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はじめに
2012 年 8 月、SEC は、ドッド＝フランク・ウォールストリート改革および消費者保護法（以
下、「ドッド・フランク法」）第 1502 条に従って、紛争鉱物に関する規則（以下、「SEC 規
則」）を公表した。SEC 規則は、自社の製品の機能または製造に紛争鉱物を必要とする企
業に対し、2013 年から各暦 年について毎年、様式 SD（「special disclosures（特別開
示）」の略）で報告することを義務付けている。状況によっては、企業は様式 SD の別紙
（Exhibit）として、追加的な開示を提供する紛争鉱物報告書（Conflict Minerals Report、
以下「CMR」）を含めることを要求される可能性がある。
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様式 SD での最初の提出書類の期限となる 2014 年 5 月 31 日 が近付いているものの、
様式 SD および該当する場合に添付される CMR が、どのようになるのかについては、不透
明な部分が多い。様式 SD のインストラクションは、様式 SD および CMR の作成のための
概略的な枠組みを提供している。SEC 規則はまた、特定の場合に独立した民間監査人に
よる外部監査（IPSA）を受けることを要求しており、様式 SD のインストラクションも、IPSA
が要求される場合に CMR に記載すべき内容について情報を提供している。
本 Heads Up では、企業が様式 SD―および添付される CMR―に含めることを要求される
開示を、企業が遭遇する可能性のあるシナリオ別に検討する。また、それぞれのシナリオ
において IPSA が要求されるか否かについても分析する。さらに、本 Heads Up の付録 A
では、2 つのシナリオに対応する様式 SD を例示して記載内容の案を紹介する一方、付録
B では、各シナリオに関する要件をまとめた表を掲載している。

提出書類の期限とな

SEC 紛争鉱物規則の背景

る 2014 年 5 月 31 日

ドッド・フランク法第 1502 条は SEC に対し、紛争鉱物を必要とする 企業が当該鉱物の調
達に関する特定の情報を毎年開示しなければならないことを定める規則 の制定を、1934
年証券取引所法の下に義務付けていた。コンゴ民主共和国（以下、「 DRC」）およびその
周辺国における特定の鉱物の採掘がこの地域における暴力活動の資金源になっていると
されたことから、ドッド・フランク法の同条は、米国企業のより責任ある調達を促進すること
を目的としていた。

が近付いているもの
の、様式 SD および、
該当する場合添付さ
れる CMR が、どのよ
うになるのかについて

2

紛争鉱物は現在、「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、追加的派生物が［DRC］およびその周辺国（以下、「DRC 諸国」）における紛争の資金
源になっていると国務長官が判断した場合を除き、タンタル、錫およびタングステンに限定
3
されるそれらの派生物」 と特定されている。

は、不透明な部分が
多い。

やむむたたたう言葉の意味、規則

1
2
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提出期限が土曜 日にあたることを考えると、実際は 2014 年 6 月 2 日が期 限となる。
すなわち、自社の製品の機能または製造に必要な紛争 鉱物。
紛争鉱物の完全な定義については、様式 SD のインストラクションの「定義」セクションを参照のこと。定義におい
ては、国務 長官がリストを拡大することがあると述べている。

SEC 規則は、紛争鉱物を必要とする企業に対し、合理的な原産国調査（reasonable country
of origin inquiry、以下「RCOI」）を実施して、当該鉱物が DRC 諸国産である可能性があるか
否かを判定することを要求している。可能性がある場合、当該鉱物が武装グループに資金を与
えた供給源からのものか否かを確認するためのデューディリジェンス手続を実施する。SEC 規
則は企業に対し、国レベル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に従って
自社のデューディリジェンスの枠組みを設計することを要求している。多くの企業が利用すると
予想される枠組みは、経済協力開発機構（以下、「OECD」）が公表している「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
イダンス第 2 版」である。

暫定移行期間

企業が紛争鉱物に

SEC 規則の要求事項の適用にあたって企業とその供給業者が直面する課題と、自社の製品
4
が「DRC 紛争非関与」 か否かを判定するために、サプライチェーン全体にわたる企業から必
要とする情報を入手するにあたり遭遇する難題を考慮して、SEC は、特定の製品について
「DRC 紛争判定不能」と報告できる暫定期間を認めている。本稿ではこの期間を、「暫定移行
期間」と呼ぶ。この期間は、小規模上場企業以外の企業の場合は、SEC 規則の公表後 2 年間
（すなわち、報告対象年でいうと 2013 年および 2014 年）であり、小規模上場企業の場合は 4
年間である。SEC 規則はまた、暫定移行期間中の IPSA の実施要求について一定の例外規定
を定めている。この点については、本 Heads Up の後半で説明する。

関して開示すべき

SEC 紛争鉱物規則に基づく報告

であろう内容は、
SEC の段階的プロ
セスで企業が実施
を要求されるステッ
プの数に応じて変
わる。

SEC 規則の 33 ページには、企業が様式 SD の提出を要求されるか否か、される場合、CMR
が要求されるか否かを判定するための段階的プロセスを要約したフローチャートが掲載されて
いる。企業が紛争鉱物に関して開示すべきであろう内容は、SEC の段階的プロセスで企業が
実施を要求されるステップの数に応じて変わる。ステップの数が増えるごとに、追加的な開示
要求が加わり、最終的には IPSA が必要となる。したがって、各企業固有の事実および状況に
よって、様式 SD の提出が要求されるか否か、提出が要求される場合はさらに、CMR を添付す
る必要があるか否か（必要となる場合、様式 SD の別紙という扱いになる）、様式 SD および添
付される CMR に記載しなければならない開示の具体的内容、そして IPSA が要求されるか否
かが決まる。様式 SD を提出する際の状況として 5 つの状況が想定され、企業はそのうちのど
れかに当てはまることになる。以下においては、開示要件を把握しやすくするため便宜的に、こ
れらの想定状況をシナリオ A～E と呼ぶ。各シナリオのどれを選択するかは、企業が SEC の段
階的プロセスを経て、必要な紛争鉱物の調達に関する判定をした結果によって異なることにな
る。5 つのシナリオは、次の通りである。


