって引き起こされた損害に責任があるものとするが、訴えられた者が、自
らは誠実に行為したこと、およびかかる陳述が虚偽または誤解を招く恐れのあるもので
あったことをいっさい知らなかったことを立証できる場合はその限りではないものとする。
かかる責任を執行しようとする者は、所轄の法域のいずれの裁判所に対しても、成文法ま
たは衡平法に基づいて提訴を行うことができる。かかる訴訟において、裁判所は自らの裁
量により訴訟当事者のいずれかに、かかる訴訟の費用を支払う約束を義務付け、妥当な弁
護士費用を含めて妥当な費用の支払いを課すことができる」。第 18 条に基づいて権利を主
張する原告は、依拠と損害を含めて、請求権を立証するための法律の要素を満たすことが
必要になろう。加えて、最終規則に従わない発行人は証取法第 13(a)条と第 13(p)条、およ
び第 15(d)条の該当する方にも違反している可能性があることに我々は着目している。発行
人は規則に従って開示された情報における虚偽の、または誤解を招く恐れのある重大な陳
述について、証取法第 10(b)条［15 U. S. C. 78j］および同条に基づいて公布された規則 10b-5
［117 CFR 240.10b-5］に基づく潜在的責任の対象にもなるだろう。
342
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きることを我々は確信している。343

3.

報告期間の一律化（英語原文

P.119～121）

最終規則は意見を検討した上で、特定の発行人の会計年度とは無関係に、暦年ベー
スで紛争鉱物情報を提供することを各発行人に義務付けることになる。351

最終規則は 1

月 1 日から 12 月 31 日までの毎暦年について、Form SD になっている特定開示報告書におい
て毎年の紛争鉱物情報を提供することを発行人に義務付けており、特定開示報告書は翌年
の 5 月 31 日が委員会への締め切りとなる。この点に関して、すべての発行人の最初の報告
期間は 2013 年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までとなり、最初の特定開示報告書は 2014 年 5
月 31 日以前に提出しなければならない。
最終規則が一律の報告期間を採用すれば、サプライチェーンへの参加者への負担を
軽減する可能性があると説明した意見提出者たちに我々は同意する。この要件は、メーカー
のサプライチェーンの一部である構成部品の供給業者が自らの供給する構成部品中の紛争
鉱物に関して、それよりも上流の購入者に対して年に 1 度だけ報告を提供することを可能
にする。そうでないと、紛争鉱物報告書の締切日が規則案通りに発行人の会計年度と結び
付けられている場合には、顧客の会計年度末が様々である可能性があるために、構成部品
の供給業者は年間を通じて継続的にその紛争鉱物に関する報告書を提供しなければならな
くなる可能性がある。構成部品の供給業者に無数の購入者がいる場合には、供給業者は毎
月、またはそれよりさらに頻繁に、構成部品中の紛争鉱物に関して別々の報告書を提供し
なければならなくなるかもしれず、負担と費用がきわめて大きなものになる可能性がある。
352

加えて、上で論じたように、特定開示報告書に一律 5 月 31 日の締め切りを義務付け
れば、発行人の会計年度末から年次報告書の締め切りまでの間にその紛争鉱物情報を集め、
報告し、監査するだけの十分な時間がなくなってしまうという、産業界の一定の意見提出

343

上で論じたように、発行人の証取法に基づく年次報告書においてではなく新たな書式で
の開示を義務付ければ、開示が証取法に基づく規則 13a-14 および 15d-14 によって義務付
けられている幹部職の証明の対象になるとする一部の意見提出者の懸念を緩和するはずで
ある。
証取法第 13(p)(1)(A)条は、我々がいかなる「当該者」にも、
「法規の公布日の後に始ま
る、その者の最初のまる 1 年間の会計年度から」、その紛争鉱物情報を毎年開示することを
義務付ける法規を公布するよう義務付けていることを我々は認識している。紛争鉱物法律
規定は、義務付けられている紛争鉱物情報を発行人の年次報告書、または監査済みのその
財務諸表と結び付けていない。従って、紛争鉱物法律規定は会計年度まる 1 年が経過した
ら報告を開始することを発行人に義務付けているが、最終規則の報告期間を発行人の会計
年度と一致させるという要件はない。
351

352

MSG II からの書簡を参照。
42

者の提起した懸念に対応できる。353 特定開示報告書の締め切りは意見提出者の要請通り、
発行人が証取法に基づく年次報告書を作成するのを邪魔しないように、暦年末を年度末と
する発行人の証取法に基づく年次報告書の締め切りより後になる。また最終規則は発行人
に対して、会計年度についてではなく各暦年について紛争鉱物情報を提供することも義務
付ける。5 月 31 日の締切日は暦年末からおよそ 150 日後であり、発行人が我々に紛争鉱物
情報を提供する日としてある意見提出者が提案した締切日と合致している。354

4.

紛争鉱物情報提供の対象期間（英語原文

P.122～124）

最終規則は意見を検討した上で、規則案とは異なり、義務付けられている紛争鉱物
情報を提供しなければならない報告年度を発行人が決定する上での決定因子が紛争鉱物の
所持ではなくなるように修正される。我々がこの修正を行おうとしているのは、ある意見
提出者が述べたように、
「法律上の報告の義務付けのきっかけとなるのは、紛争鉱物の取得
または所持ではない」からである。360

最終規則はこれを変えて、発行人は、自らが製品

を製造していると製造委託契約を結んでいると否とにかかわらず、何らかの紛争鉱物を含
有する製品の製造が完了した暦年について、義務付けられている紛争鉱物情報を提供しな
ければならないと定めている。361

我々がこの方式の適切性を確信しているのは、この決

定にある程度の支配力をもっている発行人にとっては、製品の製造が完了した時期を特定
することは比較的容易なはずだからである。つまりこの方式は、報告期間を決定する上で
のある程度の柔軟性をも発行人に与えるのである。たとえば、ある発行人が製品の機能ま
たは生産に紛争鉱物が必要な製品の製造を 2018 年 12 月 30 日に完了した場合、その発行人
は 2018 暦年について、その製品中の紛争鉱物に関する特定開示報告書を提供しなければな
らない。しかしその発行人が同じ製品の製造を 2019 年 1 月 2 日に完了した場合、発行人は
2019 暦年について、その製品中の紛争鉱物に関して特定開示報告書を提供しなければなら
ない。
この時間枠は、製品の製造委託契約を結んでいる発行人でも同じである。製品の製
造委託契約を結んでいる発行人は、自らの製造委託契約者が製品の製造を完了する暦年に
ついて、義務付けられている紛争鉱物情報を提供しなければならない。例えば、ある発行
人の契約業者が、製品の機能または生産に紛争鉱物の必要な製品の製造を 2018 年 12 月 30
AngloGold、Cleary Gottlieb、CTIA、Ford、ITIC I、NAM I、NY State Bar、Roundtable
および SEMI のそれぞれからの書簡などを参照。

353

AngloGold からの書簡（「発行人の会計年度末から 150 日以内に」書式 8-K または書式
6-K で紛争鉱物情報を提供するよう発行人に義務付けることを提案している）を参照。

354

360

NAM I からの書簡を参照。

361

同上（「規則で報告のきっかけを定めるのであれば、そのきっかけは紛争鉱物を含有す
る製品の生産、または上市とする」ことを提言している）を参照。
43

日に完了した場合、その発行人はたとえその製品を 2019 年 1 月 2 日に受け取ったとしても、
2018 暦年についてのその製品中の紛争鉱物に関する特定開示報告書を提供しなければなら
ない。しかし、その発行人の契約事業者が同じ製品の製造を 2019 年 1 月 2 日に完了した場
合、発行人は 2019 暦年について、その製品中の紛争鉱物に関して特定開示報告書を提供し
なければならない。
この結果は、第三者が製造しており、その機能または生産のために紛争鉱物が必要
な構成部品を使用して製品を製造している発行人についても同じである。紛争鉱物が必要
な構成部品を組み込んだ製品のメーカーが、その製品の製造を 2018 年 12 月 30 日に完了し
た場合、その製品を製造した発行人は 2018 歴年についてその製品中の紛争鉱物に関する特
定開示報告書を提供しなければならない。ただし、独立の第三者である構成部品のメーカー
が報告を行う発行人である場合には、その報告期間は、その構成部品を含む後続の製品の
製造が完了した時期によっては決定されない。その構成部品メーカーである発行人の報告
期間は後続の製品の製造完了時期ではなく、その発行人が構成部品の製造を完了した時期
によって決定される。従って、2018 年 12 月 30 日にある構成部品の製造を完了する発行人
は、2018 暦年について、完成された構成部品中の紛争鉱物に関して特定開示報告書を提供
しなければならないのである。

5.

すでにサプライチェーンに存在している紛争鉱物（英語原文

P.128～131）

最終規則は意見を検討した上で、2013 年 1 月 31 日以前に「サプライチェーンの外部」
にある紛争鉱物を除外している。最終規則は以下の場合にのみ、紛争鉱物が「サプライ
チェーンの外部」にあると見なす。すなわち、コロンバイトタンタライト、錫石および鉄
マンガン重石が製錬された後、金が完全に精製された後、または製錬されていない、もし
くは完全に精製されていない何らかの紛争鉱物もしくはその派生物が対象国の外部に所在
している場合である。
我々は、こうした既存の在庫品が対象国における武装集団の資金源となった、また
はこれらに利益をもたらした可能性があることを認識している。ただしこうした鉱物がひ
とたび製錬、精製されれば、または対象国の外部にあれば、それらがさらに武装集団の資
金源となる、またはこれらに利益をもたらすことはありそうもないように思われる。この
ため、すでに在庫となっているこれらの鉱物に最終規則を適用しても、これら鉱物はさら
なる紛争に貢献することはないであろうために、紛争鉱物法律規定の目的を前進させるこ
とはないだろう。同様に、ある意見提出者が示唆したように、紛争鉱物法律規定の可決前
に採取された可能性のあるこれら鉱物の起源と加工・流通過程について判断することを発
行人に義務付けると、その鉱物が売れなかった場合に不当に大きなコストとなる可能性が
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ある。382
我々はある意見提出者が提言

383

したように、一定の日付より前に採取され、在庫と

なっている紛争鉱物を除外することを検討した。ただし我々がこれを除外しないと決定し
たのは、別の意見提出者が述べたように、零細な採掘業者が採掘した鉱物については採取
の日付は一般的に記録されない、または判明しないからである。384

さらに、最終規則で

一定の日付において採取された紛争鉱物を除外すると、規則は、DRC の僻地を通って紛争
鉱物を輸送する者に武装集団が違法に要求する支払いを必ずしも勘案しなくなるだろう。
我々がそうせずに、紛争鉱物が本当に在庫となっていることを確保するために利用すべき
適切な時点は製錬または一次精製の日付であると考えるのは、こうした行為の日付の方が、
記録に信頼性がありそうだからである。385

同様に、製錬または精製された紛争鉱物につ

いても言えるように、対象国の外部において在庫となっている紛争鉱物は、対象国におけ
る紛争には寄与しないだろう。386

このため最終規則は、対象国の外部にある紛争鉱物を

も適用除外とする。
紛争鉱物がサプライチェーンにおいて、武装集団の資金源となる、またはこれらに
利益をもたらすために利用され得る時点を過ぎているが、まだ対象国の外部での保管

387

や製錬、または精製には至っていない状況があり得ることを我々は認識している。たとえ
そうであっても、我々は対象国の外部おける製錬、精製または所在は、サプライチェーン
においてその紛争鉱物がもはや武装集団に利益をもたらさない、またはその資金源となら
ないことの信頼できる証拠を提示する最初の機会となると考えている。ただし我々は、市
場参加者が在庫品を対象国の外部に移動させる、または在庫品を製錬または精製させるた
めに追加の時間を必要とする場合があることに着目している。よって、この時間的制約の
解消に便宜を図るために最終規則は、発効後一定期間は、市場参加者が規則の要件に従う
義務なしに、紛争鉱物の既存の在庫を移動、製錬、または精製することを認める暫定的救
済を定めている。

382

Claigan I からの書簡を参照。

383

ITIC I からの書簡を参照。

384

ITRI I からの書簡を参照。

385

同上。

386

SEC の紛争鉱物に関する円卓会議の会議録の 0172 項の 19-23 行を参照。

たとえば、紛争鉱物が紛争に寄与しないように、紛争鉱物の在庫品が DRC 国国内の、
いかなる武装集団からも切り離されてその手の届かない倉庫に保管されることは可能であ
る。
387
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6.

実施時期（英語原文

P.136～140）

最終規則は意見を検討した上で、発効の一般的延期を定めず、規則案の撤回または
再提案も行わない。多くの意見提出者が最終規則に発効の一般的延期を含めることを推奨
したが、我々は、紛争鉱物法律規定における議会の指示がこの方式によって適切に実施さ
れるとは考えない。同条項は、発行人が紛争鉱物に関する報告を開始しなければならない
時期を定めている。議会は、いかなる「該当者」に対しても、「かかる法規の公布日の後に
始まる、その者の最初のまる 1 年の会計年度から」毎年開示を行うことを義務付ける法規
を公布するよう我々に指示した。415

加えて、最終規則の一般的延期が必要または適切で

あるか否かが明確でない。同条項の共同提案者 2 名が述べたように、紛争鉱物に関する立
法は最初 2008 年に検討されて、紛争鉱物法律規定は書簡の時点で 1 年以上経過しており、
多くの発行人は様々なグループと協力して長年にわたり、サプライチェーンのトレース法
を開発してきている。416

このため最終規則のもとでは、紛争鉱物が必要な発行人の大部

分は、2013 年 1 月 1 日から 2013 年 12 月 31 日までの初回の報告期間についての紛争鉱物開
示を含む特定開示報告書を 2014 年 5 月 31 日までに提出することを義務付けられることに
なる。
議会が 2010 年 7 月に紛争鉱物法律規定を採択して以来、我々は自身の規則案を含め
て、この条項の実施に関する意見を求め、規則の提案の前後を通じて、意見を示す機会を
意見提出者たちに提供してきた。上で述べたように、我々は規則案についての意見提出期
間を延長し、意見提出者たちの要請により、2011 年 10 月には円卓会議を招集した。我々は
2012 年 8 月まで意見書を受け取り続けており、そのすべてを検討した。一部の意見提出者
は特に経済分析に関して、他の意見提出者の意見に反応した。この議論がしっかりしてい
て、公開で双方向的に行われたため、我々は最終規則の策定方法をより十全に検討するこ
とができた。加えて、以下の経済分析のセクションでさらに論じられているように、我々
は法律と規則案のコストと複雑さに関して受け取った無数の意見を検討、分析し、それを
最終規則に勘案した。我々は総じて、関心をもつ関係者は規則案および意見書をレビュー
し、最終規則に関する我々の検討に情報を提供するためのデータを含めて、規則案や他の
意見書に関して見解を示す十分な機会を得たことを確信している。従って我々は、規則案
の撤回および再提案が必要であるとは思っていない。
最終規則には、記された理由による一般的延期は含まれていないが、サプライチェー
ンのトレースを行うメカニズムの開発段階が理由になって、目先で義務付けられている開
示書を作成することの実効可能性についての懸念には筋が通っていることを認識している。
発効の一般的延期の期間を延長するのではなくこうした懸念に対処するために、最終規則

415

証取法第 13(p)(1)(A)条を参照。

416

Durbin 上院議員／McDermott 下院議員からの書簡を参照。
46

には発行人が最終規則の遵守の負担とコストのいくつかに取り組むのを支援するための、
対象を絞り込んだ暫定規定が含まれている。この期間は発行人にとっての 2013 年と 2014
年の報告期間を含めて、すべての発行人について 2 年間続くが、2015 年 1 月 1 日に始まる
報告期間については認められない。小規模な報告企業については、この期間は発行人にとっ
ての 2013 年から 2016 年の報告期間を含めて 4 年間続くが、2017 年 1 月 1 日に始まる報告
期間については認められない。一部の意見提出者たちはこうした移行期間を設けないこと
を、別の意見提出者たちはこれよりも短い、または長い移行期間を認めることを提言した
が、多くの意見提出者は、対象国において必要なトレーサビリティ・システムを確立でき
るようにするには、2014 年までの移行期間が適切であると提案しているようであった。417
この暫定的なカテゴリーを利用する発行人はそれでもなお、デュー・ディリジェンスを実
施し、紛争鉱物報告書を作成すること、そして自らが前回のこうした報告書以降、必要な
紛争鉱物が武装集団に利益をもたらすリスクを緩和するために、デュー・ディリジェンス
を改善するための措置を含めて何らかの措置をとっているのであれば、その紛争鉱物報告
書においてそのすべてを開示することを義務付けられている。
以下で詳論するように、最終規則はすべての発行人については 2 年間、また小規模
報告企業については 4 年間の、暫定的な「DRC コンフリクト判定不能」のカテゴリーを定
めている。このカテゴリーを利用することができるのは、ステップ 3 まで進んだが、義務
付けられているデュー・ディリジェンスを実行した後で、自らの紛争鉱物が対象国を原産
国とするか否か、418

または対象国を原産国とする自らの紛争鉱物が対象国における武装

AdvaMed I（少なくとも 2014 年まで「終了時点未定の」移行期間を推奨している）、
FEC I（「採掘される鉱物の開示は、2014 年については大方紛争とは無関係となる可能性が
あり、企業は最終的に 2015 年には、証券取引委員会にきっちりと報告を行える可能性があ
る」）、JVC その他 II（「これに影響を受けるすべての発行人に、監査済み CMR を提供
（furnish）する義務を負わされるようになる前に最低でも 2 年間の移行期間を提供するた
めに、2011 年 4 月 15 日（法律で定められている、委員会の実施規則の発効日）から少な
くとも 2014 年初頭までに及ぶ、調整された段階的開示方式を採用するよう委員会」に要請
している）、Plexus（「デュー・ディリジェンスの制度を、最も重要なことだが DRC の現地
で立ち上げる時間を提供するためには、少なくとも 2 年間の段階的コンプライアンス日程
が必要である」が、
「これでさえ大きなチャンレンジとなるであろう」ことを示唆している）、
Verizon（「DRC 地帯の諸国が、トレーサビリティの手順と、紛争と無関係な製錬事業者を
供給するのに必要な関連のインフラを開発できるようにするために、2014 会計年度の後ま
で紛争鉱物報告書のデュー・ディリジェンス要件の全面的適用を延期する」ことを推奨し
ている）、および WilmerHale（「企業がそのすべての紛争鉱物の起源を判断することができ
るように十分なインフラが開発されることが期待される 2014 会計年度の後には、
『判断不
能な起源』というカテゴリーがもはや利用可能ではなくなる」）のそれぞれからの書簡など
を参照。
417

418

以下で大いに詳しく論じるように発行人は、合理的な原産国調査の後で紛争鉱物が再生
利用品、もしくはスクラップ起源ではなく、対象国を原産国とすることがわかっているの
であれば、あるいは自らの紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性があり、再生利用品、
もしくはスクラップ起源でない可能性があると確信する理由があるのであれば、その紛争
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集団の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しているか否かを判
断できない発行人である。
最終規則は、製品に対象国における武装集団の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している他の紛争鉱物も含まれている場合を除き、こうした発
行人が紛争鉱物開示に関して、こうした紛争鉱物を使用した製品を「DRC コンフリクト判
定不能」と記述することを認めている。さらに、製品が「DRC コンフリクト判定不能」な
発行人は、中でも特に紛争鉱物の起源と加工・流通過程に関するデュー・ディリジェンス
を実行するために取った方法を記述する紛争鉱物報告書を提供することを義務付けられて
いるが、これら発行人は、暫定期間中は独立した民間部門がその報告書に対して行う監査
は提示しなくてよいことになる。暫定期間中に独立の民間部門による紛争鉱物報告書の監
査を義務付けないことが適切であると我々が確信しているのは、判定不能という結論に至
る発行人のデュー・ディリジェンスの設計を監査しても、意味のある漸増的利益が得られ
るとは思われないからである。

D.

第 2 ステップ―紛争鉱物がコンゴ民主共和国および周辺国を原産国とする
か否かの判断と、その結果の開示（英語原文

P.140～166）

発行人が自らの製造している、または製造委託契約を結んでいる製品の機能または
生産に紛争鉱物が必要であると判断し次第、紛争鉱物法律規定はその発行人に対して、そ
れら紛争鉱物が対象国を原産国とするか否かを判断することを義務付ける。419 その場合、
発行人は対象国を原産国とするそれら紛争鉱物に関して紛争鉱物報告書を提出しなければ
ならず、420
い。

421

自らのインターネット・ウェブサイトにその報告書を掲載しなければならな

発行人が自らの紛争鉱物の起源と加工・流通過程に関してデュー・ディリジェン

スを実行して紛争鉱物報告書を提供しなければならないか否かを判断することを目的にそ
れら紛争鉱物が対象国を原産国とするか否かを判断するために、最終規則は紛争鉱物を必
要とする発行人が合理的な原産国調査を行うことを義務付けている。

鉱物の起源と加工・流通過程に関してデュー・ディリジェンスを実行することを義務付け
られている。こうした発行人は義務付けられているデュー・ディリジェンスを実行した後
で、それでもなお、自らの紛争鉱物が対象国を原産国とすると判断することができない、
またはそれら鉱物が対象国を原産国とすると判断するが、それらが対象国における武装集
団の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していると判断できな
い場合にはじめて、
「DRC コンフリクト判定不能」という代替のカテゴリーを利用すること
ができる。
419

証取法第 13(p)(1)(A)条を参照。

420

同上を参照。

421

証取法第 13(p)(1)(D)条を参照。
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1.

合理的な原産国調査（英語原文

P.147～157）

我々は意見を検討した上で、合理的な原産国調査に関して、実質的に規則案通りだ
が若干の修正を加えた最終規則を採用しようとしている。最終規則が合理的な原産国調査
の要件を満たすのにどのような措置および結果が必要かを定めていないのは、提案書に述
べられているように、こうした判断は各発行人に固有の事実と状況に依拠するからである。
合理的な原産国調査は発行人の規模、製品、供給業者との関係その他の要因に基づいて、
発行人ごとに異なる可能性がある。446

さらに、提案書において述べたように、合理的な

原産国調査を構成するのに必要な措置は、所定の時点において利用可能なインフラに左右
されることを我々は引き続いて確信している。意見提出者たちが述べたように、こうした
方式により、最終規則は柔軟性をもち、利用可能なトレーシングのプロセスと共に発展す
ることができる。
最終規則が合理的な原産国調査の要件を満たすのに必要な措置を定めていないとし
ても、最終規則には、調査と、調査の結果として義務付けられる措置に適用される一般的
な基準が含まれている。先ず最終規則は、合理的な原産国調査の要件を満たすためには、
発行人が行う調査はその発行人の紛争鉱物が実際に対象国を原産国とするか否か、または
実際に再生利用品、もしくはスクラップ起源であるか否かを判断するように合理的に設計
されていなければならず、誠実に実行されなければならないと定めている。規則案は、発
行人が行う合理的な原産国調査の設計、またはその調査を実行するに当たってのその発行
人の態度については論じていなかった。我々は、規則にこういった基準を示せば、合理的
な原産国調査を満足させるために何が必要かについて発行人にガイダンスを示して規則の
遵守を促進すると考えている。我々はこの点に関して、ある意見提出者が「第 1502 条の実
施を実際的かつ費用効果の高いものとするためには、合理性の概念と誠実な努力」を最終
規則において認識することが「不可欠である」と述べたことに着目している。447

さらに

我々は、発行人が合理的に設計された調査を定めることができるが、その後になって実際
に調査を実行するのに必要な手順を実行しないという事態が生じないように、誠実な実行
という考え方が重要であることを確信している。
我々は合理的な原産国調査を構成する手順を規定していないが、自らの紛争鉱物が
加工された施設を示し、それら紛争鉱物が対象国を原産国としない、または再生利用品、
もしくはスクラップ起源であることを明示する、合理的に信頼できる説明（representation）
446

我々が提案書において示したように、合理的な原産国調査は特定の発行人の規模、製品、
供給業者との関係またはその他の要因を基本とすることができるが、発行人は、製品に大
量（または少量）の紛争鉱物を使用している、または紛争鉱物を含む製品の数が多い（ま
たは少ない）ことを理由に、紛争鉱物の起源についての調査を実施することが不合理であ
ると結論してはならない。その発行人はこのような結論を行うのではなく、自らの紛争鉱
物の起源に対してある程度の調査を行わなければならない。
447

ITRI IV からの書簡（太字は原文にある）を参照。
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を探し求めて得る発行人は、合理的な原産国調査の基準を満たしているものと見なす。こ
ういった説明はその施設から直接的に、または発行人の直接の供給業者から間接的に得ら
れるかのいずれかであるが、発行人には、こうした説明を取り巻く事実と状況を考えた場
合に、説明が真実であると確信する理由がなければならない。また発行人は、自らの紛争
鉱物が対象国を原産国とする、または再生利用品、もしくはスクラップ起源でない可能性
があることを示す、警告となるような徴候その他の状況が当てはまれば、それをも勘案し
なければならない。448

加工施設が、製錬業者に対して独立した民間部門による監査を義

務付けていて広く認められている業界団体から「コンフリクト・フリー」の指定を受けて
いる場合、または個々の加工施設がその業界団体の「コンフリクト・フリー」の指定プロ
セスには参加していなくても、独立した民間部門によって、公的に入手可能な監査を受け
ている場合には、発行人には、説明が真実であると確信する理由があるだろう。紛争鉱物
の調達に関する発行人の方針は一般に、その株式発行が行う合理的な原産国調査の一部を
なすことになり、よって一般的には、その発行人の Form SD において開示を義務付けられ
るだろう。
さらに、発行人はすべての供給業者から説明を受けることを義務付けられていない。
基準は、合理的な設計と誠実な調査に焦点を置いている。従って、ある発行人が調査を合
理的に設計し、誠実にその調査を履行し、その調査を行うに際してその紛争鉱物が対象国
を原産国としないことを示す説明を受ければ、その発行人はたとえ供給業者のすべてから
聴取を行わないとしても、残りの量の紛争鉱物が対象国を原産国としている、または原産
国とする可能性があることを示す、警告となる徴候その他の状況を無視しない限り、その
紛争鉱物は対象国を原産国としていなかったと結論することができる。例えば我々は、「合
理的な調査が行われ、［対象国］を原産国とする証拠はいっさい現れておらず、ごく少量の
金の起源だけがまだ判明していない場合、メーカーはその金が［対象国］からのものでは

以下で論じるようにこの方式は、発行人は OECD のデュー・ディリジェンスのガイダ
ンスが当てはまるか否かを判断するために自らの調達慣行を予備的に精査するべきである
と述べ、ガイダンスを発動するはずであるとしている状況の包括的な例を示している
OECD のデュー・ディリジェンスに関するガイダンスと合致している。
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises
/46740847.pdf において閲覧可能な OECD、OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR
RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECTED
AND HIGH-RISK AREAS（紛争およびハイ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・ディリジェンスに関する OECD のガイダンス）（2011 年）を参
照。
http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/FINAL%20Supple
ment%20on%20Gold.pdf において閲覧可能な OECD、DUE DILIGENCE GUIDANCE
FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM
CONFLICT-AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS: SUPPLEMENT ON GOLD（紛争お
よびハイ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
ンスに関するガイダンス：金に関する補足書）
（2012 年）も参照。
448
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なく、DRC コンフリクト・フリーであると宣言することを認められるべきである」ことに
合意するだろう。449
合理的な原産国調査は、発行人が多種多様な手段や方法を利用して供給業者と協力
するという、OECD ガイダンスにおける供給業者との関係強化のアプローチと合致している。
450

調査の結果は、デュー・ディリジェンスのきっかけになる場合、またはならない場合

がある。これは、OECD ガイダンス―デュー・ディリジェンス―に概略の示されている追加
作業が必要であるか否かを判断するために、OECD ガイダンスに基づいて発行人が行う第 1
ステップである。紛争鉱物法律規定は、調査にとどまらず、鉱物の起源と加工・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発行人がとった措置の記述を義務付け
ることにより、関連情報の真実または精度を確定するためのさらなるステップを伴う
デュー・ディリジェンスを予期している。紛争鉱物法律規定は、デュー・ディリジェンス
には以下に論じる監査が含まれることを具体的に述べている。
第 2 に最終規則は、合理的な原産国調査を行った後に、紛争鉱物の起源と加工・流
通過程に関するデュー・ディリジェンスと紛争鉱物報告書が義務付けられるか否かを判断
するために、規則案に含まれているのとは異なる基準を定めている。規則案は、発行人が
合理的な原産国調査に基づいて、その紛争鉱物が対象国を原産国とすると判断した、その
紛争鉱物が対象国を原産国としないと判断できない、またはその紛争鉱物が再生利用品、
もしくはスクラップ起源であると判断した場合には、デュー・ディリジェンスを実施し、
紛争鉱物報告書を提供することを義務付けていたはずである。規則案のもとでは、発行人
が紛争鉱物報告書の提供を避けることが可能なのは、その紛争鉱物が対象国を原産国とし
ないという反証を示すことができる場合のみである。この方式は、紛争鉱物法律規定の目
的を達成するのに必要となる以上の負担になると言えよう。合理的な原産国調査の基準が、

IPMI I からの書簡を参照。法律の文言がデュー・ディリジェンスを義務付けており、
紛争鉱物報告書は自らの紛争鉱物が対象国に起源をもつことを知っている発行人にのみ適
用されるか否か、または法律の文言が自らの紛争鉱物が対象国に起源をもたないと判断で
きない発行人にも適用されるか否かについて見解を述べる意見提出者たちは、再生利用品、
もしくはスクラップ起源の紛争鉱物に関しては、必ずしもこの話題を論じてはいなかった。
449

OECD は 2012 年 6 月、OECD ガイダンスの実施に関する報告書を出した。
http://www.oecd.org/investment/guidelinesformultinationalenterprises/Downstream%2
0cycle%202%20report%20-%20Edited%20Final%20-%201%20June.pdf において閲覧可
能な OECD、DOWNSTREAM IMPLEMENTATION OF THE OECD DUE DILIGENCE
GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM
CONFLICT-AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS, CYCLE 2 INTERIM PROGRESS
REPORT ON THE SUPPLEMENT ON TIN, TANTALUM, AND TUNGSTEN FINAL
DRAFT（紛争およびハイ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
OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンスの下流での実施、錫、タンタルおよびタング
ステンに関する補足書に関する第 2 サイクルの中間進捗報告書の最終稿）（2012 年 6 月）
を参照。この追加的ガイダンスには、紛争鉱物の使用に関して供給業者と顧客に出す書簡
の見本が含まれている。
450
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その紛争鉱物のすべてが対象国を原産国とすると確実に判断することを発行人に義務付け
ていないのは、義務付けられている基準は合理的な調査であり、この環境において確実性
を義務付けることは合理的ではなく、不当なコストを課す可能性があるためである。451
最終規則のもとでは、(i)合理的な原産国調査に基づいて、必要な紛争鉱物が対象国を
原産国としない、または再生利用品、もしくはスクラップ起源であると発行人が判断した、
または(ii)合理的な原産国調査に基づいて、その紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性が
あると確信する理由が発行人にない、またはその紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラッ
プ起源であると合理的に確信している場合には、その発行人はその紛争鉱物の起源または
加工・流通過程に関してデュー・ディリジェンスを実行すること、またはかかる紛争鉱物
に関して紛争鉱物報告書を提出することを義務付けられていない。その代わりに発行人が
唯一義務付けられているのは、特定開示報告書の本文においてその判断を開示し、その判
断を行うに際して実行した合理的な原産国調査と、実行した調査の結果を簡潔に記述する
ことである。
反対に、発行人は対象国を原産国とし、かつ再生利用品、もしくはスクラップ起源
でない必要な紛争鉱物があることを知っている場合、その紛争鉱物の起源と加工・流通過
程に関してデュー・ディリジェンスを実行し、紛争鉱物報告書を提供しなければならない。
さらに、合理的な原産国調査に基づいて、必要な紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性
がある（また、再生利用品、もしくはスクラップ起源でない可能性がある）と確信する理
由がある場合も、発行人はその紛争鉱物の起源と加工・流通過程に関してデュー・ディリ
ジェンスを実行しなければならない。ただしそのデュー・ディリジェンスの結果、その紛
争鉱物が対象国を原産国としない、または再生利用品、もしくはスクラップ起源であると
その発行人が判断した場合には、紛争鉱物報告書は義務づけられないが、その発行人は特
定開示報告書の本文において、自らの判断を開示し、デュー・ディリジェンスとその結果
について簡潔に記述することを義務付けられる。デュー・ディリジェンスに基づいて、そ
の紛争鉱物が実際に対象国を原産国とし、再生利用品、もしくはスクラップ起源でないと
判断した場合、その発行人は紛争鉱物報告書を提出することを義務付けられる。デュー・
ディリジェンスに基づき、その紛争鉱物の起源を判断できない場合にも、発行人は紛争鉱
物報告書の提出を義務付けられる。
修正されたこの方式は、第 3 ステップに進むことを避けるために反証を示すことを
発行人に義務付けてはいないが、その紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性があること
を示す、警告となる徴候その他の状況を発行人が無視する、または意図的に見ないことを
認めてもいない。この方式は、ある意見提出者が示した「確信する理由の方式」に合致し

451

以下で論じるように、確実性は、デュー・ディリジェンスの調査についても義務付けら
れていない。
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ているように思われる。452

また、一部の意見提出者が述べたように、453

この方式は、

発行人は「（デュー・ディリジェンスの）ガイダンスが自らに適用されるか否かを判断する
ために自らの鉱物または金属の調達慣行を予備的に精査するべきである」と述べている
OECD のデュー・ディリジェンスに関するガイダンスに合致している。 454

OECD は

デュー・ディリジェンスに関するそのガイダンスにおいて、そのガイダンスのきっかけと
なるはずであるとする状況、または危険信号の包括的な例を示している。455

他の情報が

なければ、その紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性があると確信する理由を発行人に
与えるはずの状況の 1 つの例は、自らの紛争鉱物のいくつかが、対象国を含めて数多くの
国から調達を行っている製錬業者によって加工されていることを発行人が認識するように
なったが、このような「混合製錬業者」から受け取ったその特定の鉱物が対象国からのも
Tiffany からの書簡（「この問題に対処するためのより良い方法は、実際に DRC または
周辺国を原産国とする金（またはその他の何らかの『紛争鉱物』）を使用していると確信す
る理由が実際にある企業にのみ、紛争鉱物報告書を提出する義務を課す（『確信する理由の
方式』）ことであろう」）を参照。
452

Enough Project I（合理的な原産国調査を通じて、「発行人はその製品中の鉱物が DRC
および周辺諸国における紛争を支えている可能性を警告する危険信号を特定すべきであ
る」と述べ、OECD のデュー・ディリジェンスに関するガイダンスに言及している）
、Global
Witness I（発行人は「対象国からの調達の可能性を示す『危険信号』の有無を精査し、こ
れを検討」すべきであると述べて OECD のデュー・ディリジェンスに関するガイダンスに
言及している）、および IPMI I（「最初の調査に関する OECD の新たな国際基準は、ハーモ
ナイゼーションを行うことが特に役立つ一方で、合理的な原産国調査のための議会の指示
にも十分合致する特定点である。OECD は議会と同様、
『企業はガイダンスが自らに適用さ
れるか否かを判断するために、自らの鉱物または金属の調達慣行を予備的に精査するべき
である』として、原産国調査を最初に決定することを推奨している」
）のそれぞれからの書
簡を参照。

453

454

http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterpr
ises/
46740847.pdf において閲覧可能な OECD、OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR
RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECTED
AND HIGH-RISK AREAS, 33（紛争およびハイ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・ディリジェンスに関する OECD のガイダンス、33）（2011 年）
を参照。
455

同上（紛争鉱物が、問題となっている紛争鉱物の既知の埋蔵量が限られている国を原産
国とすると主張されているか否かを含めていくつかの例を示している）および
http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/FINAL%20Supple
ment%20on%20Gold.pdf において閲覧可能な OECD、DUE DILIGENCE GUIDANCE
FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM
CONFLICT-AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS: SUPPLEMENT ON GOLD（紛争お
よびハイ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
ンスに関するガイダンス：金に関する補足書）
（2012 年）を参照。金に関する補足書は、再
生利用品、もしくはスクラップ起源であると主張されている金に関するデュー・ディリジェ
ンスを発動する状況をも取り上げている。
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のであるか否かを判断できない場合である。456
紛争鉱物法律規定の文言に基づいてデュー・ディリジェンス、そして潜在的に紛争
鉱物報告書が義務付けられる時期についての意見提出者の見解が異なることを我々はよく
理解している。紛争鉱物法律規定は、その紛争鉱物が対象国を「実際に原産国としている」
場合に紛争鉱物報告書を提供することを発行人に義務付けているが、鉱物がそれらの国を
「実際に原産国としている」か否かを判断する方法については取り上げていない。457

最

終規則は、この判断を行うための手続きとして、合理的な原産国調査を採用している。一
部の意見提出者は、法律の文言は、合理的な原産国調査を実施した上で、その紛争鉱物が
対象国を原産国とすることを知っている発行人だけに、デュー・ディリジェンスを実行し、
紛争鉱物報告書を提供しなければならないと義務付けていると解釈すべきだと主張した。
458

それとは別に他の意見提出者たちは、紛争鉱物法律規定は、その紛争鉱物が対象国を

原産国としていなかったと判断できない発行人にデュー・ディリジェンスの実行を義務付
け、潜在的に紛争鉱物報告書の提示を義務付けていると解釈すべきであると主張した。459
ただし我々は、同条項の文言と最も合致しているのは、合理的な原産国調査を行った上で、
その紛争鉱物が対象国を原産国とし、かつ再生利用品、もしくはスクラップ起源でないこ
とを知っているいっさいの発行人に対して、それらの鉱物に関してデュー・ディリジェン
スを実行し、紛争鉱物報告書を提出することを義務付けるという方式であると確信してい
る。加えて、合理的な原産国調査を実施した上で自らの鉱物が対象国を原産国とする可能
性があり、かつ再生利用品、もしくはスクラップ起源でない可能性があると確信する理由
のあるいかなる発行人も、デュー・ディリジェンスを実行しなければならない。その
デュー・ディリジェンスの結果として、その紛争鉱物は対象国を原産国としない、または
再生利用品、もしくはスクラップ起源であるとこの発行人が判断した場合には、紛争鉱物
報告書はいっさい義務づけられない（ただし以下で論じるように、こうしたデュー・ディ

456

このシナリオは、「ある企業が所持している鉱物のトレースを行うことは、精製された
金属が最終製品の様々な構成部品の小さな部品として消費者市場に入るために、製錬の後
では一般には実行可能でない」としている OECD のデュー・ディリジェンスの枠組の陳述
と合致している。
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises
/46740847.pdf において閲覧可能な OECD、OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR
RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT-AFFECTED
AND HIGH-RISK AREAS, 33（紛争およびハイ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・ディリジェンスに関する OECD のガイダンス、33）（2011 年）
を参照。
証取法第 13(p)(1)(A)条（対象国を「かかる紛争鉱物が実際に原産国としている場合」
（下
線は追加）には、発行人は紛争鉱物報告書を「委員会に提出」しなければならないと述べ
ている）を参照。

457

458

AngloGold、Cleary Gottlieb、NAM I および Tiffany のそれぞれからの書簡を参照。

459

NEI、NYCBar I、および NYCBar II のそれぞれからの書簡を参照。
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リジェンスとその結果は、この発行人の特定開示報告書の本文において、その株式報告者
の原産地についての合理的な調査と共に開示されなければならない）
。それ以外の場合には、
この発行人は紛争鉱物報告書を提出しなければならない。我々は最終規則において、この
方式を採用しようとしている。
紛争鉱物法律規定は、発行人がその紛争鉱物は対象国を原産国とし、再生利用品、
もしくはスクラップ起源でないと断定的に判断した場合にのみデュー・ディリジェンスを
義務付けていると解釈することは、この条項の目的を損なうことになろう。例えば、必要
な紛争鉱物が、特定の鉱物が対象国からであるか否かを知らずに、対象国およびその他か
らの鉱物を含めている製錬業者からのものであることを知った後で発行人が調査を中止す
ることを我々が認めてしまうなら、発行人がその鉱物の最終的な起源を知ることを避ける
誘因が生じるだろう。つまり、我々の方式は、鉱物が対象国からであるという断定的な知
識をもっている場合にのみデュー・ディリジェンスと、ひいては紛争鉱物報告書を義務付
ける場合よりも費用が高くつくことを我々は認識しているが、紛争鉱物法律規定が構想し
ている要件を実行するためには、自らのもつ必要な紛争鉱物が対象国を原産国とする可能
性があると確信する理由のある発行人に対して、さらなる措置を義務付けることが必要だ
というのが我々の見解である。さらに、この方式の方が、費用がさらに高くなるはずの反
証―その必要な紛争鉱物が対象国を原産国としないこと―を示すことを義務付けるよりも、
適切なバランスがとれる。
別の方法として、紛争鉱物法律規定はデュー・ディリジェンスの実行を通じて、そ
の紛争鉱物が対象国を原産国とするか否かを判断することをすべての発行人に義務付けて
いると解釈することが可能である。この調査はかなり費用が高くつく可能性があり、発行
人が紛争鉱物全体のうちのごく少量について、対象国を原産国としないか否か、または再
生利用品、もしくはスクラップ起源であるか否かを判断できない状況においてはそれが特
に顕著である。このような規定の解釈は説得力があり、実際に紛争鉱物法律規定の正確な
解釈として、規定の共同提案者 2 名によって提案されていたが、460 我々は、議会の目的
を達成するためにこの方式が必要であるとは考えない。我々が確信しているのは、合理的
な原産国調査の基準は、発行人が必要な判断を行うためのより明確な方法を、それも、負
担を大幅に軽減し、より費用効果の高い方法で提供していることである。合理的な原産国
調査は発行人に費用を課すが、その費用は発行人が常にデュー・ディリジェンスを実行す
ることを義務付けられる場合に発生する費用よりも低いことを我々は確信している。
最後に、合理的な原産国調査を実施する発行人は、そのすべての紛争鉱物の原産国
を、またはそれらが再生利用品、もしくはスクラップ起源であるか否かを確実に判断でき

Durbin 上院議員／McDermott 下院議員からの書簡（「規則案は、紛争鉱物の起源と加
工・流通過程の判断に伴う原産国調査とデュー・ディリジェンスを区別し、前者は『網羅
性が低い』可能性があることを示している。これは、我々の意図に対する読み誤りである
―我々は、各事例において実行されるべき努力に何の相違も見出していない」）を参照。
460
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ない可能性があることに我々は着目している。合理的な原産国調査の基準を満たすために、
確実性は義務付けられていない。判断が確実でないことを示す開示は不必要である。発行
人はこの方式に従い、それが真実であれば、紛争鉱物が対象国を実際に原産国とするか否
か、または再生利用品、もしくはスクラップ起源でないか否かを判断するための合理的な
原産国調査は合理的に設計され、誠実に実行されており、紛争鉱物は対象国を原産国とし
ない、または再生品、もしくはスクラップ起源のものであるという発行人の結論はその合
理性の水準でなされたと明確に述べることができる。

2.