RCOI の結果に基づき、様式 SD の提出を要求されるが、CMR を提出する必要はない
（シナリオ A）―RCOI を実施した結果が以下となった場合、シナリオ A に該当
する。
o 必要な紛争鉱物について、以下のように結論付けた。
-

DRC 諸国産ではない。

-

リサイクルまたはスクラップ由来である。

o

必要な紛争鉱物が DRC 諸国産の可能性があると信じるに足る理由がない。

o

必要な紛争鉱物がリサイクルまたはスクラップ由来であると合理的に信じ
ている。
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SEC は、「DRC 紛争非関与」を、「［DRC］諸国において［SEC 規則］に定義される武装グループに直接・間接に資金や
恩恵を与えている紛争鉱物を、その製品の機能または製造に必要な紛争鉱物に含有しない」と定義している。SEC 規
則はまた、企業がリサイクルまたはスクラップを供給源として入手した紛争鉱物は、DRC 紛争非関与とみなされることを
定めている。

2



デューディリジェンス手続の結果に基づき、様式 SD の提出を要求されるが、CMR を提
出する必要はない（シナリオ B）―紛争鉱物の供給源および加工・流通過程の管理に
5

ついてのデューディリジェンス手続 を実施した結果が以下となった場合、シナリオ B に
該当する
o

必要な紛争鉱物が以下に該当すると判断した。
- DRC 諸国産ではない。
- リサイクルまたはスクラップ由来である。



様式 SD と CMR の両方の提出を要求されるが、調達について判定不能であるため、
IPSA を受けることは要求されない（すなわち、調達について「DRC 紛争判定不能」であ
る）（シナリオ C）―必要な紛争鉱物の供給源および加工・流通過程の管理についての
デューディリジェンス手続を実施した結果が以下となった場合、シナリオ C に該当する。
o

必要な紛争鉱物が以下に該当するか否かを判定できなかった。
- DRC 諸国産である。
- リサイクルまたはスクラップ由来である。

必要な紛争鉱物の

o

供給源について判
定を下せない企業

必要な紛争鉱物の一部が DRC 諸国産であると判定したが、当該鉱物が武装グ
6
ループ（SEC 規則に定義される） に直接・間接に資金や恩恵を与えたか否かを
判定できなかった。

SEC 規則に基づくと、このシナリオは、暫定移行期間中にのみ適用される。この期間を
過ぎても調達について判定できない場合は、シナリオ D に該当する可能性が高い。

は、SEC が定める


暫定移行期間中、

一つ以上の製品の調達について DRC 紛争非関与と判明していないため、CMR を添
付した様式 SD に加え、IPSA の監査報告書の提出を要求される（シナリオ D）―必要な
紛争鉱物の供給源および加工・流通過程の管理についてのデューディリジェンス手続
を実施した結果、DRC 紛争非関与と判明していない紛争鉱物を、必要な紛争鉱物とし
て含有する製品が一つ以上あると判断した場合、シナリオ D に該当する。

それらを「DRC 紛
争 判定 不 能」 に区

暫定移行期間中は発生する可能性が低いとみなされているものの、たとえ他の供給源
については判定不能であっても、必要な紛争鉱物の一部の供給源が、武装グループに
直接・間接に恩恵を与えた可能性があると判断した場合、IPSA を受ける必要性が生じ
ると推定される（下記の IPSA に関わる要求事項のセクションを参照）。しかし、暫定移
7
行期間中のさまざまな状況における監査の必要性に対する SEC 規則の例外規定 の
適用可能性をめぐっては見解が分かれうるため、かかる判断について自社の対 SEC
顧問弁護士と協議することが重要である。暫定移行期間後も必要な紛争鉱物の供給
源について判定を下せない企業は、いずれにせよそのような製品を「DRC 紛争非関与
と判明していない（not been found to be DRC conflict free）」と記述した上で、IPSA を
受けることを要求される可能性が非常に高い。

分することができ
る。



製品が DRC 紛争非関与であるものの、対象地域から調達されているために、CMR を
添付した様式 SD に加え、 IPSA の監査報告書の提出を要求される（シナリオ E ）
―DRC 諸国から調達されていて、リサイクルまたはスクラップ由来ではないが、DRC
紛争非関与と判明している紛争鉱物（例えば、一般に認められた認証手続に基づき
DRC 紛争非関与の認証を受けている製錬所からの調達）を、必要な紛争鉱物として使
用している製品が一つ以上ある場合、シナリオ E に該当する。