特定開示報告書の本文における開示（英語原文

P.161～166）

我々は意見を検討した上で、特定開示報告書の本文における実質的な開示に関する
提案を一部修正しようとしている。合理的な原産国調査を行った上で、その紛争鉱物が対
象国を原産国としていなかった、または再生利用品、もしくはスクラップ起源であると判
断した、またはその必要な紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性がある、または再生利
用品、もしくはスクラップ起源でない可能性があると確信する理由をもたない発行人は、
「紛争鉱物開示」の見出しに基づいて、Form SD になっている特定開示報告書の本文におい
て一定の開示を行うことを義務付けられる。477

この要件は、規則案が再生利用品、もし

くはスクラップ起源の紛争鉱物に関してデュー・ディリジェンスを義務付けている点を除
いて、規則案と概ね一致している。その紛争鉱物が対象国を原産国としない、または再生
利用品、もしくはスクラップ起源であると判断する、またはその必要な紛争鉱物が対象国
を原産国とする可能性がある、または再生利用品、もしくはスクラップ起源でない可能性
があると確信する理由をもたない発行人は、その判断と結果を開示し、実行した調査と結
果について簡潔に記述し、開示が一般に閲覧可能であるインターネット・ウェブサイトへ
のリンクを提供しなければならない。ただし最終規則は規則案からの変更として、紛争鉱
物報告書の提出を義務付けられていないと結論する根拠を立証するために、実行した調査
の結果について簡潔な記述を示すことをこのような発行人に義務付けている。
上で論じたように我々は、発行人がその合理的な原産国調査に基づき、対象国を原
産国とする可能性があり、再生利用品、もしくはスクラップ起源でない可能性がある紛争
鉱物をもっていると確信する理由があり、そのためにその紛争鉱物の起源と加工・流通過
程に関してデュー・ディリジェンスを実行しなければならないと判断する場合があり得る
ことを認識している。そのデュー・ディリジェンスの実行中のいずれかの時点において、
その紛争鉱物は対象国を原産国としていなかった、または再生利用品、もしくはスクラッ
プ起源であったと判断する場合、その発行人は、紛争鉱物報告書を提出することを義務づ

477

上で論じているように、最終規則は、すべての開示は、年次報告書ではなく、新しい書
式 SD になっている発行人の特定開示報告書の本文において行うよう義務付けることにな
る。
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けられない。ただしその発行人はそれでもなお、その判断を開示し、実行した合理的な原
産国調査とデュー・ディリジェンス努力、および原産国調査とデュー・ディリジェンス努
力の結果について簡潔に記述する特定開示報告書を提示して、その紛争鉱物が対象国を原
産国としない、または再生利用品、もしくはスクラップ起源であると確信する理由を明示
することを義務付けられている。
我々は、合理的な原産国調査について記述することを発行人に義務付けると、紛争
鉱物法律規定によって正当化も義務付けもされていない費用を課すことになる、という一
部の意見提出者の見解に着目している。我々はまた、紛争鉱物法律規定は「当該者」が「必
要である紛争鉱物が…コンゴ民主共和国および周辺国を原産国としているか否か」を毎年
開示すること、
「およびこのような紛争鉱物が実際にこうした国を原産国としている場合に
は委員会に報告書を提示すること」のみを義務付けていることにも着目している。478 従っ
て、紛争鉱物法律規定が発行人に明示的に義務付けているのは、その紛争鉱物が対象国を
原産国としていたと判断する場合にのみ追加的開示を求めることである。479
ただし我々は、実行した合理的な原産国調査について簡潔な記述を提供することを
発行人に義務付けることは、かかる記述を示すことに追加の費用が伴うとしても適切であ
ると確信している。上で論じたように、合理的な原産国調査は規範的な基準ではなく、確
実性を義務付けてはいない。その結果、発行人がとるアプローチが様々になる公算が高い。
このため我々は、関心をもつ人が発行人が否定的な判断を行うに際して行った「配慮の程
度」を評価することができ、480 それが「発行人の開示の信用性を確保するのに役立つ」481
ように、合理的な原産国調査に関する開示を義務付けることが適切だと確信しているので
ある。また、紛争鉱物法律規定は、発行人がその紛争鉱物が対象国を原産国としていない
と判断する場合にさらなる開示を行うことをその発行人に明示的に義務付けていないが、
同条項は、このような開示を義務付けることができないとは定めていない。従って我々は、
この開示を義務付けることは認められると共に適切であると確信している。
上に述べたように、最終規則はその紛争鉱物が対象国を原産国としていないこと、
または再生利用品、もしくはスクラップ起源であることを確実に立証するための特定の措
置を指定すること、または立証を義務づけることをしていない。最終規則はこのような指

478

証取法第 13(p)(1)(A)条を参照。

Cleary Gottlieb からの書簡などを参照。この意見提出者が、
「対象国に起源をもってい
ない（下線は原文）必要な紛争鉱物があると結論する発行人は、その結論を開示すること
だけを行わなければならない―ドッド＝フランク法には、その結論に達するに際して発行
人が実行した調査プロセスの開示に関する要件はない」と主張したのは、この法律が「定
めているのは…必要なその紛争鉱物が DRC 諸国に起源をもつとその発行人がひとたび断定
的に判断したら…開示の要件の増加だけ」だからである。同上。
479

480

MSG I からの書簡を参照。

481

NEI からの書簡を参照。
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定や義務付けを行うのではなく、調査の合理的な設計と誠実な実行のアプローチに依拠し
ているのである。実行した調査の結果を簡潔に記述するよう発行人に義務付けるのは、ス
テークホルダーが発行人の合理的な原産国調査の設計と、その設計を実行するにあたって
のその努力を評価できるようにするためである。この開示はまた、ステークホルダーが発
行人の努力の合理性について自分自身の見解を形成できるようにすることをも意図してい
る。ステークホルダーはこの情報に基づき、そうすることが必要であると確信すれば、個々
の発行人について異なるプロセスを推奨することができる。482

加えて、サプライチェー

ンの可視性の向上と発行人の過年度の調査の双方に基づいて、合理的な原産国調査のプロ
セスが時とともに変化することが予測されている。従って、発行人にその調査の結果につ
いて簡潔な記述を示すよう義務付けることは、ステークホルダーがその進捗状況を遡って
追跡し、そうすることが必要であると考えれば異なる手順を推奨することを可能にするだ
ろう。
ただし我々は、合理的な原産国調査に基づいてその紛争鉱物は対象国を原産国とし
ていないとする結論を裏付ける、再調査可能な業務記録を維持することを発行人に義務付
ける要件案は採択しないことを決定した。紛争鉱物法律規定は、発行人がその紛争鉱物の
起源についての判断を裏付ける、再調査可能な業務記録を維持することを義務付けていな
い。加えて、発行人がこのような記録を維持することを規則で義務付ける必要はなさそう
である。ある意見提出者が述べたように、発行人は「開示内容を作成するために利用され
た原資料を維持するための具体的な記録維持要件を SEC が課していない定期報告書におい
て、経営者の議論と分析など、大量の重要な情報を提供している」。483 従って我々は、適
切な記録の維持は最終規則を遵守していることを立証する上で有用かもしれず、発行人が
適用する、国内または国際的に広く認められているデュー・ディリジェンスの枠組によっ
て義務付けられることはあるかもしれないが、我々が発行人に対して再調査可能な業務記
録を維持することを義務付けることは不必要であると確信している。
また、規則案とは対照的に、我々は特定開示報告書または年次報告書のいずれかに
おいて、「紛争鉱物開示」と題された別の見出しのもとで、その必要な紛争鉱物のいずれか
が対象国を原産国としているか否か、または再生利用品、もしくはスクラップ起源でない
か否か、あるいはその紛争鉱物が対象国を原産国としない、または再生利用品、もしくは
スクラップ起源であると判断できなかったことを開示するよう発行人に義務付けようとは
していない。規則案のもとでは、その紛争鉱物が再生利用品、もしくはスクラップ起源で
482 この点に関して、ある発行人が合理的な原産国調査の結果について行った記述を見れば、

その紛争鉱物が対象国に起源をもたないと判断した理由が明確になるはずである。これは、
デュー・ディリジェンスを実行した上で、自らの紛争鉱物が対象国に起源をもたない、ま
たは再生利用品、もしくはスクラップ起源であると判断する場合に、合理的な原産国調査
とデュー・ディリジェンス努力を開示しなければならない発行人についても言えることで
ある。
483

NAM I からの書簡を参照。
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あるために紛争鉱物報告書を提供することを義務付けられている発行人を含めて、紛争鉱
物報告書の提供を義務付けられている発行人は年次報告書の本文において、年次報告書の
付属書として紛争鉱物報告書を提供（furnish）すること、紛争鉱物報告書と独立した民間部
門による証明済みの監査報告書がそのインターネット・ウェブサイト上で閲覧可能である
こと、および紛争鉱物報告書と監査報告書が掲載されているインターネットのアドレスを
開示することを義務付けられていたはずである。最終規則はこのような義務付けを行うの
ではなく、発行人にとっての費用と負担をある程度軽減するために、紛争鉱物報告書を提
供することを義務付けられた発行人に対して、その特定開示報告書において「紛争鉱物開
示」と題された別の見出しのもとで、特定開示報告書の付属書として紛争鉱物報告書が提
供されていることを開示し、その紛争鉱物報告書が一般に閲覧可能なインターネット・ウェ
ブサイトへのリンクを開示することだけを義務付けている。
最終規則が発行人に対して、その特定開示報告書の本文において紛争鉱物報告書を
提供する理由を開示することを義務付けていないのは、その情報が発行人により、紛争鉱
物報告書において開示されるためである。その情報を特定開示報告書の本文においても義
務付けることは、重複となり、不必要であろう。同様に最終規則が、特定開示報告書にお
いて監査報告書、または場合によっては監査証明を提供したことを開示することを発行人
に義務付けていないのは、監査報告書と証明はすでに紛争鉱物報告書の一部となるはずで
あるために、ここで監査報告書または監査証明に具体的に言及することは必要ではなく、
紛らわしくなる可能性があるためである。

E.

第 3 ステップ―紛争鉱物報告書の内容とサプライチェーンのデュー・ディ
リジェンス（英語原文

P.166～234）

紛争鉱物法律規定は、必要な紛争鉱物が対象国を原産国とすると判断した発行人に
対し、紛争鉱物報告書の提示を求めている

484

。紛争鉱物報告書は、特に、紛争鉱物の起源

と加工・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発行人によって取ら
れた方法の説明を含まなければならず、その方法は、紛争鉱物報告書の「独立した民間部
門による監査を含むものとする」と定められている

485

。これに関して、紛争鉱物法律規定

は、また、紛争鉱物報告書を提出する発行人は「報告書に含まれている…監査が行われた
ことを証明し」、証明された監査は「かかる鉱物の起源と加工・流通過程を確定するに際し
てのデュー・ディリジェンスの不可欠な要素を構成する」と定めている

486

。さらに、紛争

鉱物法律規定は、
「製造された、または製造委託契約が結ばれた『DRC コンフリクト・フリー』

484

証取法第 13(p)(1)(A)条を参照。

485

証取法第 13(p)(1)(A)(i)条を参照。

486

証取法第 13(p)(1)(B)条を参照。
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ではない」製品、独立した民間部門の監査を実施した組織、紛争鉱物の加工に使用された
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
を決定しようとする努力」について説明しなければならないと規定している 487。

1.

紛争鉱物報告書の内容（英語原文

P.182～198）

最終規則は、合理的な原産国調査を行った結果、その紛争鉱物が対象国を原産国と
し、再生利用品もしくはスクラップ起源ではないと知っている発行人に対し、これらの紛
争鉱物の起源と加工・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発行人
が取った方法の説明を含む紛争鉱物報告書を提出することを求めている。また、合理的な
原産国調査を行った結果、その鉱物が対象国を原産国とする可能性があり、再生利用品も
しくはスクラップ起源ではない可能性があると確信する理由があり、デュー・ディリジェ
ンスを実行した上でもなお、その鉱物が対象国を原産国とする可能性があり、再生利用品
もしくはスクラップ起源ではない可能性があると確信する理由がある発行人に対し、これ
らの紛争鉱物の起源と加工・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
発行人が取った方法の説明を含む紛争鉱物報告書を提出することを求めている。
加えて、独立した民間部門の監査が必要とされる状況で、最終規則は、提案の通り、
発行人に対し、紛争鉱物の起源と加工・流通過程に関するデュー・ディリジェンスの一部
として、米国の連邦会計検査院院長が定めた基準に従って独立した民間部門によって行わ
れた証明済みの監査を含むことを求めている。さらに、最終規則は、提案の通り、監査が
デュー・ディリジェンスの不可欠の部分を構成すると定めている。発行人が「監査が行わ
れたことを証明する」552 という紛争鉱物法律規定の要件を実行するために、提案の通り、
発行人は、独立した民間部門によって紛争鉱物報告書の監査を受けたことを証明し、その
証明を紛争鉱物報告書に含まなければならない

553

。規則案や提案された規則には明示され

なかったが、意見提出者の懸念に対応し、最終規則は、発行人の監査証明は役員の署名を
必要としないと明確に表示している。この証明は、発行人が独立した民間部門による監査
を受けたというステートメントを紛争鉱物報告書に含む形を取る。
また、最終規則は、発行人の製品が「DRC コンフリクト・フリー」でない限り、紛
争鉱物報告書に、その鉱物の加工に使用された施設、紛争鉱物の原産国、および可能な限

487

証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条を参照。

552

証取法第 13(p)(1)(B)条を参照。

553

紛争鉱物法律規定の別の解釈として、発行人は自社が受けた監査が正確であることを確
認しなければならないという考え方もあるが、我々はこれを採用しない。紛争鉱物報告書
は、この規則の遵守に関連した経営陣の主張を含む。第三者による監査は、この主張の確
かさを証明するために考えられている。この関係に鑑み、経営陣に監査の正確性を主張す
ることを求める必要はないと思われる。
60

り最大の具体性をもって原産鉱山または原産地を決定しようとする努力についての説明を
含むことを求めている。規則案に示したように、我々は、紛争鉱物法律規定の「紛争鉱物
の加工に使用された施設」という表現は、発行人の鉱物が通過した製錬所または精製所を
指すと考えている。ある意見提出者は、製錬と精製のプロセスは異なると指摘した

554

。製

錬は、鉱石を金属に変換することであるが、この金属はまだ多くの不純物を含んでおり、
精製によって不純物を取り除かなければない。コロンバイトタンタライト、錫石、鉄マン
ガン重石は、鉱石としてのみ採掘され、製錬されて金属誘導体となる。しかし、金は金属
の形で天然に存在するため、金属として採掘される。したがって、金は製錬して金属にす
る過程が不要であるが、不純物を取り除くための精製は行われなければならない。しかし、
どちらの場合にも、実際問題として、製錬所または精製所を通さずに、コロンバイトタン
タライト、錫石、鉄マンガン重石が先に製錬された後、および金が先に精製された後、そ
の鉱山や他の原産地を追跡するのは不可能とまでは言わなくても非常に難しいことを我々
は認識している。
また、証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条は、対象国を原産国とする紛争鉱物を有する発行人
に対し、
「DRC コンフリクト・フリーではない」製品の説明を含む紛争鉱物報告書を提出す
ることを求めている

555

。紛争鉱物法律規定に定義されているのは、「DRC コンフリクト・

フリーではない」という語ではなく、「DRC コンフリクト・フリー」という語である

556

。

製品は、対象国「における武装集団の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」ならば、証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条の下で「DRC コンフリク
ト・フリー」であると考えられる（強調は付加）557。前述したように、提案された規則の
アプローチでは、原産地が特定されない紛争鉱物を含む製品を有する発行人は、その製品
が「DRC コンフリクト・フリー」であると知ることができない。すなわち、その発行人は
製品が対象国「における武装集団の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まない」と知ることができない。ゆえに、その発行人は、製品を
「『DRC コンフリクト・フリー』ではない」と記述しなければならない。
ある意見提出者は、このアプローチは不正確で誤解を招く開示を導く恐れがあり、
サプライチェーンを完全に可視化できない会社を不当に罰することになりかねないという
ITRI I からの意見書。提案書において、我々は、コロンバイトタンタライト、錫石、鉄
マンガン重石は製錬されて要素金属になり、金は精製されると述べた。また、どちらの過
程も実質的に同じであり、我々が紛争鉱物の製錬というときには金の精製を含むと記した。
554

555

証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条を参照。

556

同上および証取法第 13(p)(1)(D)条を参照。

証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条。また、証取法第 13(p)(1)(D)条の「DRC コンフリクト・フリー」
の定義は証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条の定義と似ているものの少々異なる。証取法第
13(p)(1)(D)条には、対象国「における武装集団の直接間接の資金源になっている、または
これらに利益をもたらす紛争鉱物を製品が含まないならば、かかる製品は『DRC コンフリ
クト・フリー』と称することができる」と述べられている。
557
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懸念を示した

558

。この意見提出者は、さらに鉱物の原産地の調査を行った結果、その鉱物

が対象国を原産国としない、または武装集団の資金源となっていない、もしくはこれらに
利益をもたらすものではないということが明らかになる可能性があり、その場合、そうし
た鉱物のみで製造された製品は「DRC コンフリクト・フリー」だということになると指摘
した。当然ながら、我々は、開示要件は正確な開示を導くものでなければならないと考え
ている。同時に、第 1502 条における議会の指示を実行し、法の文言に忠実である責任と、
自社で使用する紛争鉱物の原産国判定を回避させる動機を発行人に与える規則を発布する
ことが、証取法第 13(p)条において議会が定めた報告システムを弱体化させるかもしれない
ことを認識している。したがって、我々は、法の文言と精神に忠実でありながら、意見提
出者の懸念に対応するために、最終規則を修正した。
前述した通り、最終規則は、第 3 ステップに進み、紛争鉱物が対象国を原産国とし
ない、または対象国を原産国とする紛争鉱物が直接間接に武装集団の資金源となっていな
い、もしくはこれらに利益をもたらすものではない、またはその紛争鉱物が再生利用品も
しくはスクラップ起源であると判断できない発行人に対し、その製品を「『DRC コンフリク
ト・フリー』ではない」と記述することを要求する代わりに、暫定移行期間のあいだ、こ
れらの紛争鉱物を含む製品を「DRC コンフリクト判定不能」と記述することを認める。
「DRC
コンフリクト判定不能｣の製品を有する発行人は、紛争鉱物の起源と加工・流通過程に関す
るデュー・ディリジェンスを実行し、そのデュー・ディリジェンス；デュー・ディリジェ
ンスを改善するための措置を含めて、それ以前に提出した最も新しい紛争鉱物報告書で取
り上げられた期間の終了以来、自社の必要な紛争鉱物が武装集団に利益をもたらすリスク
を軽減するために取った、またはこれから取る予定の措置が存在するならば、わかってい
る限りでそれらの措置；判明しているならば紛争鉱物の原産国；判明しているならば紛争
鉱物の加工に使用された施設；該当するならば可能な限り最大の具体性をもって原産鉱山
または原産地を決定しようとする努力について記述した紛争鉱物報告書を提出するよう求
められる

559

。しかし、そのような発行人は、紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査を

受けることは求められない。我々は、サプライチェーンのデュー・ディリジェンスの仕組

558

Tiffany からの意見書を参照。

559

我々は、紛争鉱物の原産国を判断できない発行人、または紛争鉱物が再生利用品もしく
はスクラップ起源であるかどうかを判断できない発行人は、それらの紛争鉱物の加工施設
も判断できない可能性があり、その鉱物の原産国を判断できないことを認識している。し
たがって、こうした発行人は、わかっている場合に限って加工施設を記述しなければなら
ず、原産国を開示する必要はない。また、紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源
であるかどうかを判断できない発行人は、可能な限り最大の具体性をもって原産鉱山また
は原産地を決定しようとする努力について記述する必要はない。再生利用品もしくはスク
ラップ起源の紛争鉱物を有する発行人は、原産鉱山または原産地を決定することが求めら
れないからである。
62

みはまだ確立されておらず

560

、ゆえに、多くの発行人は紛争鉱物が対象国を原産国としな

い、武装集団の資金源となっていない、もしくはこれらに利益をもたらすものではない、
または再生利用品もしくはスクラップ起源であると容易に判断できないという多数の業界
意見提出者の懸念に対応するため、この一時的なカテゴリーを認める。この一時的なカテ
ゴリーにより、発行人は、自社の紛争鉱物が対象国を原産国とするか、対象国における武
装集団の直接間接の資金源となっていた、もしくはこれらに利益をもたらしたか、または
再生利用品もしくはスクラップ起源であるかを判断するためのサプライチェーンの
デュー・ディリジェンスの仕組みを確立する時間が得られることになる。
また、この時間の追加により、必要な鉱物が対象国を原産国とせず、武装集団の資
金源とならず、これらに利益をもたらすものではない、または再生利用品もしくはスクラッ
プ起源であると最終的には判断できる発行人が、まだその鉱物の原産地や、それが再生利
用品もしくはスクラップ起源であるかどうかを判断できていないというだけの理由で、当
初は自社の製品を「DRC コンフリクト・フリー」と判明できなかったと報告することを義
務付けられる可能性を低下させるはずである。一時的なカテゴリーは、この可能性を下げ
ることによって、より正確な開示を導く。我々は、このアプローチを用いた最終規則は、
議会がこの開示の要求を意図した発行人の集団によりよく対象を絞り、発行人がその紛争
鉱物の原産地を判断できるようにするためのプロセスを設ける時間を与えると考えている。
しかし、「判定不能」という報告の選択肢は、一時的にしか認められない。この選択
肢は、すべての発行人に関して、最終規則の発効後最初の 2 回の報告サイクル、すなわち
2013 年から 2014 年の特定開示報告書を含む期間に認められる。より小規模な報告企業に関
しては、この選択肢は、最終規則の発効後最初の 4 回の報告サイクル、すなわち 2013 年か
ら 2016 年の特定開示報告書を含む期間に認められる。すべての発行人に関して 2015 年 1
月 1 日から 12 月 31 日までの第 3 報告期間、およびより小規模な報告企業に関して 2017 年
1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までの第 5 報告期間には、それぞれ該当する発行人は、紛
争鉱物報告書に「『DRC コンフリクト・フリー』であることが判明しなかった」ものとして
製品を記述しなければならない。また、発行人は、第 3 ステップに進み、紛争鉱物が対象
国を原産国としない、対象国を原産国とする紛争鉱物が直接間接に武装集団の資金源と
なっていない、もしくはこれらに利益をもたらすものではない、またはその紛争鉱物が再
生利用品もしくはスクラップ起源であると判断できなくても、そのような開示を行うこと
が求められる。さらに、これらの発行人は、紛争鉱物報告書の独立した民間部門による監
査を受けることが求められる 561。

たとえば、CTIA、FEC I、JVC 他 II、NAM III、NRF I、ラウンドテーブル、および
WilmerHale などからの意見書を参照。
560

561

後述するように、紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であるかどうかを判断
するためにデュー・ディリジェンスを実行する発行人は、その再生利用品もしくはスクラッ
プ起源の鉱物について国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組が
63

この開示は移行期間後に義務付けられるが、発行人が紛争鉱物の原産地を判断する
ことができなくても、我々は、こうした状況で必要とされる開示の正確性に関して提起さ
れた問題点に対処するために、開示に関する提案の表現を変更している。我々は、そのよ
うな製品を「『DRC コンフリクト・フリー』であることが判明しなかった」製品と記述する
のが正確であると考える。
「DRC コンフリクト・フリー」は法に定義された語であり、その
製品が対象国「における武装集団の直接間接の資金源となっていた、またはこれらに利益
をもたらした紛争鉱物を含まない」ことを意味する。紛争鉱物が対象国を原産国としない、
対象国を原産国とする対象鉱物が武装集団の資金源になっていない、もしくはこれらに利
益をもたらしていない、またはその鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であると判
断できない発行人は、正確には、紛争鉱物がこの定義に当てはまると明らかになったと述
べることはできない。ゆえに、その製品は、法に定義された「DRC コンフリクト・フリー」
であることが判明しなかったというべきである。
加えて、最終規則では、提案の通り、発行人は開示または説明を追加することがで
きる。これによって発行人は、開示に「DRC コンフリクト・フリー」の法的な定義を含め、
「DRC コンフリクト・フリー」というのは明確に限定された意味を持つ表現であることを
説明するか、その他の形でそれぞれの特殊な状況について説明することができる 562。また、
我々は、製品が「『DRC コンフリクト・フリー』であることが判明しなかった」という変更
後の開示ならば、一部の意見提出者が表明した懸念、すなわち規則案で要求された「『DRC
コンフリクト・フリー』ではない」という表現は特にその鉱物が対象国における武装集団
の直接間接の資金源となっていた、またはこれらに利益をもたらしたかどうかがわからな
い発行人に不当な汚名を着せることになるという懸念が緩和されると考える。
提出された意見の中には我々が採用しようとしているものと全く同じアプローチを
提案したものはないように思われるが、このアプローチは、多くの意見提出者の提案を取
り入れている。ある意見提出者は、
「自社の製品に含まれる紛争鉱物の原産地を追跡し、こ
ないならば、その紛争鉱物に関して、紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査を受ける
ことが要求されない。
562

たとえば、発行人は、紛争鉱物報告書における開示に加えて、
「以下は『DRC コンフリ
クト・フリー』であることが判明していない当社の製品の記述である（『DRC コンフリクト・
フリー』とは、製品の機能または生産に必要であり、コンゴ民主共和国またはその周辺国
における武装集団の直接間接の資金源になっている、またはこれらに利益をもたらす紛争
鉱物が製品に含まれないことを意味すると連邦証券法に定義されている）」と述べることが
できる。あるいは、2 年間または 4 年間の経過後になお、自社の紛争鉱物の一部の原産国を
特定できない発行人は次のように述べることができる。
「我々は当社の紛争鉱物の一部の原
産国を特定できていない。紛争鉱物の原産国を特定できないことから、そのような鉱物を
含む製品が、コンゴ民主共和国またはその周辺国における武装集団の直接間接の資金源に
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まないと述べることができない。
したがって、連邦証券法に基づき、我々は、そのような鉱物を含む製品を、
『DRC コンフリ
クト・フリー』であることが判明していないと記述せざるを得ない。これらの製品は以下
のリストのとおりである。」
64