5

6

7

企業は RCOI を実施後、必要な紛争鉱物の一部が DRC 諸国産であり、リサイクルまたはスクラップ由来ではないと信じ
るに足る理由があったためにデューディリジェンス手続を実施する場合がある。場合によっては、その後、必要な紛争鉱
物が結局のところ DRC 諸国産ではなかったと結論付ける可能性がある。
「武装グループ」という用語は、様式 SD のインストラクションの項目 1.01(d)(2)（SEC 規則の 352 ページ）に定義されて
いる。
監査に関する例外については、様式 SD のインストラクションの項目 1.01(c)(1)(iv)（SEC 規則の 349-350 ページ）を参
照のこと。
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これらのシナリオそれぞれに関連する SEC 規則の開示要求については、以下において詳しく
検討する。最終的に、開示は各企業固有の事実および状況に左右されるため、提供すべき適
切な開示を決定するにあたっては、対 SEC 顧問弁護士と協議するべきである。

全般的インストラクション
SEC は、様式 SD のインストラクションを公表し、その中でカバーページと署名欄の例を示して
いる。インストラクションはまた、内容に関する一定の要求事項と必須の見出しを特定している。
これまでさまざまな組織が、SEC 規則と様式 SD のインストラクションに影響を与えるべく様式
SD と CMR の草案を作成しているが、初期のものの中には、発行されたインストラクションとの
不一致が見受けられるものもある。したがって、要求事項を分析し、様式 SD と CMR の構成に
関して適切なレベル感を検討する価値があるように思われる。
様式 SD の全般的インストラクション D には、「報告書［様式 SD］には、該当する項目の番号と
8
見出しが記載されていなければならない」 （強調は筆者による）と記載されている。したがって、
様式 SD には以下の項目が記載されるものと予想される（一部の初期の草案は、それらの項目
を記載していないように見受けられる）。

様式 SD に関する



項目 1.01 紛争鉱物の開示および報告（Conflict Minerals Disclosure and Report）



項目 2.01 別紙（Exhibits）

様式 SD のインストラクションにはまた、以下の 2 つの別個のセクションが含まれており、上記の
項目はそれらの下に記載される。

SEC のインストラク



セクション 1－紛争鉱物の開示（Conflict Minerals Disclosure）

ションは、カバー



セクション 2―別紙（Exhibits.）

ページと署名欄の
例を示すとともに、
内容に関する一定
の要求事項と必須
の見出しを特定し
ている。

インストラクションは、そのようなセクションの番号付けの使用について明示的に言及していな
いものの、番号付けによって、様式 SD をいっそう読みやすくできると思われる。

シナリオ別の開示要件
このセクションでは、上記の各シナリオに適用される具体的な開示要件を、企業が特定の開示
要件にどのように対処しうるかについての見解とともに紹介する。

シナリオ A およびシナリオ B における報告－DRC 諸国から調達していないと
判定した場合

様式 SD
シナリオ A または B（上記に定義される）に該当する企業は、様式 SD の本文において、「紛争
鉱物の開示」という独立した見出しを設けることを要求され、その見出しの下で、RCOI または
デューディリジェンス手続に関する一定の事項を開示しなければならない。以下の表は、これら
の要件を要約している。
シナリオ
様式 SD
セクション 1－紛争鉱物の開示（見出し）
項目 1.01 紛争鉱物の開示および報告（見出し）
紛争鉱物の開示（見出し）
 判定の開示
 RCOI の記述
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SEC 規則の 345 ページを参照。
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A

B

有用
必須
必須
必須
必須

有用
必須
必須
必須

シナリオ
様式 SD（続き）
 RCOI およびデューディリジェンス手続の説明
 RCOI の結果
 RCOI およびデューディリジェンス手続の結果
CMR への言及
ウェブサイトへのリンク
セクション 2－別紙
項目 2.01 別紙（見出し）
別紙 1.01 紛争鉱物報告書

A

B
必須

必須
必須
必須

必須

シナリオ A で開示される判定は、必要な紛争鉱物が DRC 諸国産ではない、あるいはリサイク
ルもしくはスクラップ由来であるという結論、必要な紛争鉱物が DRC 諸国産の可能性があると
信じるに足るに理由がないという結論、または必要な紛争鉱物がリサイクルもしくはスクラップ
由来であると合理的に信じているという結論のいずれかである。
シナリオ B で開示される判定は、必要な紛争鉱物が DRC 諸国産ではない、またはリサイクル
もしくはスクラップ由来であるという結論である。

CMR を提出する場
合、様式 SD のイン

シナリオ A とシナリオ B における開示の違いは、シナリオ B では、RCOI とデューディリジェ
ンス手続の両方の実施とその結果に関する開示を含めることが要求される点である、とい
うことに留意する。

ストラクションは、様
式 SD の本文にお

CMR と IPSA の適用可能性

いて RCOI または

シナリオ A と B では、必要な紛争鉱物のいずれも DRC 諸国産と判明していないため、CMR も
IPSA も要求されない。

デューディリジェン
ス手続に関する他
の開示を提供する
ことを要求していな
い。

シナリオ C における報告―DRC 紛争判定不能の製品

様式 SD
CMR（別紙 1.01 と称される）の提出を要求される場合、様式 SD の本文に、「紛争鉱物の開示」
という独立した見出しを設けなければならない（シナリオ A および B の場合と同じ）。しかし、シ
ナリオ C では、その見出しの下で開示されるのは、以下の項目である。



企業が CMR を提出したという開示



CMR が公開されている自社ウェブサイトへのリンク

CMR を提出する場合、様式 SD のインストラクションは、様式 SD の本文において RCOI
またはデューディリジェンスに関する他の開示の提供を要求していないことに留意する。
また、様式 SD の全般的インストラクション D に基づき、様式 SD の本文に項目 2.01 が記載さ
れ、その下に、様式 SD とともに提出される別紙として、別紙 1.01 が記載されることになると想
定される（上記の全般的インストラクションのセクションを参照）。