れらの鉱物が『DRC コンフリクト・フリー』であるかどうかを判断しようとする上で目下
のところ発行人が直面している大きな実際的困難に対応するために、段階的導入または移
行期を設けるアプローチ」を取ることを提案した 563。この提案は、最終規則において 2014
年までの段階的導入期間を設け、その間は、原産国を判断できない紛争鉱物を有する発行
人がその紛争鉱物を「不確定の原産地」で産出されたものと記述し、紛争鉱物報告書を提
出する代わりに紛争鉱物に関する会社の方針を開示し、現在インフラが未整備であるため
に紛争鉱物の原産地を判断できないというステートメントを示すことを認めるということ
であった。この意見提出者は、「不確定の原産地」というカテゴリーは 2014 年までに限っ
て利用できるようにすべきであると提言した。別の意見提示者は、2014 年までの同様の段
階的移行期間を設け、その間は「不明」というカテゴリーの使用を認め、紛争鉱物に関す
る会社の方針、合理的な原産国調査、サプライチェーンで使用された紛争鉱物の開示のみ
を発行人に認めることを提案した 564。
その他の意見提出者は、発行人が紛争鉱物の原産国を判断できなかったとき、紛争
鉱物に同様の一時的アプローチを用いることを提案した

565

。これに関して、ある意見提出

者は、「製品における紛争鉱物が対象国を原産国とすると判断できない発行人に対し、入手
可能な情報の提供を求める紛争鉱物報告書の提出を要求することが合理的である」と述べ
ている

566

。また、別のある意見提出者は、規則が最終決定された最初の期間は、一部の紛

争鉱物は原産国が不明であると予想されると認識しており、そうした紛争鉱物を使用する
発行人は、他の情報とともに、「原産国の判断に向けて報告年に達成された前進」を開示す
べきであると述べた

567

。最後に、一部の意見提出者は、より小規模な報告企業について段

階的な導入を認めるか、または最終規則の実行を遅らせるべきであると述べた 568。
我々は、提出された意見に基づき、対象国とサプライチェーン全体に実行可能な追

563

WilmerHale からの意見書を参照。

564

AdvaMed I からの意見書を参照。

565

たとえば、TIAA-CREF からの意見書（「我々は、鉱物の起源が確認できないとき、反
対の具体的な証拠がないために鉱物がコンフリクト・フリーであるという推定を示唆する
表現ではなく、
『DRC コンフリクト・フリーではないかもしれない』といった不確定の表現
を使用することを会社に認めるのが最も正確であると考える。また、いずれはこうした鉱
物の追跡に必要な情報システムが改善されると思われる。我々は、妥当な一定期間の後、
より高い基準が正当と考えられるかどうかの見直しを SEC が検討することを提案する」）、
および TriQuint I からの意見書（最終規則は、会社が『DRC コンフリクト・フリー』と立
証された製錬所から加工済みの紛争鉱物を購入できると期待されるときまで、自社の製品
を『DRC コンフリクト・フリーではない可能性がある』と称するのを会社に認める」べき
であると提言している）を参照。
566

ABA からの意見書を参照。

567

SIF I からの意見書を参照。

568

たとえば、Howland や JVC 他 II などからの意見書を参照。
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跡システムを設け、対象国からの紛争鉱物の事実上の輸出禁止を避けるため、2 年間、製品
を「DRC コンフリクト判定不能」と記述することをすべての発行人に認めるのは適切であ
ると考える。また、我々は、2 年間このカテゴリーを認めることにより、実質的にすべての
発行人が、単純に紛争鉱物の原産国を判断できなかったために自社の製品を「DRC コンフ
リクト・フリー」であることが判明しなかったと記述し、開示の意味が減じられてしまう
状況を避けることができると考える 569。同様に、我々は、より小規模な報告企業に 4 年間、
自社の製品を「DRC コンフリクト判定不能」と記述することを認めるのは適切であると考
える。これらの発行人は個別の紛争鉱物の原産地に関して詳細な情報を入手する力を持っ
ていないためである 570。
しかし、我々は、永続的に「DRC コンフリクト判定不能」カテゴリーを設けること
は、法の文言に反し、第 1502 条の総合的な目標を損なうと考える。そのようなアプローチ
は、発行人にとって、必要な紛争鉱物の原産国を特定するために注意を払わないというイ
ンセンティブを作り出すことになりかねない。また、移行期の後、このカテゴリーを永続
的なものにすると、かなり多くの発行人が自分たちの製品を「DRC コンフリクト・フリー」
であることが判明しなかったと記述することになり、開示が無意味なものになってしまう
恐れがある。提出された意見を検討すると、移行期が終わる時点で、自社の紛争鉱物が対
象国を原産国とするかどうか、もし対象国を原産国とするのならばそれが紛争に寄与した
かどうかを判断するために発行人が利用できるシステムが必要だと思われるからである。
総合すると、我々は、「『DRC コンフリクト・フリー』ではない」という表現から「『DRC
コンフリクト・フリー』であることが判明しなかった」という表現に置き換えること、付
加的な説明と開示を認めること、および一定期間「DRC コンフリクト判定不能」というカ
テゴリーを認めることにより、最初は自社の紛争鉱物が対象国を原産国とするかどうかを
判断できない、あるいは対象国を原産国とする紛争鉱物が対象国における武装集団の直接
間接の資金源となっていなかった、もしくはこれらに利益をもたらすものではなかったと
判断できない発行人に、議会が「DRC コンフリクト・フリー」ではない製品の開示を求め
たときに意図した目的を達成しながらそれらを開示する手段を与えることになると考える。
また、我々は、このアプローチは意見提出者によって提起された憲法修正第 1 条の
問題にも対応すると考える。この規則は、許されないほどのレベルで、商業的な性格では
ない言論を強制するという懸念に関し、我々は、議会がこの法律を可決したときに憲法に
従って行動したと考えている

569

571

。また、前述したように、最終規則に取り入れた変更によ

たとえば、AdvaMed I、ITIC I、ITRI II などからの意見書を参照。

ABA、Corporate Secretaries I、JVC 他 II からの意見書を参照。しかし、Green II か
らの意見書（より小規模な報告会社は力を持っていないかもしれないが、この不利点は、
同じサプライヤーの基盤を使用し、そのような情報を要求するより大きな力を持つ大手の
発行人がサプライヤーに及ぼす影響を通して削減されるだろうと主張）を参照。
570

571

Nebraska v. EPA, 331 F.3d 995, 997（D.C.Cir. 2003）（「政府機関は通常、連邦法の合
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り、この規則が一部の発行人に真実ではない、または不当な汚名となる言論を強制すると
いう問題点が緩和されると考える。自社の紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性がある
と知っている、またはそう確信する理由があるが、原産国を判断できない、またはそれが
武装集団の資金源になっていた、もしくはこれらに利益をもたらすものであったかどうか
判断できない発行人に対し、自社の製品が「DRC コンフリクト・フリー」であることが判
明しなかったと記述するよう求める要件は、
「DRC コンフリクト・フリー」という法の定義
に鑑みて正確な開示を強制することになる。また、修正されたこの表現の使用、発行人に
付加的な説明や開示を認めること、および一時的な「判定不能」の期間を設けることはす
べて、議会が目指す目的を達成しつつ、憲法修正第 1 条への影響を軽減するために規則を
適切に調整することと適合する。
我々は、多くの意見提出者が、提案された規則は発行人に対し、自社の製品に「DRC
コンフリクト・フリー」であるか「DRC コンフリクト・フリー」ではないかを示すラベル
を物理的に貼ることを求めるように思われる記載についても述べておきたい。572。我々は
確かに規則案で「ラベル」という語を用いたが、年次報告書に必要とされる開示の文脈で
用いたのであり、最終規則はいかなる製品にも物理的なラベルを要求していない。最終規
則が発行人に要求するのは、最終規則の定義に従って「DRC コンフリクト・フリー」であ
ることが判明しなかった製品について、紛争鉱物報告書に記述することである。また、提
案と同じく、最終規則は、発行人に対し、それぞれの事実と状況に基づいて製品を記述す
る柔軟性を認める。我々は、この柔軟性が重要であると考えている。ある意見提出者が指
摘した通り、発行人は、自社の製品について最もよく知り、業界内で一般に理解される語
でそれを記述できる立場にあるからである 573。また、規則案における混乱を是正するため、
最終規則では、いかなる形であれ、
「DRC コンフリクト・フリー」である製品を持つ発行人
に、その製品について紛争鉱物報告書に記述することを要求しない。ただし、そのような
製品を持つ発行人は、特定開示報告書にその製品を「DRC コンフリクト・フリー」として
記述することを選択するならば、その製品が対象国の武装集団の直接間接の資金源となっ
ていた、またはこれらに利益をもたらした紛争鉱物を含まない限り、そのように記述する
こともできる。
紛争鉱物法律規定は、国務省に対し、対象国において「鉱物資源が豊富なゾーン、

憲性に判断を下す権限を持たない。
」）
（Thunder Basin Coal Co. v. Reich, 510 U.S.200, 215
(1994)を引用）
；Todd v. SEC, 137 F.2d 475, 478（6th Cir. 1943）
（同）
；William J. Haberman,
53 S.E.C. 1024,1029 n.14 (1998)（「我々は議会が我々に施行するよう指示している法を無
効とする権限を持たない。」
）（Milton J. Wallace, 45 S.E.C.694, 697 (1975)を引用）
；
Walston& Co., 5 S.E.C.112, 113 (1939)を参照。
たとえば、Howland、Industry Group Coalition I、Japanese Trade Associations、MSG
I、NAM I、SIF I などからの意見書を参照。
572

573

WGC II からの意見書を参照。
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取引ルート、武装集団の支配下にある地域の地図を作成」することを求めている 574。また、
紛争鉱物法律規定は、国務省に対し、「サプライヤーの製品に使用された紛争鉱物が直接間
接に武力紛争の資金源になっていない、または労働権もしくは人権の侵害を起こしていな
いことを確認するため、製品に使用される紛争鉱物の起源と加工・流通過程およびサプラ
イヤーに関してデュー・ディリジェンスを実行し、それを正式化しようとする営利組織に
ガイダンスを提供する計画」575 を含め、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議会に提出することを求めている。一部の意見提出者は、国務
省の地図や戦略が公表されるまで最終規則の実施を遅らせること
鉱物の情報に関する国務省の地図に依存することを認めることを
国務省はすでに紛争鉱物地図を公表している

576

、または発行人が紛争

577

提案した。

578

。また、国務省は、自社の製品に使

われる紛争鉱物の起源と加工・流通過程、およびサプライヤーに関するデュー・ディリジェ
ンスを実行し、正式化しようとしている営利組織向けのガイダンスを作成していると我々
は理解している

579

。とはいえ、国務省の地図やガイダンスは、最終規則に従う上で必要不

可欠とは思われない。第 1 に、議会は SEC の規則に従うためにそれらが必要であると考え
ていないように思われる。地図とガイダンスの要件は、証取法に組み込まれていない第 1502
条の一部に書かれており、第 1502 条のその部分は SEC 以外の政府機関のみを対象としてい
る

580

。したがって、それらは最終規則と関連してはいるが、地図とガイダンスが規則に直

接的な影響を及ぼすことが意図されたとは思われない。
また、他の情報源もあるため、発行人は、紛争鉱物が対象国の紛争に寄与したかど
うかを判断するために国務省の地図やガイダンスのみに頼らなければならないわけではな

574

同法第 1502(c)(2)条を参照。

575

同法第 1502(c)(1)条を参照。

たとえば、Barrick Gold、Corporate Secretaries I、NRF I、WGC II などからの意見
書を参照。
576

577

たとえば、AngloGold、NRF I などからの意見書を参照。

578

国務省人道情報ユニット『コンゴ民主共和国の武装集団による鉱物利用地図
（Democratic Republic of the Congo Mineral Exploitation by Armed Groups Map）』
（2011 年 6 月 14 日）を参照。
http://hiu.state.gov/Products/DRC_MineralExploitation_2010Jun28_HIU_U182.pdf で
閲覧可能。
579

国務省経済・エネルギー・事業問題局『紛争鉱物のデュー・ディリジェンスに関するドッ
ド＝フランク法第 1502 条の実施に関するステートメント（Statement Concerning
Implementation of Section 1502 of the Dodd-Frank Legislation Concerning Conflict
Minerals Due Diligence）』（2011 年 7 月 15 日）を参照。
http://www.state.gov/e/eb/diamonds/docs/168632.htm で閲覧可能。
この地図とガイダンスの要件は同法第 1502(c)条に記されているが、実際に証取法を改
正し、規則の発表を SEC に指示しているのは第 1502(b)条だけである。
580
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いと我々は考えている。たとえば、前述したように、OECD は発行人がデュー・ディリジェ
ンスを実行するためのガイダンスとして使用できる国際的に認められたデュー・ディリ
ジェンスのシステムを構築している。OECD のデュー・ディリジェンスのガイダンスは、
デュー・ディリジェンスを実行するために発行人が取らなければならない措置を決定する
上で、紛争鉱物法律規定に言及された国務省の地図やガイダンスに依存しておらず、それ
らを組み込んでもいない。しかし、前述したように、サプライチェーン追跡メカニズムの
開発段階から考え、近いうちにこの情報を信頼できる形で入手する問題が生じることを
我々は認識している。ゆえに、我々は、最終規則に、対象を絞った一時的な移行期間を設
けている。
提案された通り、最終規則は、対象国を原産国とする紛争鉱物を有する発行人に対
し、かかる紛争鉱物が対象国における武装集団の直接間接の資金源となっていた、または
これらに利益をもたらしたかどうかを判断することを求めている。紛争鉱物法律規定は、
これらの製品が対象国における「武装集団の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」紛争鉱物を含まないとき、
「DRC コンフリクト・フリー」であると定
「武装集団」という語を、対象国に関連して 583、
「1961
めている 581。同法第 1502(e)(3)条は、
年対外援助法第 116(d)条および第 502B(b)条に基づく人権状況に関する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特定されている武装集団」582 と定義している。
最終規則は、提案の通り、発行人にガイダンスを提供するために、この定義への相互参照
「最も新し
を含んでいる。しかし、この相互参照は、意見提出者の懸念 584 に対応するため、
く発行された」および「年次報告書が提出されるべき年に関して」という語句を省いてい
る。最終規則は、「武装集団」の定義について紛争鉱物法律規定を正確に反映しており、提
案に含まれていた異なる語句を含んでいない。
紛争鉱物法律規定は、国務省に対し、同省の年次国別報告書において重大な人権侵
害を行っている者を特定する権限を与えており、我々はこの点についてこれ以上のガイダ
ンスを提供したり国務省の結論を修正したりする権限も専門能力も持っていない。我々は、
一部の意見提出者が、後に鉱山が武装集団の支配下に入ったとしても、紛争鉱物の購入時
に武装集団に支配されていない鉱山で入手した紛争鉱物を含む製品を「DRC コンフリク
ト・フリー」であるとみなすべきであると提案したことに注目する

585

。我々は、たとえ後

にそのサプライチェーンのどこかが武装集団の支配下に入ったとしても、製品に含まれる
紛争鉱物が鉱山から発行人までのサプラインチェーンを通して購入および輸送されたとき

581

証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条および第 13(p)(1)(D)条を参照。

583

22 U.S.C.2151n(d)および 2304(b)。

582

同法第 1502(e)(3)条。

584

たとえば、ITRI I や TIC などからの意見書を参照。

585

たとえば、AAEI、IPC I、NRF I などからの意見書を参照。
69

に、それらの紛争鉱物が対象国における武装集団の直接間接の資金源になっていない、ま
たはこれらに利益をもたらすものでないならば、それらの製品は「DRC コンフリクト・フ
リー」であるということに同意する。たとえば、発行人の紛争鉱物が、その購入の時点で
対象国における武装集団の直接間接の資金源となっていない、またはこれらに利益をもた
らすものではない鉱山から購入され、翌日その鉱山が武装集団の支配下に入り、すでに鉱
山を離れた紛争鉱物を購入するために発行人が採掘者に以前に支払った金銭を武装集団が
奪ったならば、その紛争鉱物を購入するために使用された金銭がその後実際に武装集団の
利益になったとしても、これらの紛争鉱物を含む製品は「DRC コンフリクト・フリー」と
考えられるであろう。

2.

紛争鉱物報告書におけるデュー・ディリジェンスの基準（英語原文

P.198～199, P.205

～208）
紛争鉱物法律規定は、紛争鉱物の起源と加工・流通過程に関して発行人が実行した
デュー・ディリジェンスを記述することを求める要件に基づき、デュー・ディリジェンス
を実行することを発行人に要求しているものと解釈している

586

。加えて、この規定は、

「デュー・ディリジェンスの不可欠な要素として」紛争鉱物報告書の独立した民間部門に
よる監査を含むことを発行人に要求している 587。証取法第 13(p)(1)(C)条に基づき、SEC は、
発行人の独立した民間部門による監査、またはその他のデュー・ディリジェンス・プロセ
スを信頼できるものではないと判断する可能性があり、そのような信頼できないデュー・
ディリジェンス・プロセスに基づく紛争鉱物報告書は、法律の報告要件を満たさないこと
になる 588。
寄せられた意見の検討に基づき、我々は最終規則を修正する。最終規則は、発行人
に対し、紛争鉱物の起源と加工・流通過程を確定する上で実行したデュー・ディリジェン
スを記述することを求めている。また、最終規則は、発行人のデュー・ディリジェンスが
国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組に従うことを求めている。
我々は、監査目的にふさわしく、国内的または国際的に認められ、手段について一貫した
評価を行うことを可能にするデュー・ディリジェンスの枠組を使用するよう要求すること
により、独立した民間部門の監査人に発行人のデュー・ディリジェンスを評価する構造を
与えることができるという意見提出者の意見に納得した。そうした構造を与えることに
よって、枠組が指定されない場合よりも、規則が有効で費用のかからないものになると我々

586

証取法第 13(p)(1)(A)(i)条。

587

証取法第 13(p)(1)(B)条。

588

証取法第 13(p)(1)(C)条。
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は確信している。また、我々は、国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェン
スの枠組の使用を要求することは、発行人のデュー・ディリジェンスの質を高め、それぞ
れの発行者の紛争鉱物報告書の比較可能性を促進するという意見にも納得した。さらに、
我々は、そのようなデュー・ディリジェンスを要求することは発行人に一定程度の確実性
を与えることになり、ある意見提出者が述べているように「後にデュー・ディリジェンス
のプロセスが信頼できないと判断されるリスクを削減する」613 と確信している。
OECD の「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」614 は、我々の基準を満たしており、紛争鉱物
の起源と加工・流通過程を確定するにあたって発行人はデュー・ディリジェンスを実行し
なければならないという最終規則の要件を満たす目的で、枠組として用いることができる
であろう。ある意見提出者が指摘しているように、OECD は米国を含む 34 か国で構成され
る国際組織であり、各国の政府や企業と協力し、「紛争地域および高リスク地域からの鉱物
のサプライチェーンにおける説明責任と透明性を促進させるための、各国政府、国際機関、
市民社会組織、業界参加者の間における共同の取り組みの結果」615 としてこのデュー・ディ
リジェンス・ガイダンスを承認した。コンゴ民主共和国に関する国連専門家グループ（「専
門家グループ」）、およびアフリカ大湖地域国際会議（「ICGLR」）とともに OECD が提出し
た意見書には、OECD のデュー・ディリジェンス・ガイダンスは、「米国務長官ヒラリー・
ローダム・クリントンが議長を務めた 2011 年 5 月 25 日の閣僚級会議で 41 か国の OECD 加
盟国と非加盟国によって OECD 提案として採択された」616 と記されている。最終規則は、
紛争鉱物法律規定の目的に合致する他の評価基準が作成されるかもしれないという事実を
認識しているため、OECD のデュー・ディリジェンス・ガイダンスなど、国内的または国際
的に認められた特定のデュー・ディリジェンスの枠組を使用することを発行人に義務付け
ていない。しかし、最終規則の要件を満たすためには、発行人が使用する国内的または国
際的に認識されたデュー・ディリジェンスの枠組は、パブリックコメント募集のためにそ
の枠組を広く人々に知らせたこと、
GAO が設けた GAGAS 基準に一致していることを含め、
適正手続きに従う組織や団体が確立したものでなければならない。
関連する問題として、ある意見提出者から、発行人はデュー・ディリジェンスのプ
ロセスを一般的な形で記述すればいいのか、それとも製品に含まれる具体的な紛争鉱物に

613

NAM I からの意見書を参照。

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（Due Diligence Guidance for Responsible Supply
Chains of Minerals from Conflict-affected and High-Risk Areas）』（2011 年）。
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises
/46740847.pdf で閲覧可能。
614

615

Global Witness I からの意見書を参照。

616

OECD I からの意見書を参照。
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関連して具体的に購入契約を説明する必要があるのかが最終規則で明確にされるべきであ
るという意見が出された

617

。我々は、デュー・ディリジェンスに関する発行人の記述は、

それぞれの発行人の事実と状況を基礎にすべきであると考える。この点で、発行人の
デュー・ディリジェンスのプロセスがサプライチェーン全体を通してかなり一貫している
ならば、発行人は、デュー・ディリジェンスを一般的に説明することによって要件を満た
すことができるであろう。しかし、発行人がサプライチェーンのそれぞれの面について異
なるデュー・ディリジェンスのプロセスを用いる可能性があることを我々は認識している。
たとえば、OECD のデュー・ディリジェンス・ガイダンスを使用する発行人は、錫、タンタ
ル、タングステンについて金とは異なるデュー・ディリジェンスのプロセスを用いるかも
しれない。発行人は、それぞれの紛争鉱物や製品など、サプライチェーンの各側面につい
て大幅に異なるデュー・ディリジェンスのプロセスを用いるときには、それを説明すべき
である。
前述したように、複数の意見提出者から、最終規則はデュー・ディリジェンスの要
件を満たすためにサプライヤーや製錬所の合理的な説明に依存することを発行人に認める
べきだ

618

という意見が出される一方、文書に示された説明自体でデュー・ディリジェンス

の要件を満たすと認めるべきではない

619

と主張する意見もあった。最終規則は、発行人の

デュー・ディリジェンスが国内的または国際的に認識されたデュー・ディリジェンスの枠
組に従うことを求めている。したがって、発行人がデュー・ディリジェンスの要件を満た
す上でサプライヤーや製錬所からの合理的な説明に依存することができるかどうかは、国
内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組によって決まることになる。

3.

i.