CMR と IPSA の適用可能性
SEC のインストラクションは、CMR が要求される場合の、その挿入位置について何も述べてい
ないが、様式 SD の署名ページの後に配置され、適宜「紛争鉱物報告書」という表題が付けら

5

れ、上部に「別紙 1.01」と表示されることが自然であろう。様式 SD のインストラクションは、
CMR に以下の情報を含めなければならないと述べている。
(1) デューディリジェンス手続（Due Deligence）－企業は、以下を実施することを要求される。



それらの紛争鉱物の供給源および加工・流通過程の管理についてのデューディリ
9
ジェンス手続を実施するために企業が取っている措置に関する説明を含める 。
SEC 規則は、特定のステップを RCOI として記述し、別のステップをデューディリ
ジェンス手続として記述している。しかし実際のところ、企業の中には、当該措置
の実施において RCOI とデューディリジェンス手続を区別しないところもあるだろ
う。そのため、自社の措置の記述においてあえてそれらの区別をつけようとしない
企業もあると思われる。



2014 年 5 月 31 日の提出期限についてはおそらく、前回提出した CMR はないと
思われる。したがって、上記の 2 番目の箇条書き項目に関連する開示は、「DRC
紛争判定不能」の区分が認められている 2 年目（小規模上場企業の場合はその
後数年）まで要求されない可能性が高い。しかし、さまざまな討論の場において交
わされている情報に基づくと、一部の企業は、そのような開示が要求されるか否
かにかかわらず、将来取ることを計画している措置を、最初の提出において開示
することを検討しているように見受けられる。

SEC 規則は、特定
のステップを RCOI
として記述し、別の
ステップをデュー
ディリジェンス手続
として記述している。

自社のデューディリジェンス手続を向上させるための措置を含め、直前の CMR にお
ける対象期間の末日以降、必要な紛争鉱物が武装グループに恩恵を与えるリスクを
10
軽減するために取っているまたは取る予定の措置がもしあれば開示する 。

(2) 製品説明（Product Description）－DRC 紛争判定不能に区分された製品について、企業
は、以下を含めることを要求される。



当該製品の説明



判明している場合、当該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

該措置の実施また



判明している場合、当該製品に含まれる必要な紛争鉱物の原産国

は記述において、



できる限り具体的に原産地または鉱山を確認するための取り組み

しかし実際のところ、
企業の中には、当

RCOI とデューディ

11

ある製品のために、複数のさまざまな施設から必要な紛争鉱物を入手していて、紛
争非関与の供給源から入手しているものもあれば、判明していない供給源から入
手しているものもある場合がありうる。コンフリクトフリー・ソーシング・イニシアチブ
は、上記の 2 番目と 3 番目の要件に関連する開示の例を作成している。これらの例
は、DRC 紛争判定不能である製品に伴う複雑性の一部に対処する上で役に立つ
と思われる。

リジェンス手続を区
別しないところもあ
るだろう。

さらに、様式 SD のインストラクションは、「製品に含まれる必要な紛争鉱物がリサイ
クルまたはスクラップ由来に限られている場合、当該製品は『DRC 紛争非関与』と
みなされるため」、上記の製品説明情報を提供することは要求されないと述べてい
ることに留意する。同様に、企業はおそらく、DRC 紛争非関与と結論付けた他の製
品に関して詳細な開示を提供しないものと予想される。しかし、一部の企業におい
ては、特定の製品または一定割合の製品を DRC 紛争非関与として特定する全般
的な開示を提供すると思われる。
DRC 紛争判定不能として報告することが認められる場合、IPSA は要求されないため、様式
SD または添付の CMR における IPSA 関連の開示要件はない。

9
10
11

文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(1)による。
文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(1)(iii)による。
文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(2)(i)による。

6

シナリオ D における報告－一つ以上の製品が DRC 紛争非関与と判明してい
ない
暫定移行期間の終了後も、その製品の一部が DRC 紛争非関与かどうかを判定できない
場合、当該製品は「DRC 紛争非関与と判明していない（not been found to be DRC
12
conflict free）」と記述しなければならない 。

様式 SD
CMR（別紙 1.01 と称される）の提出を要求される場合、様式 SD の本文に、「紛争鉱物の開示」
という独立した見出しを設けなければならない（シナリオ A および B の場合と同じ）。しかし、シ
ナリオ D では、その見出しの下で開示されるのは、以下の項目である。



企業が CMR を提出したという開示



CMR が公開されている自社ウェブサイトへのリンク
CMR を提出する場合、様式 SD のインストラクションは、様式 SD の本文におい
て RCOI またはデューディリジェンスに関する他の開示の提供を要求していない
ことに留意する。

場合、CMR は署名

また、様式 SD の全般的インストラクション D に基づき、様式 SD の本文に項目 2.01 が記載さ
れ、その下に、様式 SD とともに提出される別紙として別紙 1.01 が記載されることになると想定
される。

ページの後に配置

CMR と IPSA の適用可能性

され、適宜「紛争鉱
題が付けられ、上

先述したように、SEC のインストラクションは、CMR が要求される場合の、その挿入位置につ
いて何も述べていないが、CMR は署名ページの後に配置され、適宜「紛争鉱物報告書」という
表題が付けられ、上部に「別紙 1.01」と表示されることが自然であろう。様式 SD のインストラク
ションは、製品が DRC 紛争関与の可能性がある場合、CMR には以下の情報が含まれていな
ければならないと述べている。

部に「別紙 1.01」と

(1) デューディリジェンス手続（Due Deligence）－企業は、以下を含めることを要求される。

CMR が要求される

物報告書」という表



表示されることにな

それらの紛争鉱物の供給源および加工・流通過程の管理についてのデューディリ
13
ジェンス手続を実施するために企業が取っている措置に関する説明

る可能性が高い。

SEC 規則は、特定のステップを RCOI として記述し、別のステップをデューディリ
ジェンス手続として記述している。しかし実際のところ、企業の中には、当該措置
の実施において RCOI とデューディリジェンス手続を区別しないところもあるだろ
う。そのため、自社の措置の記述においてあえてそれらの区別をつけようとしな
い企業もあると思われる。



このシナリオでは IPSA が要求されるため、IPSA に関連する以下の事項
o

IPSA を受けたという言明を含める

o

IPSA の監査報告書において監査人が明らかにされていない場合、IPSA の監
査人を明らかにする

o

IPSA の監査報告書を提示する

14

IPSA の監査報告書では監査人（IPSA を実施した組織）が明らかにされていると
15
思われ 、したがって CMR において監査人を明らかにする必要はないものと予
想される。製品説明（以下を参照）が CMR に組み込まれていることを考えると、
IPSA の監査報告書は、CMR の末尾において企業の開示の後に掲載されるもの
と想定される。

12

様式 SD インストラクションの項目 1.01 に対するインストラクション 2（SEC 規則の 354 ページ）を参照。
文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(1)による。
文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(1)(ii)(B)-(C)による。
15
アテステーション基準（Attestation Standard）は特に、監査報告書に「実務者の監査事務所の手書きまたは印刷され
た署名」を記載することを要求している。パフォーマンス監査基準（Performance Audit Standards）は、この問題につい
て何も述べていないが、かかる監査報告書には、何らかの形で監査人の身元が記載される可能性が高い。
13
14

7

(2) 製品説明（Product Description）－企業は、以下を含めることを要求される。



DRC 紛争非関与と判明していない製品の場合
o

当該製品の説明

o

当該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

o

必要な紛争鉱物の原産国

o

できる限り具体的に原産地または鉱山を確認するための取り組み

16

 DRC 紛争判定不能である製品の場合

コンフリクトフリー・
ソーシング・イニシ

o

当該製品の説明

o

判明している場合、当該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

o

判明している場合、当該製品に含まれる必要な紛争鉱物の原産国

o

できる限り具体的に原産地または鉱山を確認するための取り組み

17

企業によっては、DRC 紛争非関与であると判明していない製品と、DRC 紛争
判定不能に区分されている製品の両方を有することがある点に留意する。した
がって、そのような企業は暫定移行期間中、CMR の製品説明セクションに 2 つ
の別々の区分を記載することもありうる。暫定移行期間後もなお紛争鉱物のス
テータスが判定不能の製品は、DRC 紛争非関与と判明していない（not been
found to be DRC conflict free）ものと記述することになる。

アチブは、DRC 紛
争判定不能である
製品に関する開示
の提供に伴う複雑

コンフリクトフリー・ソーシング・イニシアチブは、DRC 紛争判定不能である製品
に関する開示の提供に伴う複雑性の一部に対処する上で有用となるような、製
品説明に関する特定の開示の例を提供している。これらの例はまた、DRC 紛
争非関与と判明していない製品に関する開示を作成している企業にとっても有
益であろう。

性の一部に対処す
る上で有用となるよ

シナリオ C の場合と同様、「製品に含まれる必要な紛争鉱物がリサイクルまた
はスクラップ由来に限られている場合、当該製品は『DRC 紛争非関与』とみな
されるため」、上記の製品説明情報を提供することは要求されない。同様に、企
業はおそらく、DRC 紛争非関与と結論付けた製品に関して詳細な開示を提供
しないものと予想される。しかし、一部の企業においては、特定の製品または
一定割合の製品を DRC 紛争非関与として特定する全般的な開示を提供する
と思われる。

うな、製品説明に
関する特定の開示
の例を提供してい
る。

シナリオ E における報告―DRC 諸国から調達しているが DRC 紛争非関与
である
企業が DRC 諸国から調達している場合、たとえ当該紛争鉱物が直接・間接に武装グループに
恩恵を与えなかったと判断しても（例えば、紛争非関与の認証を受けた製錬所からの調達の場
合）、様式 SD および CMR を提出し、IPSA を受けることを要求される。このセクションにおける
開示に関する検討は、企業が必要な紛争鉱物を使用しているあらゆる自社製品が DRC 紛争
非関与であると結論付けたと仮定している。しかし、紛争非関与かどうかが判定不能である製
品が一つ以上ある場合も、シナリオ C と E の開示要件を組み合わせて適用することになる可能
性が高い。一部の製品が DRC 紛争判定不能と記述されていても、DRC 諸国からの調達があ
ることを理由に、IPSA を受ける必要性が生じることが予想される。

16
17

文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(2)による。
文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(2)(i)による。

8

様式 SD
様式 SD の本文には、「紛争鉱物の開示」という独立した見出しを設け（シナリオ C および D の
場合と同じ）、その見出しの下に、以下の開示を含める。



企業が CMR を提出したという開示



CMR が公開されている自社ウェブサイトへのリンク
CMR を提出する場合、様式 SD のインストラクションは、様式 SD の本文におい
て RCOI またはデューディリジェンスに関する他の開示の提供を要求していない
ことに留意する。