独立した民間部門による監査の要件（英語原文

監査基準（英語原文

P.214～219）

P.214～215）

前述したように、GAO のスタッフは SEC のスタッフに対して、GAO は紛争鉱物報
告書の独立した民間部門の監査のための新しい基準を設ける意思がないことを示している。
規則案に述べたように、GAO のスタッフは SEC のスタッフに対し、証明業務基準や業績検
査基準といった既存の GAGAS 基準 649 を適用できると伝えている 650。また、GAO のスタッ

617

ITIC I からの意見書を参照。

たとえば、AngloGold、Global Witness I、Howland、IPC I、ITIC I、Japanese Trade
Associations、JVC 他 II、NEI、NMA II、RILA-CERC、RMA、SEMI、State II、Taiwan
Semi、WGC II などからの意見書を参照。
618

619

Global Witness I、Howland、ITIC I および RMA からの意見書を参照。

米会計検査院 GAO-12-331G『2011 年政府会計検査基準改訂版（Government Auditing
Standards 2011 Revision）』（2011 年 12 月）を参照。
http://www.gao.gov/assets/590/587281.pdf で閲覧可能。
649

72

フは SEC のスタッフに対し、監査人は、発行人のデュー・ディリジェンス手段の設計が OECD
の「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」など、発行人に使用された国内的または国際的に
認識されたデュー・ディリジェンスの枠組の基準に従っているかどうか、および報告書の
対象期間に関して紛争鉱物報告書に示されたデュー・ディリジェンスの措置に関する発行
人の記述が当該発行人によって実行されたデュー・ディリジェンス・プロセスと一致して
いるかどうかについて結論を表明するために、GAGAS 業績基準を利用することができると
述べている。したがって、GAO が何らかの正式な発表をしない限り、紛争鉱物報告書の監
査人は、GAGAS に定められた基準を使って監査を実行する必要があると思われる。紛争鉱
物法律規定は、監査基準は GAO が確立すると定めているため、GAO はそのような基準の
適用性に関する疑問や問題点を含めて監査基準に伴う問題に責任を有する。

ii.

P.215～216）

監査の独立性（英語原文

同様に、紛争鉱物報告書について独立した民間部門の監査を行う組織は GAO が定め
る独立性の基準を満たさなければならず、この点での GAGAS の適用性に関する疑問点は
GAO に問い合わせられるべきである。我々は付加的な独立性の要件を採用しない。また、
紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査に求められる独立性は、紛争鉱物製錬所の監査
を行う監査人に関して OECD が定めている独立性の要件と同じではない。
我々は、紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査と、レギュレーション S-X の規
則 2-01651 の独立性の要件に従って行われる業務（たとえば発行人の財務諸表の監査など）
の両方を実行する会計士について、SEC の独立性の要件がどのように適用されるのかを明
確化してほしいという意見提出者の要求を認識している。同法に、紛争鉱物報告書の独立
した民間部門の監査は登録者のデュー・ディリジェンス・プロセスの「不可欠な要素」を
構成すると明確に書かれており

652

、これは監査人が独立性を損なう業務を行うことを示唆

GAGAS 証明業務基準のチャプター3.75 は、監査人は「免許を得た公認公共会計士、免
許を得た公認公共会計事務所もしくは政府会計検査組織で働く者、または公認公共会計士
以外の免許を受けた会計士を認める複数クラスの免許付与制度を持つ州で免許を受けた会
計士」でなければならないと規定している。GAGAS 証明業務基準と異なり、GAGAS 業績
検査基準は公認公共会計士以外の監査人が業績検査を行うことを認めている。
650

651

レギュレーション S-X の規則 2-01［17 CFR 210.2-01］。

同法第 1502 条によって付加された証取法第 13(p)(1)(A)(i)条は、紛争鉱物報告書の独立
した民間部門による監査は「かかる鉱物の起源と加工・流通過程に関してデュー・ディリ
ジェンスを実行するために［発行人］によって取られる措置」に含まれると定めている。
さらに、証取法第 13(p)(1)(B)条は、この監査が行われたことが発行人によって証明されな
ければならないと規定し、証明された監査は「かかる鉱物の起源と加工・流通過程を確定
するに際してのデュー・ディリジェンスの不可欠な要素である」と定めている。これらの
規定は、独立した民間部門による監査が経営陣のデュー・ディリジェンス・プロセスの 1
つのステップであることを明確にしている。
652

73

しているのではないかと意見提出者は懸念している。しかし、この表現があるにもかかわ
らず、紛争鉱物法律規定が要求しているのは監査だけであり、レギュレーション S-X の規
則 2-01(c)(4)(vi)に示された「マネジメントの機能」など、独立性を損なう可能性のある他の
機能は要求していない。ゆえに、我々は、独立した公認会計士が紛争鉱物報告書の独立し
た民間部門の監査を実行しても、レギュレーション S-X の規則 2-01 の独立性の要件と矛盾
しないと考える。ただし、紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査を実行するという業
務は、レギュレーション S-X の規則 2-01(c)(7)の事前承認の要件が適用される「監査以外の
サービス」であると考えられる。また、紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査に関連
した報酬は、主任会計士の報酬の開示における「その他のすべての報酬」のカテゴリーに
含まれる必要があるだろう

653

。会計士が紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査の範囲

を超えたサービスを提供しようとするとき、会計士は、それらのサービスがレギュレーショ
ン S-X の規則 2-01 に矛盾しないかを検討する必要がある。

iii.

監査の目的（英語原文

P.217～219）

我々は、監査人が発行人から提供される情報を評価する基準を提供するために、紛
争鉱物法律規定の独立した民間部門の監査の目的と監査主題を最終規則に明確に示すべき
であるという意見提出者の意見に賛同する。ゆえに、最終規則には監査の目的を明示して
いる。最終規則には、監査の目的は、紛争鉱物報告書に記された発行人のデュー・ディリ
ジェンスの枠組のデザインが、その報告書の対象期間に関してすべての重大な点で、発行
人によって用いられた国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組の
基準に従っているか否か、および報告書の対象期間に関して紛争鉱物報告書に示された
デュー・ディリジェンスの措置に関する発行人の記述が当該発行人によって実行された
デュー・ディリジェンス・プロセスと一致しているかどうかについて、意見または結論を
表明することであると規定されている。
紛争鉱物法律規定は、発行人に対し、「報告書の独立した民間部門の監査を含め、紛
争鉱物の起源と加工・流通過程に関してデュー・ディリジェンスを実行するために［発行
人］によって取られた措置」654、および「DRC コンフリクト・フリーではない製造された、
または製造委託契約が結ばれた製品の記述」655 を含む紛争鉱物報告書を提出することを求
めている。我々は、最終規則が紛争鉱物報告書全体の監査を要求していないことを認識し
ている。しかし、最終規則は、監査を紛争鉱物報告書のうちデュー・ディリジェンスの枠

明細 14A の項目 9(e)(4)［17 CFR 240.14a-101］を参照。また、登録者は、「その他の
すべての報酬」カテゴリーで開示された報酬を構成するサービスの性質を説明することが
求められている。ゆえに、紛争鉱物報告書の独立した民間部門による監査はこの説明に含
まれる必要がある。
653

654

証取法第 13(p)(1)(A)(i)条。

655

証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条。
74

組のデザインを論じた部分、および発行者が行ったデュー・ディリジェンスの措置に限定
することが適切であると我々は考える。独立した民間部門の監査を受けるという法律規定
によって発行人に求められる要件は、デュー・ディリジェンスに関連したサブセクション
に置かれているからである 656。
監査の要件は、紛争鉱物報告書に製造された、または製造委託契約が結ばれた発行
人の「DRC コンフリクト・フリーではない」657 製品について記述することを求めるその後
のサブセクションでは論じられておらず、最終規則はその情報の監査を要求しない。我々
は、ここで採用する監査の目的が、SEC の規則によって要求される他の監査の目的と大き
く異なることを認識している

658

。しかし、法の構造、ならびに紛争鉱物のステータスに関

しての結論を監査するという要件やその他のアプローチから生じる可能性のあるコスト

659

に鑑み、監査の目的をこのように限定すべきであると結論している。我々は、紛争鉱物報
告書に記された発行人のデュー・ディリジェンスの措置のデザインが、その報告書の対象
期間に関してすべての重大な点で、発行人によって用いられた国内的または国際的に認め
られたデュー・ディリジェンスの枠組の基準に従っているか否か、および報告書の対象期
間に関して紛争鉱物報告書に示されたデュー・ディリジェンスの措置に関する発行人の記
述が当該発行人によって実行されたデュー・ディリジェンス・プロセスと一致しているか
どうかについて、意見または結論を表明することを監査人に求めるという監査目的は、
デュー・ディリジェンスの措置が有効であるかどうか、あるいは発行人の必要な紛争鉱物
が「DRC コンフリクト・フリー」であるかどうかについて意見または結論を表明すること
を監査人に求めるという監査目的より範囲が狭いことを認識している。後者の方が SEC の
他の規則の監査目的に近い。それでもなお、この監査は意味があると我々は考える。投資
家やその他のユーザーは、紛争鉱物報告書に示された発行人のデュー・ディリジェンスの
枠組が国内的または国際的に認識されたデュー・ディリジェンスの枠組に従ってデザイン
されているということを独立第三者からある程度保証されることになるからである。また、
実行されたと紛争鉱物報告書に書かれているデュー・ディリジェンスの措置が発行人に
よって実際に実行されたかどうかを監査で調べるよう要求することは、必要かつ適切であ

656

証取法第 13(p)(1)(A)(i)条を参照。

657

証取法第 13(p)(1)(A)(ii)条を参照。

658

独立監査人による財務諸表の通常の監査の目的は、それらの財務諸表が、一般に受け入
れられた会計原則に準拠して、財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明することである。
AU 第 110 条のパラグラフ 01「独立監査人の責任と機能」を参照。財務報告に関する内部
統制について監査人が行う監査の目的は、企業の財務報告に関する内部統制の有効性につ
いて意見を表明することであり、その一部として監査人は統制の設計の有効性および統制
の運用の有効性をテストする必要がある。監査基準 No.5 のパラグラフ 3、42 および 44「財
務諸表の監査と統合された財務報告に関する内部統制の監査」を参照。
659

たとえば、AICPA I、Deloitte、KPMG などからの意見書を参照。
75

ると我々は考える。これによって、費用効果の高い形で、デュー・ディリジェンスがデザ
インされただけではなく実際に実行されたかどうかを知り、記述された作業が行われたと
いう独立第三者の確認を提供することができる。

4.

再生利用品およびスクラップ起源の鉱物（英語原文

P.228～234）

我々は、最終規則において、再生利用品およびスクラップ起源の紛争鉱物の扱いを
修正する。我々は、最終規則が再生利用品およびスクラップ起源の紛争鉱物の使用を抑制
するインセンティブを与えないようにするため、これらの紛争鉱物について代替的な扱い
を定めるのが適切であるという意見提出者の意見に賛同する。しかし、我々は、紛争鉱物
が再生利用品やスクラップ起源ではないときに発行人がそのように主張することを防ぐた
めの対策を取り入れることも望んでいる。我々は、一部の意見提供者が指摘したように 694、
両者のバランスを取るためには、紛争鉱物を必要とする発行人に対し、その鉱物が再生利
用品もしくはスクラップ起源であるかどうかを判断するために合理的な原産国調査と同様
の調査を行うことを要求するのが適切であると考える

695

。最終規則の下では、発行人は、

合理的な原産国調査の結果として、その紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源で
はない可能性があると確信する理由がある場合、デュー・ディリジェンスを実行しなけれ
ばならない。その場合、発行人は、その紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源で
あると判断できなかったならば、紛争鉱物報告書を提出することが求められる。
再生利用品もしくスクラップ起源の紛争鉱物を有する発行人に関するこのアプロー
チは、紛争鉱物法律規定と一致していると我々は確信する。この規定は、「コンゴ民主共和
国東部における極端なレベルの暴力を特徴とする紛争への資金提供を助けている、コンゴ
民主共和国に起源をもつ紛争鉱物の採鉱と取引」696 に影響を及ぼすことを意図している。
しかし、一部の意見提出者が指摘したように、対象国における武装集団は、再生利用品も
しくはスクラップ起源の紛争鉱物の使用からではなく、新たに採掘された紛争鉱物の採取
と不法な課税およびその輸送から資金と利益を得ている

697

。再生利用品もしくはスクラッ

プ起源の紛争鉱物にかかわる取引は、武装集団にそれ以上の収入やその他の利益を提供し
ない。武装集団は「すでに収入を引き出しており、その使用または販売から利益を得る立

たとえば、AdvaMed I、AdvaMed II、AngloGold、Global Tungsten II、Industry Group
Coalition I、ITCI I、ITRI I、ITRI IV、JVC 他 II、LBMA I、Metalor、NMA I、RJC I、
Chamber III、WGC II などからの意見書を参照。
694

695

紛争鉱物の原産国に関する発行人の調査と、その鉱物が再生利用品もしくはスクラップ
起源であるかどうかに関する発行人の調査は類似したものであると考えることから、我々
は、この両者を指すために「合理的な原産国調査」という語を用いる。
696

同法第 1502(a)条を参照。

697

AAEI および Global Tungsten I からの意見書を参照。
76

場にない」698 からである。
この点に関して、我々は、提案の通り、発行人が望むならば、再生利用品もしくは
スクラップ起源の紛争鉱物を含む製品を「DRC コンフリクト・フリー」であると記述する
ことを認めるのが適切であると考える。ある意見提出者が説明しているように、
「この法が
意図しているのは、製造工程で使用されている鉱物が DRC で進行中の紛争に寄与する可能
「消費者の使用後に合
性があるかどうかについて投資家に情報を提供すること」699 であり、
法的に再生利用された鉱物やスクラップから取り出された鉱物はこの危機に寄与せず、し
たがって『DRC コンフリクト・フリー』であると識別されるのが適切である」700。我々は、
再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物が過去に対象国における武装集団の直接間
接の資金源となった、またはこれらに利益をもたらした可能性があることを認識している。
しかし、この法の目的は、製造に使用される鉱物が対象国における武装集団の直接間接の
資金源になったか、またはこれらに利益をもたらしたかどうかについて情報を提供するこ
とであり、再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物はもはやそうでないのであるか
ら、再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物を使ったすべての製品を「DRC コンフ
リクト・フリー」とみなすのは適切であると考える

701

。このように規定することにより、

最終規則は再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物の使用で不都合がもたらされる
ことを回避することができる。

i.

「再生利用品およびスクラップ起源」の定義（英語原文

P.230～232）

我々は、提案された規則を修正し、再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物

AAEI からの意見書を参照。AAEI からの意見書を参照。また、
http://www.oecd.org/daf/internationalinvestment/guidelinesformultinationalenterprises
/46740847.pdf で閲覧可能な 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（Due Diligence Guidance for
Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-affected and High-Risk Areas）』
（2011 年）の 7 n.2（「再生利用されることが合理的に想定されている金属は本ガイダンス
の対象範囲から除かれている」と記されている）、および
http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/FINAL%20Supple
ment%20on%20Gold.pdf で閲覧可能な 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：金に関する補
足書（Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-affected and High-Risk Areas : Supplement on Gold）』
（2012 年）の 28 n.34（「再
生利用された素材は、それ自体は紛争の一因となる懸念はないが、潜在的には紛争地域お
よび高リスク地域にて採掘された金の原産地を隠匿するための洗浄を行う際の道具となる
可能性がある」と記されている）も参照。
698

699

TIAA-CREF からの意見書を参照。

700

同上。

701

また、我々は、将来、新たに採掘された鉱物は、最終的には再利用されるにしても、最
初に使用されたときに最終規則の対象となることを指摘する。
77

について OECD の再生利用金属の定義を忠実に反映した定義を採用する 702。我々は、発行
人が自社の製品を「DRC コンフリクト・フリー」として記述することを目的とし、紛争鉱
物の起源と加工・流通過程に関するデュー・ディリジェンスを実行するという要件を回避
する手段としてこの代替的な報告方法を利用しないようにするため、再生利用品もしくは
スクラップ起源の紛争鉱物の定義を明確に規定しておくことが重要であるという意見提出
者の意見

703

に納得した。また、我々は、この定義が最終規則のガイダンスだけではなく最

終規則の本文に含まれるべきであるという 1 人の意見提出者の意見 704 に賛同する。
さらに、我々は、確実性を与え、発行人が別の定義を使用することによって再生利
用品もしくはスクラップ起源ではない鉱物をそのように分類するのを回避するために、
OECD の定義を使用すべきであるという意見提出者の意見

705

に納得した。ゆえに、最終規

則には、紛争鉱物が回収されたエンドユーザー製品または消費者使用後の製品である再生
利用金属、または製品製造の間に生み出されたスクラップにまわされる金属であるならば、
再生利用品またはスクラップ起源であるとみなされると規定されている。また、OECD の定
義に基づき、最終規則には、再生利用された金属は錫、タンタル、タングステンおよび金
のいずれかまたは両方の製造過程における再生利用に適した精製または加工された金属で
あり、金属素材の余剰品、陳腐化した品、不良品、断片などを含むと規定されている。し
かし、さらに最終規則には、部分的に加工された鉱物、未加工の鉱物、または別の鉱石の
副産物は再生利用金属の定義に含まれないと規定されている。
最終規則に含まれる定義は、規則案は再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱
物の定義をエンドユーザーまたは消費者使用後のスクラップのみに限定し、製品製造の間
に生み出されたスクラップにまわされる金属を含んでいないという一部の意見提出者が指
摘した問題点

706

を緩和するはずである。OECD の定義に一致した最終規則の定義は、製品

製造の間に生み出されたスクラップにまわされる金属を含んでいる。

http://www.oecd.org/dataoecd/62/30/46740847.pdf で閲覧可能な 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（Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-affected and High-Risk Areas）』（2011 年）の 12 n.2（「再利用される金属とは、
回収されたエンドユーザー製品または消費者使用後の製品、もしくは製品製造の間に生み
出されたスクラップにまわされる金属である。再生利用金属には、錫／タンタル／タング
ステンおよび金のいずれかまたは両方の製造過程における再生利用に適した精製または加
工された金属を含む、金属素材の余剰品、陳腐化した品、不良品、断片などがある。部分
的に加工された鉱物、未加工の鉱物または他の鉱石の副産物は再生利用金属ではない。」）
を参照。

702

703

たとえば、Global Witness I、MSG I、SIF I などからの意見書を参照。

704

Global Witness I からの意見書を参照。

705

たとえば、Global Witness I、MSG I、SIF I などからの意見書を参照。

706

Copper & Brass および SSINA からの意見書を参照。
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ii.

「再生利用品およびスクラップ起源」ではない可能性のある紛争鉱物に関する
デュー・ディリジェンス（英語原文

P.232～234）

提案と異なり、最終規則は、再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物を有す
る発行人に対し、合理的な原産国調査を行った上で、再生利用品もしくはスクラップ起源
であると考えた紛争鉱物がそのような起源ではない可能性があると確信する理由がある場
合にのみデュー・ディリジェンスを実行することを求めている。そのように確信する理由
があるならば、これに該当する発行人は、新たに採掘された紛争鉱物を有する発行人と同
じく、国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組が存在する限り、
それに従ったデュー・ディリジェンスを実行しなければならない。提案された規則は、再
生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物を有する発行人に、何らかのデュー・ディリ
ジェンスの枠組に従うことを要求せず、その紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起
源であるかどうかを判断するためのデュー・ディリジェンスを実行することを要求してい
た。現在のところ、OECD の「金に関する補足書」が再生利用品もしくはスクラップ起源の
紛争鉱物に関して国内的または国際的に認識された唯一のデュー・ディリジェンスの枠組
であるように思われる。したがって、我々は、再生利用品もしくはスクラップ起源ではな
い可能性があると発行人が確信する理由のある金に関するデュー・ディリジェンスを実行
するにあたって、当該発行人が OECD の「金に関する補足書」を使用することを期待する。
しかし、OECD もその他の組織も、錫、コロンバイトタンタライト、鉄マンガン重石
に関して同様のデュー・ディリジェンスの枠組を作成していない。したがって、そのよう
な枠組が作成されるまで、再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物を有する可能性
のある発行人に求められるデュー・ディリジェンスは提案の通りである。これらの発行人
は、デュー・ディリジェンスの枠組の恩恵を受けることなく、自社の紛争鉱物が再生利用
品もしくはスクラップ起源のものであるかどうかを判断するにあたってデュー・ディリ
ジェンスを実行することを求められる。しかし、残りの紛争鉱物に関して国内的または国
際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組が利用できるようになれば、発行人は、
その鉱物に関してその枠組を利用することが求められることになる。具体的に言うと、国
内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組に基づく特定の紛争鉱物の
デュー・ディリジェンスのガイダンスがある暦年の 6 月 30 日までに利用できるようになっ
たならば、発行人がその紛争鉱物にその枠組を使用しなければならない最初の報告期間は
次の暦年である。しかし、デュー・ディリジェンスのガイダンスがある暦年の 6 月 30 日よ
りも後に承認されたならば、実行までに丸 1 年の期間を設けるため、発行人がその紛争鉱
物にその枠組を使用することが求められるのは、承認の翌々暦年からである。
たとえば、OECD やその他の組織が、再生利用品またはスクラップ起源の錫、コロン
バイトタンタライト、鉄マンガン重石に関する国内的または国際的に認められたデュー・
ディリジェンスの枠組を 2013 年 6 月 30 日よりも前に採択したならば、再生利用品もしく
はスクラップ起源のそれらの紛争鉱物を有する発行人がそのデュー・ディリジェンスの枠

79

組を使用しなければならない最初の報告期間は 2014 年 1 月 1 日に開始し、そのような
デュー・ディリジェンスの実行について論じる特定開示報告書の提出期限は 2015 年 5 月 31
日である。しかし、OECD やその他の組織がそのようなデュー・ディリジェンスの枠組を
2013 年 7 月 1 日以降、2014 年 6 月 30 日より前に採択したならば、それらの紛争鉱物を有
する発行人がその枠組を使用しなければならない最初の報告期間は 2015 年 1 月 1 日に開始
し、その鉱物に関する特定開示報告書の提出期限は 2016 年 5 月 31 日となる。ただし、再
生利用品もしくはスクラップ起源の金を有する発行人は、2013 年 1 月 1 日に開始する報告
期間について、再生利用品もしくはスクラップ起源の金に関する OECD のデュー・ディリ
ジェンスを利用した特定開示報告書を提出しなければならず、その提出期限は 2014 年 5 月
31 日である。
さらに、提案と同じく、最終規則は再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物
を使用した製品は「DRC コンフリクト・フリー」であるとみなすことから、最終規則は、
加工施設、原産国、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決定しよう
とする努力について記述することを求めていない。したがって、このアプローチは、最終
規則は再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物を有する発行人に紛争鉱物報告書の
提出を求めるべきでなく、
「その起源が純粋に再生利用されたスクラップであると判断する
理由を開示する」707 ことを求めるべきであるという意見提出者の意見に一致していると
我々は考える。この開示が行われなければ、発行人に「その事業を通して新しい DRC 紛争
鉱物の『原産国洗浄』をするよう奨励することになりかねず、消費者やその他の利害関係
者の誤解を招き、開示の価値を損なう恐れがある。」708

F.