また、様式 SD の全般的インストラクション D に基づき、様式 SD の本文に項目 2.01 が記載さ
れ、その下に、様式 SD とともに提出される別紙として別紙 1.01 が記載されることになると想定
される。

CMR
先述したように、SEC のインストラクションは、CMR の挿入位置について何も述べていないが、
CMR は署名ページの後に配置され、適宜「紛争鉱物報告書」という表題が付けられ、上部に
「別紙 1.01」と表示されることが自然であろう。
様式 SD のインストラクションは、CMR に以下の情報を含めなければならないと述べている。
(1) デューディリジェンス手続（Due Deligence）－企業は、以下を含めることを要求される。



それらの紛争鉱物の供給源および加工・流通過程の管理についてのデューディリ
18
ジェンス手続を実施するために企業が取っている措置に関する説明

様式 SD のインスト

先述したように、SEC 規則は、特定のステップを RCOI として記述し、別のステッ
プをデューディリジェンス手続として記述している。しかし実際のところ、企業の中
には、当該措置の実施において RCOI とデューディリジェンス手続を区別しないと
ころもあるだろう。そのため、自社の措置の記述においてあえてそれらの区別を
つけようとしない企業もあると思われる。

ラクションには、
DRC 紛争非関与と
判 明 し てい る 製 品

この記述には、紛争非関与という結論を形成するために何を入手したか（例え
ば、製錬所の証明書）ということを説明する措置が含まれることがある。

につい て、具 体的


な開示要件は含ま

このシナリオでは IPSA が要求されるため、IPSA に関連する以下の事項
o
o

れていない。

o

IPSA を受けたという言明を含める
IPSA の監査報告書において監査人が明らかにされていない場合、IPSA の監
査人を明らかにする
19
IPSA の監査報告書を提示する
IPSA の監査報告書では監査人（IPSA を実施した組織）が明らかにされていると
思われ、したがって CMR において監査人を明らかにする必要はないものと予想
される。したがって、これを 2 番目のパラグラフにされたい（スタイルについては、
上の囲みを参照）。
シナリオ E の企業の場合、製品説明に関する開示は要求されないと想定される
（以下の製品説明のセクションを参照）が、この見出しの下に任意で開示を含め
る場合は、CMR に組み込まれることになる。そのような状況では、IPSA の監査
報告書は、CMR の末尾において企業の開示（必須のものと任意のもの）の後に
記載されるものと想定される。

(2) 製品説明（Product Description）－様式 SD のインストラクションには、DRC 紛争非関与と
判明している製品について、具体的な開示要件は含まれていない。

18
19

文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(1)による。
文言は、様式 SD インストラクションの項目 1.01(c)(1)(ii)(B)-(C)による。

9

様式 SD のインストラクションには、DRC 紛争非関与であることが判明した製品
について具体的な開示要件は含まれていないが、シナリオ E の企業は、必要な
紛争鉱物を含有する製品が DRC 紛争非関与と判明したことを任意で開示するこ
ともありうる。

様式 SD と CMR の参考例
多くの企業が様式 SD と CMR の作成に苦慮していることから、本 Heads Up の付録 A の参考
例では、シナリオ C または D における報告の形式と内容（様式 SD のインストラクションに基づ
く）について若干の見解を提供している。最初の提出期限が近付いており、さまざまな組織が
報告実務に関する案を出していることから、紛争鉱物の報告実務は今後発展していくものと予
想される。また、SEC に提出された様式 SD が入手可能になるにつれ、リーディング・プラクティ
スが出現するだろう。さらに、企業による SEC 規則の報告要件の実施を手助けするために、
SEC がさらなる解説を提供する可能性もある。

IPSA に関わる要求事項
以下の表は、上記のさまざまなシナリオに基づきどのような場合に IPSA が要求されるかをまと
めている。開示要件の場合と同様、各企業固有の状況下で IPSA が要求されるか否かを判断
するにあたっては、対 SEC 顧問弁護士と協議するべきである。
紛争鉱物のステータスの判定

各企業固有の状況
下で IPSA が要求さ
れるか否かを判断
するにあたっては、
対 SEC 顧問弁護士
と協議するべきであ
る。

IPSA が要求されるか？

RCOI の結果、DRC 諸国からの調達はないため、
製品は DRC 紛争非関与に区分されている（シナリ
オ A）

要求されない

RCOI とデューディリジェンス手続の結果、DRC 諸
国からの調達はないため、製品は DRC 紛争非関
与に区分されている（シナリオ B）

要求されない

RCOI とデューディリジェンス手続の結果、製品は
DRC 紛争判定不能にのみ区分される（シナリオ C）

暫定移行期間中は要求されな
い

DRC 紛争判定不能に区分された製品もあれば、
DRC 紛争非関与と認められた製品もある（シナリオ
C と D の組み合わせ）（この組み合わせは、暫定移
行期間中のみ可能となる。期間終了後、企業は当
該製品を、DRC 紛争非関与と判明していない（not
been found to be DRC conflict free）ものとして記
述することを要求される（シナリオ D））

企業が一部の製品における調
達が武装グループに恩恵を与え
た可能性があると判断したた
め、要求される。

DRC 紛争判定不能の製品もあれば、DRC 諸国か
ら調達しているが DRC 紛争非関与であると判明し
ている製品もある（シナリオ C と E の組み合わせ）

企業が一 部の製 品について、
DRC 諸国から調達していると判
断したため、かかる調達が DRC
紛争非関与であったとはいえ、
要求される

DRC 紛争非関与と判明していない製品がある（シ
ナリオ D）

要求される

DRC 紛争非関与と判明していない製品もあれば、
DRC 諸国から調達しているが DRC 紛争非関与で
あると判断された製品もある（シナリオ D と E の組
み合わせ）