その他の問題（英語原文

P.234～235）

この規則のいずれかの規定、またはいずれかの人もしくは状況へのその規定の適用
が無効であると考えられる場合、その無効性は、その無効な規定または適用がなくとも実
施が可能な他の規定、または他の人もしくは状況には影響を及ぼさない。さらに、Form SD
のうち紛争鉱物の開示に関連していないいずれかの部分が無効であると考えられる場合、
その無効性は、証取法第 13(p)条に従った開示目的でのその書式の使用に影響を及ぼさない。

707NEI

からの意見書を参照。

708

同上。
（また、
「発行人は、紛争鉱物がスクラップ／再生利用品起源であるかどうかを判
断する上でデュー・ディリジェンスを行うべきである」と提言している。）
80

P.314～328）

IV. 書類削減法（英語原文
A.

背景（英語原文

P.314～315）

最終規則のいくつかの規定は、1995 年文書業務削減法（「PRA」）の意味での「情報
収集」要件を含んでいる

847

。我々は、提案された規則と改正点を示した規則案において、

情報収集要件に関する意見を求める通知を発表した。提案された規則と改正点は、1 つの規
則と 3 つの書式を改正するものであった。我々は、人々から提出された意見に対応して、
既存の規則と書式を改正するのではなく、新たな開示書式を採用することにした。我々は、
PRA に従った審査 848 のため、新しい情報収集要件を行政管理予算局（「OMB」）に提出して
いる。
情報収集のタイトルは、
「Form SD」（新しい情報収集）である。
この書式は、証取法に基づいて採用され、対象国からの紛争鉱物の使用に関して特
定の発行人から提出される報告書の開示要件を定めている。この書類の作成と提出に伴う
作業時間と費用が、この情報収集によって生じる報告と費用の負担を構成している。政府
機関は現在有効な管理番号を提示しない限り情報収集を実行または後援してはならず、個
人は政府機関からそれを提示されない限り情報収集に応じることが求められない。この規
則の遵守は義務である。情報収集への回答は秘密扱いとされず、開示される情報の義務的
な保存期間はない。

C.

PRA の報告と費用の負担の見積もりの修正（英語原文

P.316～328）

我々は、PRA の目的で、規則案において、提案された規則に基づいて要求される開
示を準備するためにすべての会社に発生する文書業務の負担の年間増加量は、社員の作業
時間がおよそ 153,864 時間、外部専門家のサービスの費用がおよそ 71,243,000 ドルであると
見積もった。これらの数値は、提案された規則のデュー・ディリジェンスと監査の要求を
満たすために発行人に生じる費用の見積もり、46,475,000 ドルを反映している。以下に詳し
く説明するように、我々は、提出された意見を考慮し、PRA の負担と費用の見積もりを修
正する。
最終規則の PRA の目的で、我々は、最終規則の情報収集要件に従うために関連する
すべての会社に発生する文書業務の負担の年間増加量の合計は、社員の作業時間が
2,225,273 時間、外部専門家のサービスの費用がおよそ 1,178,378,167 ドルと見積もる 855。こ
の数値には、情報収集、開示文書の作成と点検、文書の提出の時間と費用が含まれる。こ
れは、情報収集の一部として、IT システムの更新と独立民間部門監査を含むデュー・ディ

847

44 U.S.C.3501 以下。

848

44 U.S.C.3507(d)および 5 CFR 1320.11。

855

$1,030,026,667＋$148,351,500＝$1,178,378,167
81

リジェンスを含んでいる。我々は発行人がデュー・ディリジェンスを行うために要する費
用合計は 1,030,026,667 ドルと見積もっており、この数値に、開示文書の作成と点検、文書
の提出、記録の保持のために発行人が外部の専門家を利用する費用の見積もり、148,351,500
ドルを加えている 856。
我々は、最終規則の見積もりを算定するにあたり、規則案の方法論と同じく、会社
の業務の規模と複雑性、製造している、または製造委託契約を結んでいる製品の数、紛争
鉱物を含む製品の数など、多くの要素によってそれぞれの会社に発生する負担は異なると
思われることを認識している。それぞれの発行人によって、最終規則を遵守する初年度の
費用が平均を上回る場合も下回る場合もあるであろう。我々は、主に意見書から得られた
情報に基づき、合理的な原産国調査、デュー・ディリジェンスのプロセス、紛争鉱物報告
書の独立した民間部門の監査が求められる結果として、最終規則が情報収集に対して及ぼ
す影響の見積もりを修正した。
規則案において、我々は、DRC は世界のタンタルのおよそ 15%から 20%を占めてい
るが、他の 3 つの紛争鉱物についてはその比率がかなり小さいと指摘した 857。したがって、
我々は PRA の目的で、規則案において、監査済みの紛争鉱物報告書を提出しなければなら
ないのは関連する発行人 5,994 社の 20%、すなわち 1,199 社だけであると想定した。
しかし、
製造業界団体の意見提出者も大学グループの意見提出者も、それぞれの意見書において、
発行人の 75%が紛争鉱物報告書を提出しなければならないだろうと推定した

858

。また、電

子相互接続業界団体の意見提出者は、「［発行人の］大部分が紛争鉱物の原産国を特定する
ことができないと思われる」ため、
「関連する発行人のほぼ 100%が」紛争鉱物報告書を「作
成しなければならない」と考えられると述べた

859

。しかし、合理的な原産国調査の要件、

紛争鉱物が対象国を原産国とした可能性があり、再生利用品もしくはスクラップ起源では
ない可能性があると知っている、またはそう確信する理由がある発行人のみが第 3 ステッ
プに進むことを求められるという事実、および「DRC コンフリクト判定不能」という記述
を認める移行期間があることから、我々は、ある程度の割合の発行人は紛争鉱物報告書の

856

我々は、意見提出者がそれぞれ実行および使用した計算の多くを四捨五入していること
に気づいている。しかし、この発表文書の本文では、明確性を保つため、四捨五入された
多くの数字を取り上げ、正確な数字と我々の計算は脚注に記している。とはいえ、四捨五
入された数値が正確な数値と大きく異なることはなく、意味のある違いが生じるとは思わ
れない。
規則案を参照。また、Jessica Holzer「『紛争鉱物』法を回避しようと戦う小売業者
（Retailers Fight to Escape ‘Conflict Minerals’ Law）」ウォールストリートジャーナル
2010 年 12 月 2 日、B1 も参照。DRC はまた、世界の錫の約 4%（同上）、世界の金鉱石産
出量の約 0.3%を占めている（JVC 他 II からの意見書を参照）
（「2010 年 GFMS 金調査｣を
引用）。
857

858

NAM I および Tulane からの意見書を参照。

859

IPC I からの意見書を参照。
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提出、独立した民間部門による監査、またはその両方を求められないと推定するのが適切
であると考える。したがって、最終規則に関して、その実施後最初の 2 年間、発行人 5,994
社の 75%、すなわちおよそ 4,496 社

860

が紛争鉱物報告書を提出し、それに関する独立した

民間部門の監査結果を提供しなければならないと推定する。第 3 ステップに進むが、紛争
鉱物が対象国を原産国とするか、再生利用品もしくはスクラップ起源であるか、それらの
国の武装集団の資金源となった、またはこれらに利益をもたらしたかどうかを判断できな
い発行人は、紛争鉱物報告書を作成することは求められるが、我々は、最終規則に基づき、
すべての発行者に関して規則採択後の最初の 2 年間、小規模な報告企業に関しては最初の 4
年間、その報告書の監査を受ける必要はないと指摘する。提案をこのように変更したこと
により、すべての発行人に関して規則の実行後最初の 2 年間、小規模な報告企業に関して
は規則の実施後 4 年間、実際の費用は意見提出者が見積もった費用よりも小さくなると思
われる。しかし、我々は、関連する発行人の 75%が紛争鉱物報告書を提出し、それに関す
る独立した民間部門による監査結果を提供しなければならないという我々の想定は、費用
見積もりのずれの一部を相殺すると考える。75%という想定は関連する発行人の 100%とい
う想定よりも小さいからである 861。

1.

監査を含むデュー・ディリジェンス実行の見積もり（英語原文

P.320～324）

我々は、提案された規則、特に総合的なサプライチェーン追跡システムの構築と監
査実施の費用の見積もりに関して、いくつかの意見を受け取った。最も包括的な費用の見
積もりを提示したのは、発行人と民間会社のサプライヤーを含むすべての会社の費用につ
いて論じた製造業界団体の意見提出者と大学グループの意見提出者であった

862

。我々は、

電子相互接続業界団体の意見提出者が提案された規則の費用に関して幅広い議論を提示し
たことに注目する

863

。しかし、その議論と費用の見積もりは、関連する発行人の 1 セグメ

ントにすぎない電子相互接続業界に限定されている。また、錫の業界団体の意見提出者が
示した見積もりも有益ではあるが、それは「bag-and-tag システム」
（訳注：鉱山で袋詰めを
するときに番号の入ったタグを付けて追跡するシステム）の費用に限定されているため、
サプライチェーンのうち鉱山から製錬所までの部分のデュー・ディリジェンスの費用しか
含んでいない 864。我々は、PRA に関連したデュー・ディリジェンスの費用見積もりを算定
860

発行人 5,994 社×75%＝4,495.5。

IPC I からの意見書（関連する発行人の 100%近くが紛争鉱物報告書を作成しなければ
ならないだろうと述べている）、および NAM I からの意見書（「控えめに」見積もっても、
関連する発行人の 75%が監査済みの紛争鉱物報告書を提出しなければならないだろうと述
べている）を参照。
861

862

NAM I および Tulane からの意見書を参照。

863

IPC I からの意見書を参照。

864

ITRI II からの意見書を参照。
83

するにあたり、主として製造業界団体と大学グループの意見提出者の見積もりを基礎とし、
電子相互接続業界団体の意見提出者の見積もりもある程度利用した 865。
製造業界団体の意見提出者は、関連する発行人にかかる初期費用はおよそ 80 億ドル
と見積もっている

866

。そのうち、経常的に必要になるところの意見提出者が考えているの

は、サプライヤーの情報の信頼性を検証するために必要なリスクベースのプログラムの費
用（「毎年」867 発生すると考えられている）、約 3 億ドルと、紛争鉱物報告書の年 1 回の監
査にかかる費用、約 4 億 5,000 万ドルだけであり、この 2 つの合計は 7 億 5,000 万ドルであ
る 868。
大学グループの意見提出者は、関連する発行人の初期費用はおよそ 28 億ドル 869、そ

865

我々は、上記の経済分析で、継続的な遵守費用の多様な推定値を提示した。しかし、規
則によって必要となる年間の文書業務の負担合計を具体的に推定することを要求する PRA
の目的では、SEC に寄せられた意見書の中でより包括的な見積もりを基礎としてその範囲
内の 2 つのデータ点を使用し、それを平均することによって、最終的な PRA の見積もりを
算定している。
866 意見提出者の推定と仮定に基づき、
我々は正確な数値を$7,941,250,000

と計算している。
意見提出者は、この費用には法的義務の変更、IT システムの変更、独立した民間部門によ
る監査、リスクベースのプログラムの実行が含まれると述べている。法的義務の変更には、
関連する発行人の 2,000 のサプライヤーそれぞれに関して、1 時間あたり 50 ドルで 2 時間
の作業が必要になると思われる［2×$50×2,000×5,994＝$1,198,800,000］。IT システム
の変更には、関連する発行人 1 社につき 100 万ドルの費用が必要になると思われる
［$1,000,000×5,994＝$5,994,000,000］。独立した民間部門による監査を受けるためには、
関連するすべての発行人の 75%に 10 万ドルの費用が必要になると思われる［$100,000×
75%×5,994＝$449,550,000］。リスクベースのプログラムを実行するためには、関連する
すべての発行人に 1 時間あたり 50 ドルで 1,000 時間の作業が必要になると思われる［1,000
×$50×5,994＝$299,700,000］。
867

NAM I からの意見書を参照。

868

実際の費用は$749,250,000［$449,550,000＋$299,700,000＝$749,250,000］となる。

869

見積もられた実際の費用は$2,795,793,000 であった。この費用見積もりには、必要な
IT システムの構築費用$2,562,780,000［大手の発行人の$1,678,000,000 プラス小規模な発
行人の$884,780,000］、デュー・ディリジェンスの実行を目的とした内部管理システムの強
化の費用$26,013,000、独立した民間部門による監査の費用$207,000,000 が含まれる。大学
グループの意見提出者は、関連する発行人 5,994 社のうちの 4,500 社（75%）が紛争鉱物報
告書の監査を必要とするという製造業界団体の意見提出者の推定を使用することにより、
監査の費用をちょうど$207,000,000 と見積もった。しかし、4,500 社という数値は、5,994
社の 75%を四捨五入したものである。5,994 社の 75%のより正確な数値［5,994×0.75＝
4,459.5］は 4,500 ではなく 4,496 であるが、大学グループの意見提出者も製造業界団体の
意見提出者も、四捨五入して 4,500 としている。関連するすべての発行人のうち、72%が中
小企業（年間の売上が 9,900 万ドル未満）であり、28%が大企業であるとする電子相互接続
業界団体の意見提出者の推定を用いて、大学グループは、4,500 の関連発行人のうち、3,240
社が中小企業、1,260 社が大企業と推定している。大学グループの意見提出者は、製造業界
団体の意見提出者の推定に基づき、中小の発行人の監査の費用は 1 件あたり$25,000、大手
の発行人の監査の費用は 1 件あたり$100,000 と見積もっている。これらの数値を用いて、
84

の後の経常的な費用は、主に、その 28 億ドルのうち紛争鉱物報告書の年 1 回の監査に用い
られるおよそ 2 億 700 万ドルで構成されると考えている 870。
しかし、セクション III で論じたように、我々は、製造業界団体と大学グループの意
見提出者から提出された費用の見積もりを調整した。したがって、監査を含むデュー・ディ
リジェンスの費用に関する我々の総合的な見積もりは、修正された数値に基づいている。
製造業界団体の意見提出者は、関連する発行人の初期費用をおよそ 80 億ドルと見積もった
が、我々はこれをおよそ 27 億ドルと修正した 871。これに関するリスクベースのプログラム
のおよそ 3 億ドルという意見提出者の見積もりを、我々は 1 億 5,900 万ドルに修正している
872

。しかし、この意見提出者がおよそ 4 億 5,000 万ドルと見積もった独立民間部門監査の費

用については、修正していない。我々は規則案において、発行人 1 社にかかるこの監査費
用を 25,000 万ドルと見積もったが、製造業界団体の意見提出者はこれを 10 万ドルと見積
もっており、最終規則に関しては我々はこの 10 万ドルのほうを採用している

873

。我々は、

電子相互接続業界団体の意見提出者も、同じく独立民間部門監査の費用が 10 万ドル程度に
なるだろうと考えていることに注目する

874

。ただし、製造業界団体の意見提出者は、単純

なサプライチェーンを持つ小規模な企業の場合は、25,000 ドルで監査費用をカバーできる
だろうと指摘している 875。
サプライヤーの情報の信頼性を検証するために必要なリスクベースのプログラムに
関し、製造業界団体の意見提出者の数値を我々が修正したおよそ 1 億 5,900 万ドル、および
この意見提出者による監査費用の見積もり 4 億 5,000 万ドルから、我々は、毎年経常的に発
生する費用をおよそ 6 億 900 万ドルと算定した 876。その上で、約 27 億ドルという初期費用
負担がその後の年間約 6 億 900 万ドルという負担よりもはるかに大きいことに注目し、最
大学グループは、関連する発行人の監査費用合計はちょうど$207,000,000 になると算定し
ている。
870

Tulane からの意見書を参照。

871

我々の費用の見積もりは$2,742,705,000 である。この費用見積もりには、発行人の
デュー・ディリジェンスの改善の費用$635,364,000、IT システムの変更費用$1,498,500,000、
独立した民間部門による監査の費用$450,000,000、サプライヤーの情報の信頼性を検証す
るために必要なリスクベースのプログラムの費用$158,841,000 が含まれている。
872

我々の費用の見積もりは$158,841,000 である。

873

NAM I からの意見書を参照。

874

IPC I からの意見書を参照。

NAM I からの意見書を参照。我々は、製造業界団体がこれとは別に RoHS の遵守費用
から推定することによって最終規則の費用を 160 億ドル以上と計算していることに注目す
る。しかし、我々の分析ではこの推定を使用していない。この意見提出者は、最終規則も
RoHS も製品に使用された物質の追跡をすることを企業に求めていると主張しているが、
RoHS が最終規則の要件とどのように対照されるか論じていないからである。
875

876

$450,000,000＋$158,841,000＝$608,841,000
85

初の 3 年間の負担を平均化した。その結果、製造業界団体の意見提出者の数値を用いると、
3 年間にわたって関連する発行人に発生する年平均費用は、およそ 13 億 2,000 万ドルと算
定される 877。
また、大学グループの意見提出者は、関連する発行人の初期費用をおよそ 28 億ドル
と見積もっているが、我々はこれをおよそ 18 億ドルと修正する 878。しかし、我々は関連す
る発行人の独立民間部門監査にかかるおよそ 2 億 700 万ドルという費用見積もりは修正し
ない。したがって、2 年目以降の経常的な費用は修正されないことになり、およそ 2 億 700
万ドルである。ここでも 18 億ドルという初期費用負担はその後の 2 億 700 万ドルという年
間費用よりもはるかに大きいため、我々は最初の 3 年間の負担を平均した。その結果、大
学グループの意見提出者の数値を用いると、3 年間にわたって関連する発行人に発生する年
平均費用は、およそ 7 億 4,000 万ドルと算定された 879。
続いて、監査を含むデュー・ディリジェンスを実行する費用全体を推定するため、
我々は、修正後の数値を用いたこれらの製造業界団体の見積もりと大学グループの見積も
りを平均した。その結果、両者の費用の平均はおよそ 10 億 300 万ドルとなった 880。

2.

開示の準備に要する費用の見積もり（英語原文

P.324～328）

発行人が提案された開示を準備および点検するために必要な時間数に関して、見積
もりを出した意見提出者は少なく、それらはばらつきが大きかった。ある半導体会社の意
見提出者は、提案された規則を実行するために初年度に 1,400 時間、その後の年に 700 時間
が必要であると主張した

881

。それに対して、大学グループの意見提出者は、提案された規

則に従うために小規模な発行人は 40 人時間、大手の発行人は 100 人時間を要すると述べた
882

。この費用は経常的に発生するように思われる 883。また、製造業界団体の意見提出者は、

877

($2,742,705,000＋$608,841,000＋$608,841,000)÷3＝$1,320,129,000

878

見積もられた費用は$1,805,773,000 であった。発行人に生じるこの費用見積もりには、
必要な IT システムの構築のための修正された費用$1,572,760,000、独立した民間部門によ
る監査の費用$207,000,000、デュー・ディリジェンスの実行を目的とした内部管理システ
ムの強化の費用$26,013,000 が含まれていた。
879

($1,805,773,000＋$207,000,000＋$207,000,000)÷3＝$739,924,333

880

($1,320,129,000＋$739,924,333)÷2＝$1,030,026,667

881

TriQuint I からの意見書を参照。

Tulane からの意見書を参照。この意見提出者は、第三者を利用することによって発行
人の規則遵守が「促進される」だろうと述べた。この意見提出者は、大手の発行人は規則
遵守の必要性の 10%、小規模な会社は規則遵守の必要性の 25%に関して第三者を利用する
と想定した。提案された規則を遵守するために発行人に必要になる時間数を計算するにあ
たって、我々は第三者の利用を含んでいない。第三者の利用は遵守のために必要な時間数
には影響せず、費用のみに影響すると思われるからである。
882

883

同上。この意見提出者は、提案された規則の遵守のために必要な 100 時間または 40 時
86

企業の新しいデュー・ディリジェンスを反映した法的義務の変更は社員の業務時間を「最
低でも」2 時間必要とし、
「2 時間を大幅に上回る明白な可能性がある」884 と述べている。
最終規則で要求される開示の準備と点検に必要な時間数を計算するにあたり、我々
は、上記の半導体会社と大学グループの意見提出者によって提供された見積もりに基づい
て平均値を出した

885

。まず、半導体会社の意見提出者の見積もりに関していうと、1 年目

に関連するすべての発行人に必要な時間は、1,400 時間に 5,994 社（関連する発行人の数）
を掛けた結果、840 万時間と算定され 886、2 年目以降に必要な時間は、700 時間に 5,994 社
を掛けた結果、およそ 420 万時間と算定された
間およそ 560 万時間である

887

。最初の 3 年間の負担を平均すると、年

888

。ここで、発行人 1 社あたりの 1 年間の必要時間数を見積も

るため、560 万時間を 5,994 社で割った。その結果、提案された規則に従うために必要な時
間は、関連する発行人 1 社当たり年間 933 時間と算定された 889。
大学グループの意見提出者は、電子相互接続業界団体が意見書に示した大手企業と
小規模な企業の数の推定値 890 を使い、両者を分けて必要な時間数の見積もりを出している。
我々も企業の規模の違いによって負担が異なることを認識しているため、大手企業と小規
模な企業で分けて必要時間数の見積もりを算出することにした。そこで、大学グループの
意見提出者が出した大手企業に関する 100 時間という数値に、関連する発行人のうち大手
企業が 28%を占めるという電子相互接続業界団体の数値を掛けた結果、関連する大手発行

間には、発行人の方針・手順・統制の初期レビュー、ギャップ分析と遵守計画の策定およ
び必要に応じたその計画の修正、改訂された方針・手順・統制案の作成、これらの改訂さ
れた方針・手順・統制に関する初期試験の実行、改訂された方針・手順・統制の実行、そ
れらに関する社員の研修、およびサプライヤーへのその伝達など、多くの作業が含まれる
と述べた。これらの多くは「初期の」行動と記述されているが、発行人は、これらの多く
の見直しと修正も必要になるであろう。たとえば、毎年、発行人がそうした方針・手順・
統制の見直しと試験を行い、必要に応じてその修正を行い、さらに改訂された新しい方針・
手順・統制を実行することも必要になる可能性がある。
884

NAM I からの意見書を参照。

我々は、製造業界団体の意見提出者から出された 2 時間という数値を計算に含めなかっ
た。これは他の 2 つの推定値に比べてあまりにも小さく、提案された規則を遵守するため
に必要なすべてのステップを含んでいるとは思われなかったからである。この数値は、発
行人の法人遵守方針とサプライチェーンの運用手順に変更を加えるために必要な時間のみ
を基礎にしていた。また、大学グループの意見提出者が明確にこの見積もりに異議を唱え、
製造業界団体の意見提出者も、これらの活動は「2 時間よりも大幅に多くなる」だろうと認
めた。
885

886

1,400 時間×関連する発行人 5,994 社＝8,391,600 時間。

887

700 時間×関連する発行人 5,994 社＝4,195,800 時間。

888

[8,391,600 時間＋(4,195,800 時間×2)]÷3＝年平均 5,594,400 時間。

889

5,594,400 時間÷関連する発行人 5,994 社＝933 時間。

890

Tulane からの意見書を参照。
87

人に必要な作業時間の見積もりは 167,832 時間となった

891

。一方、小規模な発行人に関し

ては、40 時間という数値に、関連する発行人のうち小規模な企業が 72%を占めるという電
子相互接続業界団体の数値を掛けた結果、関連する小規模な発行人に必要な作業時間の見
積もりは 172,627 時間となった

892

。次に、発行人 1 社あたりの 1 年間の必要時間を計算す

るために、小規模な企業と大手企業の推定時間の合計、340,459 時間 893 を、関連するすべて
の発行人の数である 5,994 社で割った。その結果、大手も小規模な企業も含むすべての発行
人 1 社あたり、規則によって求められる開示の準備と点検に要する 1 年間の平均時間はお
よそ 57 時間と算定された 894。意見書には明示されていなかったが、大学グループの意見提
出者が示した見積もり時間は毎年生じる負担時間と思われることから、半導体会社の意見
提出者の見積もりに対して行ったような最初の 3 年間の平均は算出しなかった。
続いて、この 57 時間という数値に半導体会社の見積もりから得られた 933 時間とい
う数値を加え（それを 2 で割ることによって）、関連する発行人はそれぞれ、開示の準備と
点検のために平均して 495 時間の作業が必要になると算定した 895。我々は、準備作業の 75%
が社内で行われ、残りの 25%が 1 時間あたり平均 200 ドルの費用で外部の専門家に委託さ
れると想定した

896

。外部の専門家によって行われる作業の部分は費用として反映され、社

内で行われる作業の部分は時間として反映される。ゆえに、開示の準備のために関連する
発行人が社内で行う作業時間の合計は 2,225,273 時間
148,351,500 ドル

898

3.

897

、外部に委託する費用の合計は

と見積もられる。
修正された PRA の推定値（英語原文

P.328）

下記の表は、最終規則から生じる新しい証券法の特定開示報告書に関する情報収集

891

100 時間×関連する発行人 5,994 社×大手の関連する発行人 28%＝167,832 時間。

892

40 時間×関連する発行人 5,994 社×小規模な関連する発行人 72%＝172,627 時間。

893

167,832 時間＋172,627 時間＝340,459 時間。

894

340,459 時間÷関連する発行人 5,994 社＝56.80 時間。

895

933 時間＋57 時間÷2＝495 時間。

896

大学グループの意見提出者は、必要なコンサルティング業務の「かなりの部分」は費用
の高い大手の会計事務所ではなく「費用の低い環境・持続可能性コンサルティング会社」
によって実行されると考えるため、外部専門家の費用を 1 時間 200 ドルと見積もった。我々
は、SEC の規則によって必要とされる証券法の開示の準備には法律専門家がかかわるとい
う想定に基づき、しばしば PRA 分析に 1 時間 400 ドルという費用見積もりを用いる。しか
し、この最終規則によって必要とされる開示には異なるタイプの専門家の業務がかかわる
可能性が高いため、この状況では 1 時間 200 ドルの方が適切であろうと思われる。
897

495 時間×社内での作業 75%×関連する発行人 5,994 社＝2,225,272.50 時間。

495 時間×外部への委託 25%×外部コンサルタントの費用$200÷時×関連する発行人
5,994 社＝$148,351,500。
898
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の時間と費用という形で、年間の規則遵守の負担見積もりの変化を示したものである。開
示の準備をするために社内で必要となる作業時間の見積もりは 2,275,273 時間である。費用
に関しては、開示の準備を外部の専門家に委託する費用が 148,351,500 ドル、監査を含む
デュー・ディリジェンスを実行する費用が 1,030,026,667 ドルであり、合計すると、下記の
表の通り、1,178,378,167 ドルの専門家委託費用が生じると見積もられる。

書式

現在の
最終的な
現在の
年間の
年間の
負担時間
対応会社数 対応会社数 (A)

負担時間の 最終的な
増加
負担時間
(B)
(C)=(A)+(B)

現在の
専門家委託費用
(D)

専門家委託費用の
増加
(E)

最終的な
専門家委託費用
(F)=(D)+(E)

S-D

……

2,225,273

………

$1,178,378,167

$1,178,378,167

5,994

………

2,225,273
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V.

規制緩和法に関する最終分析（英語原文

P.329～342）

規制緩和法に関するこの最終分析（「FRFA」）899 は、証取法第 13(p)条を実行する新
しい規則 13p-1 と新しい Form SD に関連している。第 13(p)条は、発行人によって製造され
た、または製造委託契約が結ばれた製品の機能または生産のために必要な紛争鉱物を有す
る発行人の一定の開示と報告の義務にかかわっている。規制緩和法に関する初期分析は、
規制緩和法に従って行われ、規則案に含まれていた。

A.

最終措置の理由と目的（英語原文

P.329～332）

最終規則は、同法第 1502 条の要件を実行するために定められる。具体的には、紛争
鉱物法律規定を実行するために SEC 規則の改正を取り入れる。最終規則は、自社によって
製造された、または製造委託契約が結ばれた製品の機能または生産のために紛争鉱物が必
要な報告発行人に対し、年 1 回、新しい書式の独立した特定開示報告書において、紛争鉱
物が対象国を原産国とするか、または再生利用品もしくはスクラップ起源であるかを調べ
る合理的な原産国調査の結果を開示することを求めている。最終規則の下では、合理的な
原産国調査に基づき、発行人が(a)その紛争鉱物が対象国を原産国とするものではないと
知っている、または再生利用品もしくはスクラップ起源であると知っている場合、(b)その
紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性があると確信する理由がない場合、または(c)その
紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であると合理的に確信している場合、当該
発行人は、Form SD の本文に、その判断を開示し、行った合理的な原産国調査とその結果を
簡単に説明しなければならない。一方、合理的な原産国調査に基づき、発行人が(a)その紛
争鉱物が対象国を原産国とすると知っており、それらが再生利用品もしくはスクラップ起
源ではないことを知っているか、またはその紛争鉱物が対象国を原産国とする可能性があ
ると確信する理由がある場合、および(b)その紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起
源ではないと知っている、またはその紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源では
ない可能性があると確信する理由がある場合、当該発行人は、国内的または国際的に認め
られたデュー・ディリジェンスの枠組があるならば、それに従って紛争鉱物の起源と加工・
流通過程に関するデュー・ディリジェンスを実行しなければならない。そのような枠組が
ない場合には、発行人は、そのような枠組を利用することなくデュー・ディリジェンスを
実行しなければならない。このデュー・ディリジェンスの後、それに基づいてその紛争鉱
物が対象国を原産国としない、またはその紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源
であると判断しない限り、発行人は紛争鉱物報告書を提出しなければならない。
ほとんどの場合、発行人は、紛争鉱物報告書について独立した民間部門の監査を受
けなければならない。また、発行人は、紛争鉱物報告書中に何よりもまず「DRC コンフリ
クト・フリー」と判明していない、製造したまたは製造委託した製品を、記述しなければ

899

この分析は 5 U.S.C.601 に従って行われている。
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ならない。すべての発行人に関して 2 年間、小規模な発行人に関しては 4 年間の移行期間
には、デュー・ディリジェンスを実行しなければならず、製品に含まれる紛争鉱物が対象
国を原産国とする、または再生利用品もしくはスクラップ起源であると判断することがで
きなかった、または対象国を原産国とする製品中の紛争鉱物がそれらの国の武装集団の資
金源となった、またはこれらに利益を提供したと判断できなかった発行人は、これらの製
品を「DRC コンフリクト判定不能」とみなすことができる。その場合、発行人は何よりも
まず「DRC コンフリクト判定不能」である、製造したまたは製造委託した製品を、記述し
なければならない。つぎに、もしあるならば、自身が必要とする紛争鉱物が武装集団に利
益をもたらすリスクを軽減するため、最新の紛争鉱物報告書でカバーした期間終了以降、
取ったまたはこれから取る予定の措置、デュー・ディリジェンス改善の措置を含め、記述
しなければならない。「DRC コンフリクト判定不能｣の製品を有する発行人は、これらの製
品の紛争鉱物に関する紛争鉱物報告書について独立した民間部門の監査を受けることは求
められない。
最後に、合理的な原産国調査を行った上で、その紛争鉱物が再生利用品もしくはス
クラップ起源ではない可能性があると確信する理由を持つ発行人は、その紛争鉱物が再生
利用もしくはスクラップ起源であるかどうかを判断するために、再生利用品起源の紛争鉱
物のために特別に作成された国内的または国際的に認識されたデュー・ディリジェンスの
枠組に従って、デュー・ディリジェンスを実行しなければならない。また、発行人は、そ
のデュー・ディリジェンスを紛争鉱物報告書に説明しなければならない。現在のところ、
再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物に関して国内的または国際的に認められた
デュー・ディリジェンスの枠組があるのは金だけである。金以外の 3 つの鉱物の場合のよ
うに、再生利用品もしくはスクラップ起源の特定の紛争鉱物に関する国内的または国際的
に認められたデュー・ディリジェンスの枠組がないならば、そのような枠組が作成される
まで、発行人は、その紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であると判断するに
あたってデュー・ディリジェンスを実行し、そのデュー・ディリジェンスの措置を紛争鉱
物報告書に説明しなければならない。

B.

パブリックコメントで提起された重要な問題（英語原文

P.332～334）

規則案において、我々は、提案された規則の影響を受けると思われる小規模事業者
の数、その影響の性質、影響を受ける小規模事業者の数を把握する方法、提案された規則
の影響を数量化する方法を含め、IRFA のすべての側面について意見を募集した。我々の元
には、規制緩和分析（「RFA」）に特に言及した意見書が数件寄せられた

900

。それらの意見

たとえば、Industry Group Coalition II；IPC I；NAM I；Olympia J. Snowe 上院議員、
Sam Graves 下院議員、Scott P. Brown 上院議員、Roscoe Barlett 下院議員、Scott Tipton
下院議員、Jo Walsh 下院議員（2011 年 11 月 17 日）
（以下「Snowe 上院議員他」という）；
Small Business Administration’s Office of Advocacy（2011 年 10 月 25 日）（以下「SBA」
900

91

提出者の一部は、我々が、SEC に報告しないが報告発行人のサプライチェーンの一部となっ
ている小規模事業者の数を考慮に入れていないため、影響を受ける小規模事業者の数を少
なく見積もっていると主張した 901。これに関して、SBA は、「提案された規則のコストと、
影響を受ける小規模企業の数を正確に反映させるために」提案された規則に関する修正さ
れた IFRA を発表することを提言した

902

。別の意見提出者は、サプライチェーンが紛争鉱

物を使用していないかどうかを発行人が確定しようとするとき、第一層のサプライヤーに
問い合わせをし、デュー・ディリジェンスを要求しなければならなくなるため、小規模事
業者である 793 の報告発行人を超えて分析を行わなければならないと指摘した

903

。この意

見提出者は、ゆえに「米国の 278,000 の中小製造業者の大部分が｣最終規則の｢影響を受ける
可能性がある」と述べた。さらに、小規模企業の独立民間部門監査の費用を決定する目的
で、この意見提出者は、小規模企業の 5 社に 1 社が発行人のサプライチェーンに含まれる
と推定した。上記の経済分析のセクションで論じたように、我々は、直接的に規則の要件
の対象となる会社と、報告会社ではないが報告発行人のサプライチェーンの一部である会
社の両方を含め、この法と最終規則が多くの会社に影響を及ぼすであろうことを認識して
いる

904

。しかし、RFA の目的で焦点となるのは、我々の規則によって直接の要件が生じる

組織への影響である

905

。ゆえに、我々はこの規則が報告会社ではない小規模事業者に影響

を及ぼすことを認識してはいるものの、最終規則の直接的な対象になると思われる 793 社
の小規模事業者の RFA の推定にサプライチェーンの一部である小規模企業を含まなかった。
さらに、何人かの意見提出者は、提案された規則の中で、小規模な報告企業、また
は小規模企業全体に影響を及ぼす可能性のある側面について論じた
907

者は、証取法の規則 0-10(a)

906

。これらの意見提出

に定義される意味での「小規模事業者（small entities）
」に言

という）などからの意見書を参照。
901

たとえば、NAM I、SBA、Snowe 上院議員他、WGC II などからの意見書を参照。

902

SBA からの意見書を参照。

903

NAM I からの意見書を参照。

904

同上。

たとえば、Mid-Tex Electric Cooperative v FERC, 773 F.2d 327(DC Cir.1985)および
White Eagle Cooperative Ass’n v. Conner, 553 F.3d 467(7th Cir.2009）などを参照。また、
連邦小企業庁アドボカシー室の『A Guide for Government Agencies: How to Comply with
the Regulatory Flexibility Act（政府機関のための手引き：規制緩和法の遵守方法）
』
（2010
年 6 月）（以下「SBA ガイダンス」という）も参照。
http://archive.sba.gov/advo/laws/rfaguide.pdf で閲覧可能。
905

たとえば、BCIMC、Corporate Secretaries I、CRS I、Earthworks、Global Witness I、
Howland、IPC I、JVC 他 II、NAM I、Bachus 下院議員他、Rockefeller、Durbin 上院議
員／McDermott 下院議員、SIF I、State II、TIAA-CREF、TIC、TriQuint I、WGC II な
どからの意見書を参照。
906

907

17 CFR 240.0-10(a)（最新の会計年度末日の総資産が 500 万ドル以下であれば、その発
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及しているかどうかは明確にしなかった。特に、一部の意見提出者は、規則から生じる費
用は小規模な発行人にとって不釣り合いに大きなものになる可能性があると主張した

908

。

ある意見提出者は、紛争鉱物法律規定は「確かに小規模企業に負担を発生させるが」、それ
は他の意見提出者によって「報告されているほど大きなものでも収入に対して不釣り合い
なものでもない」と述べた

909

。また、前述したように、ある意見提出者は、最終規則は小

規模報告企業を除外すべきであると主張した

910

。しかし、他の多くの意見提出者は、最終

規則は小規模報告企業を除外すべきではないと主張した

911

。多くの意見提出者は、小規模

報告企業を除外しても、それらの会社の負担を大幅に削減することにはならないと指摘し
た

912

。それは主に、小規模企業の多くは大企業のサプライチェーンの一部であり、こうし

た大企業は規則に基づく義務を果たすために小規模企業に紛争鉱物の情報を提供すること
を求めると思われるからである

913

。2 人の意見提出者は、小規模報告企業を規則から除外

するべきではないことに賛同したが、必要な費用を軽減し、資源を枯渇させないために、
規則の段階的な導入を認めるべきであると主張した 914。

C.

最終規則の対象となる小規模事業者（英語原文

P.334～335）

最終規則は、小規模事業者である一部の報告発行人に影響を及ぼすことになる。証
取法の規則 0-10(a)915 は、最新の会計年度末日の総資産が 500 万ドル以下であれば、その発
行人は、規制緩和法の目的で「小規模企業」または「小規模組織」であると定義している。
我々は、最終規則が証取法第 13(p)条に定義される必要な紛争鉱物を有する小規模事業者に
影響を及ぼすと考えている。規則案において、我々は、紛争鉱物を必要とし、小規模事業
者であると考えられる発行人がおよそ 793 社であると推定した。前述したように、一部の
意見提出者は、我々が規則の影響を受ける小規模事業者の数を過小評価していると指摘し
たが、それは最終規則の要件の直接的な対象にならない小規模事業者も考慮すべきである

行人は、規制緩和法の目的で「小規模企業」または「小規模組織」であると定義している。）
908

たとえば、Howland、NAM I、WGC II などからの意見書を参照。

909

Claigan IV からの意見書を参照。

910

Corporate Secretaries I からの意見書を参照。

たとえば、BCIMS、CRS I、Earthworks、Global Witness I、Howland、IPC I、JVC
他 II、Rockefeller、Durbin 上院議員／Mcdermott 下院議員、SIF I、State II、TIAA-CREF、
TIC、TriQuint I などからの意見書を参照。
911

912

たとえば、IPC I や TriQuint I などからの意見書を参照。

913

IPC I からの意見書を参照。

914

Howland および JVC 他 II からの意見書を参照。

915

17 CFR 240.0-10(a)
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という主張に基づくものであった

916

。我々は、小規模事業者の数として意見提出者から他

の数字は示されず、また最終規則の直接的な対象となる 793 社という数への異議も出され
なかったことに注目する。我々は、引き続き、証取法第 13(a)条および第 15(d)条に基づいて
我々に報告書を提出し、最終規則の直接の対象となる小規模事業者は 793 社であると考え
る。それらの事業者は、自社が製造する、または製造委託契約を結んでいる製品の機能ま
たは生産のために必要な紛争鉱物を有すると思われるからである。

D.

報告、記録管理、その他の規則遵守の要件（英語原文

P.335～340）

最終規則は、小規模事業者を含め、紛争鉱物を必要とする発行人の年度の開示要求
を増加させる。それは、第 13(p)条に基づく開示と報告の義務に従い、発行人の一部が毎年
届け出ることになる Form SD で新しい特定開示報告書を追加的に開示することを要求する
からである。その情報は、該当する限りで、特に以下を含まなければならない。
・

特定開示報告書の本文に、発行人によって製造された、または製造委託契約が結ば
れた製品の機能または生産に必要な紛争鉱物が対象国を原産国とする、または対象
国を原産国とする可能性がある、または再生利用品もしくはスクラップ起源ではな
い可能性があると発行人が知っている、またはそのように確信する理由があるかど
うかについて開示すること

・

これに該当しない場合、または必要な紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起
源であると発行人が知っている、またはそのように確信する理由がある場合、特定
開示報告書の本文と発行人のインターネット・ウェブサイトに、その判断、および
その判断を行うために用いた合理的な原産国調査とその調査の結果を開示すること、
ならびに特定開示報告書の本文に、その情報が公開されている発行人のインター
ネット・ウェブサイトのアドレスを開示すること

・

これに該当し、その紛争鉱物が対象国の武装集団の直接間接の資金源になっていた
か、またはこれらに利益をもたらしたかを発行人が判断できる場合、
◦

特定開示報告書の添付書類として提出される紛争鉱物報告書。これは、証明済
みの独立した民間部門による監査報告書、紛争鉱物の起源と加工・流通過程を
判断するために発行人が使用した国内的または国際的に認められたデュー・
ディリジェンスの枠組の説明、
「DRC コンフリクト・フリー」であると確認さ
れていない発行人の製品の記述、これら製品中の必要な紛争鉱物の加工に使用
された施設、同じく必要な紛争鉱物の原産国、および可能な限りの特定性でそ
の鉱山または産地を判断しようとする努力の記述を含む。

◦

特定開示報告書の本文に、その報告書の添付書類として紛争鉱物報告書が提出
されており、発行人のインターネット・ウェブサイトに公表されていると開示
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たとえば、NAM I、SBA、WGC II などからの意見書を参照。
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すること、および特定開示報告書の本文に、紛争鉱物報告書が公表された発行
人のインターネット・ウェブサイトのアドレスを開示すること
◦

発行人の公開されたインターネット・ウェブサイト上に紛争鉱物報告書を掲載
すること

・

これに該当し、しかし、紛争鉱物が対象国の武装集団の直接間接の資金源ではなかっ
た、またはこれらに利益をもたらさなかったと発行人が判断できない場合、紛争鉱
物が対象国を原産国とする可能性があると確信する理由を持っているが、原産地を
判断できないならば、
◦

特定開示報告書の添付書類として提出される紛争鉱物報告書。これは、紛争鉱
物の起源と加工・流通過程を判断するために発行人が使用した国内的または国
際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組の説明、判明しているならば
これらの製品に必要な紛争鉱物の加工に使用された施設の記述、判明している
ならばこれらの製品に必要な紛争鉱物の原産国、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決定しようとする努力、および移行期間には
「DRC コンフリクト判定不能」である発行人の製品の記述を含む。
（移行期間
には、そのような発行人は、その紛争鉱物に関して紛争鉱物報告書の監査を受
けることを求められない。）

◦

特定開示報告書の本文に、その報告書の添付書類として紛争鉱物報告書が提出
されており、発行人のインターネット・ウェブサイトに公表されていること、
および紛争鉱物報告書が公表された発行人のインターネット・ウェブサイトの
アドレスを開示すること

◦

発行人の公開されたインターネット・ウェブサイト上に紛争鉱物報告書を掲載
すること

・

紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源ではない可能性があると確信する理
由があり、その紛争鉱物に関して国内的または国際的に認められたデュー・ディリ
ジェンスの枠組がある場合、
◦

特定開示報告書の添付書類として提出される紛争鉱物報告書。これは、それら
の紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であった、またはその可能性
があると確信する理由があると判断するために発行人が使用した国内的また
は国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組の説明を含む。また、こ
れらの鉱物に関して、証明済みの独立した民間部門の監査を含む。

◦

特定開示報告書の本文に、その報告書の添付書類として紛争鉱物報告書が提出
されており、発行人のインターネット・ウェブサイトに公表されていること、
および紛争鉱物報告書が公表された発行人のインターネット・ウェブサイトの
アドレスを開示すること

・

紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源ではない可能性があると確信する理
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由があるが、その紛争鉱物に関して国内的または国際的に認められたデュー・ディ
リジェンスの枠組がない場合、
◦

特定開示報告書の添付書類として提出される紛争鉱物報告書。これは、それら
の紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であった、またはその可能性
があると確信する理由があると判断するために発行人が使用したデュー・ディ
リジェンスの枠組の説明を含む。（再生利用品もしくはスクラップ起源のそれ
らの紛争鉱物に関して国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェン
スの枠組みが利用できるようになるまで、その紛争鉱物に関して紛争鉱物報告
書の監査を受けることは求められない。）

◦

特定開示報告書の本文に、その報告書の添付書類として紛争鉱物報告書が提出
されており、発行人のインターネット・ウェブサイトに公表されていること、
および紛争鉱物報告書が公表された発行人のインターネット・ウェブサイトの
アドレスを開示すること

同じ開示と報告の要件が米国の発行人にも外国の発行人にも適用される。しかし、
最終規則の下では、第 3 ステップに進んだが紛争鉱物の原産国を特定できない、またはそ
の紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であるかどうかを判断できない発行人は、
紛争鉱物報告書の提出を求められるが、小規模な報告会社の場合、規則の採択から 4 年間、
この報告書の監査を受ける必要がない。我々は、それぞれの暦年に関する紛争鉱物の情報
を翌年 5 月 31 日に提出するようすべての発行人に求める、新しい Form SD を作成している。

E. 小規模事業者に対する影響を最小化するための政府機関の措置（英語原文
P.340～342）
規制緩和法は、小規模事業者への重大な悪影響を最小にしながら定められた目的を
達成する有効な代案を検討することを我々に求めている。最終規則に関連して、我々は以
下の代案を検討した。
(1) 小規模事業者に利用できる資源を考慮し、異なる規則遵守または報告の要件を定める
こと
(2) 開示の要件、またはその一部から小規模事業者を除外すること
(3) 小規模事業者に関する規則遵守と報告要件を明確化、整理統合または単純化すること
(4) デザインの基準ではなく実行の基準を使用すること
我々は、小規模事業者に異なる規則遵守の要件を定める代案について検討したが、
これを採用しなかった。小規模な報告企業を除外するという意見提出者の提案に対する議
論の中で論じたように、我々は、小規模事業者向けに他の発行人の最終報告要件とは異な
る開示要件を定める、あるいは小規模事業者をこれらの要件から除外するという措置を取
ると、議会が定めた第 13(p)条の目的を達成できないと考える。最終規則は、第 13(p)条の紛
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争鉱物の開示と報告の要件を実行するために設けられるものである。第 13(p)条は企業の規
模にかかわらず、紛争鉱物を必要とするすべての発行人に適用される。いずれにしても、
何人かの意見提出者が指摘したように、多くの小規模企業は大企業のサプライチェーンの
一部であり、大企業がこの規則に基づく義務を果たせるようにするために紛争鉱物に関す
る情報を提供することが必要になるであろう
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。しかし、最終規則の下では、第 3 ステッ

プに進んだが紛争鉱物が対象国を原産国とするかどうか、またはその紛争鉱物が再生利用
品もしくはスクラップ起源であるかどうかを判断できない、または対象国を原産国とする
紛争鉱物がそれらの国の武装集団の資金源となった、もしくはこれらに利益をもたらした
かどうかを判断できない発行人は、紛争鉱物報告書の提出を求められるが、小規模な報告
会社の場合、規則の採択から 4 年間、この報告書の監査を受ける必要がなく、また発行人
は原産地が判明している製品を「DRC コンフリクト判定不能」と記述することができる。
我々は、小規模事業者を含むすべての発行人に関して、最終規則の各側面の明確化
と簡素化を行った。たとえば、最終規則は、紛争鉱物報告書の監査の目的を、新たに採掘
された紛争鉱物に特定および明確化している。また、最終規則は発行人に対し、特定開示
報告書の本文とその添付資料に情報を開示することを求めている。これは、Form 10-K、20-F、
40-F での年次報告書において開示を要求するよりも、紛争鉱物に関する情報開示と紛争鉱
物報告書の提出のプロセスを簡素化することになると思われる。
我々は、全体として、最終規則に関してはデザインの基準の方が議会の目的をより
よく達成できると考えるため、実行の基準ではなくデザインの基準を用いている。合理的
な原産国調査は実行の基準である。加えて、最終規則における具体的な開示の要件は、必
要な紛争鉱物を有するすべての発行人の開示の一貫性と比較可能性を促進するであろう。
しかし、我々は「製造委託契約を結んでいる」および「機能と生産に必要な」という語に
関してガイダンスを提供する。これによって、発行人は、それぞれの状況に合わせてより
よく調整した形で法の要件を遵守することができると我々は考えている。
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たとえば、NAM I、SBA、Snowe 上院議員他、WGC II などからの意見書を参照。
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VI. 法典上の根拠と最終規則本文（英語原文

P.342～355）

我々は改正後証券取引法第 3(b)条、第 12 条、第 13 条、第 15(d)条、第 23(a)条および
第 36 条に定められた根拠に基づき、本文書に含まれる規則の改正を採択する。
対象項目のリスト
17 CFR パート 240 および 249b
報告と記録管理の要件、新たな書式
上記に従い、我々は連邦規則集（CFR）タイトル 17 チャプターII を以下の指示の通
りに改正する。
パート 240―一般規則
1.