要求される

DRC 諸国から調達しているが DRC 紛争非関与で
ある（シナリオ E）

要求される

結論
この分析と本 Heads Up の付録 B の要約表から、様式 SD と添付される CMR の内容は、企
業によって大きく異なる可能性があることが明らかである。特に、シナリオ A の企業の様式 SD
をシナリオ E の企業の様式 SD と比較した場合、あるいは、シナリオ C や D の企業の様式 SD
または CMR を、シナリオ B の企業（CMR を提出しない）の様式 SD と比べた場合は、
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違いが大きい。また、企業が製品によって異なる判定を下している場合（例えば、一部の製品
については DRC 紛争判定不能としているが、別の製品については DRC 諸国産だが紛争非関
与と判定している場合）、暫定移行期間中に IPSA を受ける必要性が生じるか否かに関して、
現時点では若干の混乱があるように見受けられる。したがって、各企業は、(1) 自社のおかれ
た状況で要求される開示内容を決定するため、また、(2) IPSA が要求されるか否かを判断す
るために、RCOI と、該当する場合に実施するデューディリジェンス手続の結果を含めた、各企
業固有の事実および状況を考慮する必要がある。SEC 規則と報告要件の複雑性を考えると、
企業は、この過程の一環として自社の対 SEC 顧問弁護士と協議するべきである。
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付録 A－様式 SD および CMR の例示
以下の様式 SD の例示は、SEC 規則の様式 SD のインストラクションに従った場合に、シナリオ C と D での上記の開示が様式
SD と付属の CMR においてどのように作成されるかを示唆している。企業が記入するであろう事項またはセクションは、イタリック
体で表示している。SEC 規則は、CMR において特定のセクション見出しを要求していないが、ここでは構成の便宜上、そのような
見出しを記載している。要求される開示が企業の事実および状況に左右されることを考えると、自社の様式 SD および CMR を作
成するにあたっては、対 SEC 顧問弁護士と協力することが推奨される。
米国
証券取引委員会
ワシントン D.C. 20549
様式 SD
特殊開示報告書

（定款に明示されている正確な社名）
（法人設立または組織化した州その他管轄区域）

（委員会提出番号）

（IRS 雇用主識別番号）

（主たる営業事務所の住所）

（郵便番号）
（本報告書に関する担当者の氏名および電話番号［市外局番を含む］）

本報告書の提出に際して準拠する規則を示すため、該当欄にチェック印を記入し、
本様式の情報が適用される期間を記載すること。
証券取引所法に基づく規則 13p-1（17 CFR 240.13p-1）、

年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの期間

セクション 1－紛争鉱物の開示

項目 1.01 紛争鉱物の開示および報告 項目 1.01 のインストラクションは、この見出しを要求している
紛争鉱物の開示

項目 1.01 のインストラクションは、この見出しを要求している

企業は、CMR を提出した旨を開示し、CMR が公開されている自社ウェブサイトへのリンクを開示することを要求される。
例：別紙 1.01 として本報告書とともに提出した 2013 年 12 月 31 日に終了した暦年に係る紛争鉱物報告書は、[CMR が公
開されている自社ウェブサイトへのリンク]で公開している。
セクション 2－別紙

項目 2.01 別紙 項目 1.01 は、CMR 報告書が提出される場合にこの見出しを要求している。
別紙 1.01

紛争鉱物報告書
署名

1934 年証券取引所法の規定に従って、当社は、正当な権限を付与された署名者によって当社に代わって本報告書に正式に署名せしめ
た。

（企業名）
署名者（署名と役職）

（日付）

署名した執行役員の署名の下に、その氏名と役職を活字体で記入することを要求される。
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別紙 1.01
紛争鉱物報告書
必要な紛争鉱物が(1) リサイクルまたはスクラップ由来である、または(2) DRC 諸国産ではないと判断した場合を除き、様式 SD とともに
この報告書を提出することが要求される。特定のセクション見出しは必須ではないが、ここでは構成の便宜上、記載している。

［以下をはじめとする事項を記載するために、序文のセクション（見出しの有無を問わない）を含めてもよい





会社に関する説明と CMR を提出する理由（例えば、製造委託している製品が必要な紛争鉱物に DRC 諸国産を含有し
ていると信じているため、または含有しているかどうか判定できないため等）
どの紛争鉱物が当該製品の機能または製造に必要とみなされるか
実施した RCOI の特定の側面に関する説明
自社の紛争鉱物方針の説明］

パート I デューディリジェンス手続
［ここで、予備的な情報を提供してもよい。例えば、RCOI の結果、自社製品に含まれる紛争鉱物は DRC 諸国産である可能性があり、リ
サイクルまたはスクラップ由来ではない可能性があると信じるに足る理由がある。そのような紛争鉱物の供給源および加工・流通過程の
管理についてデューディリジェンス手続を実施したことなど。］

デューディリジェンス手続の設計

この見出しは必須ではない。しかし、CMR に含まれるトピックをより明確にするため
に、この見出し（あるいは類似するもの）を含めることを考慮するとよいだろう。

［CMR に、そのデューディリジェンス手続が、自社が使用した国レベルまたは国際的に認められているデューディリジェンス手続の枠組
み（例えば、「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（第
2 版）」）に適合または整合しているという言明を含めてもよい。］

実施したデューディリジェンス手続

この見出しは必須ではない。しかし、CMR に含まれるトピックをより明確にし、監査人
がその IPSA によってカバーした内容を適切に言及できるように、この見出し（あるい
は類似するもの）を含めることを考慮するとよいだろう。

［紛争鉱物の供給源および加工・流通過程の管理について、デューディリジェンス手続を実施するために企業が取っている措置に関する
説明を CMR に含めることが要求される。一部の措置は、RCOI の実施の一環として特定し、CMR の別のセクションに含めてもよい（例え
ば、紛争鉱物方針は、序文セクションに含めてもよい）。実施した手続の説明には、以下を（それらに限定されることなく）含めることが考
えられる。
A.