1934 年証券取引法

パート 240 の法的根拠に以下の通り番号順に並べられた§240.13p-1 の根拠を

追加することにより、これを改正する。
法的根拠：別段の定めがない限り、15 U.S.C. 77c、77d、77g、77j、77s、77z-2、77z-3、77eee、
77ggg、77jjj、77kkk、77nnn、77sss、77ttt、78c、78d、78e、78f、78g、78i、78j、78j-1、78k、
78k-1、78l、78m、78n、78n-1、78o、78o-4、78o-8、78p、78q、78s、78u-5、78w、78x、78dd(b)、
78dd(c)、78ll、78mm、80a-20、80a-23、80a-29、80a-37、80b-3、80b-4、80b-11、7201 以下、
および 8302；18 U.S.C. 1350；12 U.S.C.5221(e)(3)、および Pub. L.111-203、Sec.712、124
Stat.1376(2010)
＊＊＊＊＊
セクション 240.13p-1 は、Sec.1502, Pub.L.No.111-203、124 Stat.1376 でも公布される。
＊＊＊＊＊
2.
§240.13p-1

以下の通りの§240.13p-1 を追加する。
紛争鉱物に関する登録者のサプライチェーンの情報を開示する報告の要件

証券取引法第 13(a)条（15 U.S.C.78m(a)）または第 15(d)条（15 U.S.C.78o(d)）に基づ
いて証券取引委員会に報告書を提出するすべての登録者は、登録者によって製造された、
または製造委託契約が結ばれた製品の機能または生産に必要な紛争鉱物がある場合には、
Form SD により、この書式に指定された期間内に、この書式に指定された通り該当する項目
によって要求される情報を開示する報告書を提出しなければならない（17 CFR 249b.400）。
パート 249b―新たな書式、1934 年証券取引法
3.

パート 249b の法的根拠に以下の通りの§249b.400 の根拠を追加することに

よって、これを改正する。
法的根拠：別段の定めがない限り、15 U.S.C.78a 以下
＊＊＊＊＊
セクション 249b.400 は、Sec.1502, Pub.L.No.111-203、124 Stat.2213 でも公布される。
4.

以下の通りの§249b.400 を追加する。
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§249b.400 Form SD、特定開示報告書
この書式は、1934 年証券取引法第 13(a)条または第 15(d)条に従って証券取引委員会に報告
書を提出し、1934 年証券取引法第 13(p)条および本チャプターの規則 13p-1（§240.13p-1）
に求められる情報を開示しなければならない登録者によって、本チャプターの§240.13p-1
に従って提出されるものとする。
5.

以下の通りの Form SD（§249b.400 に指定）を追加する。

注意：Form SD の本文は連邦規則集に表示されない。
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アメリカ合衆国証券取引委員会
ワシントン DC 20549
書式 SDForm SD
特定開示報告書

（本チャプターに指定された登録者の正式名称）

（法人設立または組織化が行われた州
またはその他の行政管轄体）

（本社住所）

（SEC ファイル
番号）

（IRS 雇用主識別
番号）

（Zip コード）

（本報告書に関する連絡担当者の氏名および市外局番を含む電話番号）
本書式の提出にかかわる規則を示す適切なボックスにチェックマークを付け、この書式に
記された情報が適用される期間を記載してください。
年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの報告期間に関して、証券取引法に基づく
規則 13p-1（17 CFR 240.13p-1）
全般的指示（英語原文
A.

P.344～346）

Form SD の使用に関する規則
本書式は、証券取引法に基づく規則 13p-1（17 CFR 240.13p-1）に従った報告に使用
される。

B.

報告される情報および報告書の提出期限
1.

規則 13p-1 に基づいて提出される書式。本書式による報告書は、発行人の直近の
暦年末日後の 5 月 31 日までに EDGAR で提出されなければならない。

2.

本書式の提出期限が証券取引委員会の営業日ではない土曜日、日曜日または祝
日に当たる場合、提出期限は翌営業日となる。

C.

登録された投資会社への不適用
Form SD で要求される開示は、1940 年投資会社法に基づく規則 30d-1（17 CFR
270.30d-1）に従って報告書の提出が求められる投資会社には適用されない。

D.

報告書の作成
本書式は、直接情報を記入する用紙として用いられるのではなく、規則 12b-12（17
CFR 240.12b-12）の要件を満たす報告書の作成の手引きとして用いられるものである。
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報告書は該当する項目の番号と見出しを含まなければならないが、規則 12b-13（17
CFR 240.12b-13）に指定された形で回答が作成されるならば、それらの項目の本文は
省略することができる。それぞれの報告書で回答することが求められないすべての
項目は省略することができ、報告書においてそれについて言及することは必要とさ
れない。また、すべての指示も省略のこと。
E.

一般規則の適用
同法（17 CFR パート 240）に基づく一般規則は、すべての書式での報告書に適用さ
れる一般的な要件を含んでいる。本書式での報告書の作成と提出に当たって、これ
らの一般的な要件を注意深く読み、それに従わなければならない。

F.

署名と報告書の提出
報告書は登録者を代表して経営者によって署名されなければならない。
報告書に含まれる情報（英語原文

P.346～355）

第 1 節―紛争鉱物の開示
項目 1.01
(a)

紛争鉱物の開示と報告
登録者は、登録者によって製造された、または登録者によって製造委託契約

が結ばれた製品の機能または生産のために本項目のパラグラフ(d)(3)に定義された紛争鉱物
が必要であり、特定開示報告書の対象となる暦年に報告することが求められるならば、そ
の紛争鉱物がコンゴ民主共和国もしくは本項目のパラグラフ(d)(1)に定義された周辺国を原
産国とするかどうか、または本項目のパラグラフ(d)(6)に定義された再生利用品もしくはス
クラップ起源であるかどうかを判断するために合理的にデザインされた、その紛争鉱物に
関する合理的な原産国調査を誠実に実行しなければならない。
(b)

合理的な原産国調査に基づき、必要な紛争鉱物がコンゴ民主共和国もしくは

その周辺国を原産国としない、または再生利用品もしくはスクラップ起源であると判断し
た場合、または必要な紛争鉱物がコンゴ民主共和国もしくはその周辺国を原産国とする可
能性があると信じる理由がない場合、または合理的な原産国調査に基づいて必要な紛争鉱
物が再生利用品もしくはスクラップ起源であると合理的に確信する場合、登録者は、特定
開示報告書の本文に「紛争鉱物の開示」という見出しの独立した部分を設け、そこにその
判断を開示し、その判断を下すために実施した合理的な原産国調査とその結果を簡単に記
述しなければならない。また、登録者は、公開されたインターネット・ウェブサイト上に
その情報を開示し、特定開示報告書内の｢紛争鉱物の開示｣という見出しの部分に、そのウェ
ブサイトへのリンクを提供しなければならない。
(c)

あるいは、合理的な原産国調査に基づき、必要な紛争鉱物がコンゴ民主共和

国もしくはその周辺国を原産国としており再生利用品もしくはスクラップ起源ではないと
登録者にわかっている場合、または必要な紛争鉱物がコンゴ民主共和国もしくはその周辺
国を原産国とする可能性があると考える理由、およびそれらが再生利用品もしくはスク
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ラップ起源ではない可能性があると考える理由を持つ場合、登録者は、その紛争鉱物につ
いて国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組みがあるならばそれ
に準拠して、紛争鉱物の起源と加工・流通過程に関して本項目のパラグラフ(c)(1)に記され
た通りのデュー・ディリジェンスを実行しなければならない。そのデュー・ディリジェン
スの結果、紛争鉱物がコンゴ民主共和国もしくはその周辺国を原産国としない、またはそ
の紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であると登録者が判断する場合、紛争鉱
物報告書の提出は求められないが、登録者は、特定開示報告書の本文に「紛争鉱物の開示」
という見出しの独立した部分を設けて、そこにその判断を開示し、その判断を下すために
実行した合理的な原産国調査とデュー・ディリジェンスの努力、およびその調査とデュー・
ディリジェンスの努力の結果を簡単に説明しなければならない。また、登録者は、公開さ
れたインターネット・ウェブサイト上にその情報を開示し、特定開示報告書内の｢紛争鉱物
の開示｣という見出しの部分に、そのウェブサイトへのリンクを提供しなければならない。
さもなければ、登録者は、特定開示報告書の添付書類として紛争鉱物報告書を提出し、公
開されたインターネット・ウェブサイト上にその報告書を掲載しなければならない。その
上で、登録者は、特定開示報告書内の｢紛争鉱物の開示｣という見出しの部分に、紛争鉱物
報告書を提出したことを開示し、紛争鉱物報告書が公表されているインターネット・ウェ
ブサイトへのリンクを提供しなければならない。
紛争鉱物報告書は以下の情報を含まなければならない。
(1)

デュー・ディリジェンス：紛争鉱物の起源と加工・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登録者が取った措置の説明
(i)

登録者のデュー・ディリジェンスは、その紛争鉱物に関して国内的または国

際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組がある場合には、それに準拠しなければ
ならない。
(ii)

本項目のパラグラフ(c)(1)(iv)、(c)(1)(v)および(c)(1)(vi)に規定されている場合を

除き、デュー・ディリジェンスの措置は、米国の連邦会計検査院院長によって設定された
基準に従って行われ、本項目のパラグラフ(c)(1)(ii)(B)に従って証明された、紛争鉱物報告書
の独立した民間部門による監査を含むが、デュー・ディリジェンスの措置はこれに限定さ
れない。この監査は、必要な紛争鉱物の起源と加工・流通過程を確定する上での登録者の
デュー・ディリジェンスの不可欠な要素を構成する。
(A)

紛争鉱物報告書の監査の目的は、紛争鉱物報告書に記された登録者の

デュー・ディリジェンスの措置のデザインが、その報告書の対象期間において、すべての
重大な点で、登録者によって用いられた国内的または国際的に認められたデュー・ディリ
ジェンスの枠組の基準に従っているか否か、および報告書の対象期間に関して登録者が実
行したデュー・ディリジェンスの措置に関する紛争鉱物報告書における登録者の記述が、
報告書の対象期間において、当該登録者によって実行されたデュー・ディリジェンス・プ
ロセスと一致しているかどうかについて、意見または結論を表明することである。
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(B)

登録者の紛争鉱物報告書は、登録者が紛争鉱物報告書について独立した民間

部門の監査を受けたというステートメントを含まなければならず、それが監査の証明を構
成する。
(C)

もし監査人が監査報告書で特定されておらず、米国の連邦会計検査院院長に

よって設定された基準に従って監査人が作成した監査報告書を提出する場合、登録者は、
紛争鉱物報告書の部分として、報告書の独立した民間部門の監査人を特定しなければなら
ない。
(iii)

本項目のパラグラフ(d)(5)に定義される「DRC コンフリクト判定不能」である

製品を製造する、または製造委託契約を結んでいる登録者は、それ以前に提出した最も新
しい紛争鉱物報告書で取り上げられた期間の終了以来、自社の必要な紛争鉱物が武装集団
に利益をもたらすリスクを軽減するために取った、またはこれから取る予定の措置が存在
するならば、デュー・ディリジェンスを改善するための措置を含めて、それらの措置を開
示しなければならない。
(iv)

項目 1.01 の指示 2 に指定された移行期間には、適切なデュー・ディリジェン

スを実行した上で、
「DRC コンフリクト判定不能」である製品を有する登録者は、コンゴ民
主共和国もしくはその周辺国を原産国としなかったと登録者が判断することができない紛
争鉱物、またはコンゴ民主共和国もしくはその周辺国における武装集団の直接間接の資金
源ではなかった、またはこれらに利益をもたらすものではなかったと登録者が判断できな
い紛争鉱物に関して、紛争鉱物報告書の独立した民間部門の監査を受けることは必要とさ
れない。
(v)

必要な紛争鉱物に関して国内的または国際的に認められたデュー・ディリ

ジェンスの枠組が存在しない場合、そのような枠組が作成されるまで、登録者は、デュー・
ディリジェンスの枠組の恩恵を受けることなく、その紛争鉱物が再生利用品もしくはスク
ラップ起源であるかどうかを含め、必要な紛争鉱物の起源と加工・流通過程を確定する上
で適切なデュー・ディリジェンスを実行することを求められる。必要な紛争鉱物について
ある暦年の 6 月 30 日までに国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠
組が利用できるようになったならば、登録者は次の暦年にその枠組を使用しなければなら
ない。デュー・ディリジェンスの枠組がある暦年の 6 月 30 日よりも後に利用できるように
なったならば、実行までに丸 1 年の期間を設けるため、登録者はその枠組が利用できるよ
うになった翌々暦年までそれを使用ことが求められない。再生利用品もしくはスクラップ
起源の特定の紛争鉱物に関して、国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェン
スの枠組がない場合には、その紛争鉱物に関するデュー・ディリジェンスの調査は、その
紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源であるかどうかに焦点が絞られる。加えて、
紛争鉱物報告書の中で再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物に関する登録者の
デュー・ディリジェンスに関連した部分については、独立した民間部門の監査が求められ
ない。
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(vi)

自社の紛争鉱物がコンゴ民主共和国もしくはその周辺国を原産国とすると考

える理由があるために登録者がデュー・ディリジェンスを実行し、その結果、その紛争鉱
物がコンゴ民主共和国もしくはその周辺国を原産国としないと判断した場合（または
デュー・ディリジェンスの結果、必要な紛争鉱物が再生利用品もしくはスクラップ起源で
あると判断した場合）、紛争鉱物報告書と監査は必要とされない。
(2)

製品の記述：本項目のパラグラフ(d)(4)に定義された通り「DRC コンフリク

ト・フリー」であると判明していない製品を製造する、または製造委託契約を結んでいる
登録者は、これらの製品、これらの製品に含まれる必要な紛争鉱物を加工するために使用
された施設、これらの製品に含まれる必要な紛争鉱物の原産国、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決定しようとする努力について記述しなければな
らない。
(i)

項目 1.01 の指示 2 に指定された移行期間には、適切なデュー・ディリジェン

スを実行した上で、
「DRC コンフリクト判定不能」である製品を製造する、または製造委託
契約を結んでいる登録者は、これらの製品、判明しているならばこれらの製品に含まれる
必要な紛争鉱物を加工するために使用された施設、判明しているならばこれらの製品に含
まれる必要な紛争鉱物の原産国、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
原産地を決定しようとする努力について記述しなければならない。
(ii)

登録者は自社の製品に含まれる必要な紛争鉱物が完全に再生利用品もしくは

スクラップ起源であるならば、そうした製品は「DRC コンフリクト・フリー」とみなされ
るため、本項目のパラグラフ(c)(2)の情報を提供することが求められない。
(d)

本項目の目的で、以下の定義が適用される。

(1)

周辺国。「周辺国」という語は、国際的に認識さ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)

武装集団。「武装集団」という語は、コンゴ民主共和国またはその周辺国に関

連して、1961 年対外援助法第 116(d)条および第 502B(b)条（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特定されている
武装集団を意味する。
(3)

紛争鉱物。「紛争鉱物」という語は以下を意味する。

(i)

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。ただし、その派生物は、国務長官により付加的な派生物がコンゴ民主共
和国またはその周辺国において紛争の資金源となっていると判断されない限り、タンタル、
錫、タングステンに限定される。または、
(ii)

国務長官により、コンゴ民主共和国またはその周辺国において紛争の資金源

となっていると判断されたその他の鉱物またはその派生物。
(4)

「DRC コンフリクト・フリー｣という語は、製品
DRC コンフリクト・フリー。

が、その機能または生産のために紛争鉱物を必要とするが、コンゴ民主共和国またはその

104

周辺国において本項目のパラグラフ(d)(2)に定義された武装集団の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製品が含まないことを意味する。登録
者が本項目のパラグラフ(d)(6)に定義された通りの再生利用品もしくはスクラップ起源のも
のから入手した紛争鉱物は、DRC コンフリクト・フリーであるとみなされる。
(5)

DRC コンフリクト判定不能。「DRC コンフリクト判定不能」という語は、登

録者によって製造された、または製造委託契約が結んだ製品に関し、本項目のパラグラフ
(c)(1)に要求される通りのデュー・ディリジェンスを実行した後、その製品が DRC コンフリ
クト・フリーであるかどうかを判断できないことを意味する。
(6)

再生利用品もしくはスクラップ起源の紛争鉱物。紛争鉱物は、回収されたエ

ンドユーザー製品もしくは消費者使用後の製品である再生利用金属、または製品製造の間
に生み出されたスクラップ処理金属から得られたものであるならば、再生利用品またはス
クラップ起源であるとみなされる。再生利用金属は、錫、タンタル、タングステンおよび
金のいずれかまたは両方の製造過程における再生利用に適した精製または加工された金属
であり、金属素材の余剰品、陳腐化した品、不良品、断片などを含む。部分的に加工され
た鉱物、未加工の鉱物、または別の鉱石の副産物は再生利用金属の定義に含まれない。
(7)

サプライチェーンの外部。紛争鉱物は、コロンバイトタンタライト、錫石、

鉄マンガン重石もしくはその派生物で製錬された後；金で十分に精製された後；または紛
争鉱物もしくはその派生物で製錬もしくは十分な精製はなされていないが、コンゴ民主共
和国もしくはその周辺国の外におかれた後、「サプライチェーンの外部」とみなされる。
(8)

国内的または国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組。「国内的ま

たは国際的に認められたデュー・ディリジェンスの枠組」という語は、全国的又は国際的
に認められたデュー・ディリジェンスの枠組であって、かつ、パブリックコメントを求め
てそれ自身広く知らしめていること、および、米国の連邦会計検査院院長が設定した政府
会計検査基準の標準に一致していることを含む、適正手続きに則って確立されたことを意
味する。
項目 1.02

添付書類

登録者は、Form SD の添付書類として、項目 1.01 で求められる紛争鉱物報告書を提出しな
ければならない。
項目 1.01 に関する指示
(1)

紛争鉱物を採掘する登録者は、本項目の目的でそれらの鉱物を製造するとは

みなされない。Form SD による特定開示報告書は、登録者の会計年度にかかわりなく、暦年
を対象とし、毎年、前年について 5 月 31 日までに提出しなければならない。
(2)

［発行日を記入］の後、すべての登録者に関して最初の 2 暦年、小規模な報

告会社に関して最初の 4 暦年の間、登録者は、
「DRC コンフリクト判定不能」である製品に
含まれる紛争鉱物に関して、独立した民間部門の監査人によって作成された紛争鉱物報告
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書の監査報告書を提出することを求められない。それぞれ第 3 報告暦年または第 5 報告暦
年から、
「DRC コンフリクト判定不能」である製造された、または製造委託契約が結ばれた
製品を有する登録者は、これらの製品を「DRC コンフリクト・フリー」であると判明して
いないものとして記述しなければならず、監査報告書を含め、本項目のパラグラフ(c)に求
められる情報を提供しなければならない。
(3)

以前には当該紛争鉱物について特定開示報告書を提出することが義務付けら

れておらず、製品の機能または生産に必要な紛争鉱物を有する製品を製造する、または製
造委託契約を結んでいる会社を買収した、またはその他の形で経営権を獲得した登録者は、
最初の報告暦年の末日まで、ただし当該報告暦年は買収が有効となった日から 8 か月後以
降に開始する買収された会社によって製造された製品に関する報告を遅らせることが認め
られる。
(4)

登録者は、2013 年 1 月 31 日以前に本項目のパラグラフ(d)(7)に定義された通

りにサプライチェーンの外部にある紛争鉱物に関して、情報を提供することを求められな
い。
(5)

登録者は、登録者が製品を製造するか、その製品の製造委託契約を結んでい

るかにかかわりなく、その製品の機能または生産に必要な紛争鉱物を含む製品の製造が終
了した暦年に関して、求められる紛争鉱物の情報を提供しなければならない。
第 2 節―添付書類
項目 2.01

添付書類

この報告書の一部として提出される添付書類は以下の通りである。
添付書類 1.01―本書式の項目 1.01 および 1.02 によって求められる紛争鉱物報告書
＊＊＊＊＊

106