企業が紛争鉱物方針（DRC 諸国からの紛争鉱物のサプライチェーンについて規定する）を採用したこと、並びに当該方針が関
連する従業員および供給業者にどのように伝達されているか。

B.

体制、伝達プロセスおよび報告責任を含め、サプライチェーンに対するデューディリジェンス手続を支える社内経営陣の組織

C.

紛争鉱物サプライチェーンに対する自社の管理システムと透明性

D.

サプライチェーンにおけるリスクの識別および評価に関連する自社のプロセス

E.

一般に認められている業界団体からの DRC 紛争非関与の認定、加工施設のサプライチェーンに対する外部監査、またはそ
の他の認証もしくは監査を含む、供給業者または加工施設から受け取った陳述書

F.

紛争鉱物が DRC 諸国の武装グループに資金または恩恵を与えているか否かに関して、供給業者または加工施設から受け
取った裏付文書

G.

測定可能なリスク軽減措置を含む、サプライチェーンにおいて識別されたリスクに対応するための自社のプロセス］
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独立した民間監査人による外部監査

この見出しは必須ではない。しかし、上記デューディリジェンス手続から IPSA に関す
る開示を分離するためにこの見出しを記載することを考慮するとよいだろう。

［IPSA が要求される場合、CMR について独立した民間監査人による外部監査を受けた旨の言明を CMR に記載し、米国会計検
査院長官によって定められた基準に従って監査人が作成した監査報告書を提供することを要求される。また、監査人が監査報告
書において明らかにされていない場合、CMR を監査した独立した民間監査人を明らかにすることを要求される。］
［監査報告書が CMR とともに提供されることに言及してもよい。ただし、これは必須ではない。］

リスク軽減措置／将来のデューディリジェン
ス手続

この見出しは必須ではない。しかし、上記の開示からリスク軽減措置または将
来のデューディリジェンス手続に関する開示を分離するためにこの見出し（ま
たは類似するもの）を記載することを考慮するとよいだろう。

［暫定移行期間中の 2 年目（および小規模上場企業の場合はその後数年）の報告書：
DRC 紛争判定不能と特定された製品を製造しているまたは製造を委託している場合、自社のデューディリジェンス手続を向上させるた
めの措置を含め、直前の CMR の対象期間の末日以降、必要な紛争鉱物が DRC 諸国の武装グループに恩恵を与えているリスクを軽減
するために取っているまたは取る意向のある措置を開示することを要求される。］
［要求されるか否かを問わず、将来取る予定の措置を記述したいと考えるかもしれない。］
［DRC 紛争非関与と判明していない製品を製造しているまたは製造を委託している場合、必要な紛争鉱物が DRC 諸国の武装グループ
に恩恵を与えているリスクを軽減するために取っているまたは取る意向のある措置を記述してもよい。］

パート II 製品説明
DRC 紛争非関与と判明していない場合
［自社の製品が DRC 紛争非関与と判明していないという判断に関係する背景情報を提供するために、パート I で説明したデューディリ
ジェンス手続の結果の状況を説明してもよい。］
［企業は、以下を記述することを要求される：


DRC 紛争非関与と判明していない製品



当該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（すなわち、企業の紛争鉱物が通過した製錬所または
精製所）



当該製品に含まれる必要な紛争鉱物の原産国



できる限り具体的に原産地または鉱山を確認するための取り組み］

DRC 紛争判定不能の場合
2013 年と 2014 年の報告年度（2014 年 5 月 31 日および 2015 年 5 月 31 日までに提出された報告書を対象とする）については、DRC
紛争判定不能の報告という選択肢が認められている。なお、小規模上場企業の場合は、2013 年から 2016 年の報告年度となる。DRC
紛争判定不能という区分を用いることができる適用期間の終了後、当該製品に含まれる紛争鉱物の出所を判定できない場合、当該製
品を DRC 紛争非関与と判明していないものとして記述することが要求される。

［企業は、以下を記述することを要求される：


DRC 紛争判定不能と判断された製品



判明している場合、当該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



判明している場合、当該製品に含まれる必要な紛争鉱物の原産国



できる限り具体的に原産地または鉱山を確認するための取り組み］

独立した民間監査人による外部監査報告書が要求される場合、CMR の後に掲載することが考えられる。
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付録 B－シナリオ別 SEC 紛争鉱物報告要件のまと
め
以下の表は、本 Heads Up で取り上げたシナリオ別の報告要件をまとめている。
シナリオ

A

B

セクション 1－紛争鉱物の開示（見出し）

有用

有用

項目 1.01 紛争鉱物の開示および報告（見出し）

必須

紛争鉱物の開示（見出し）



C

D

E

有用

有用

有用

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須

判定結果の開示

必須

必須



RCOI の説明

必須



RCOI およびデューディリジェンス手続の説明



RCOI の結果



RCOI およびデューディリジェンス手続の結果

必須

必須

必須

必須

必須

必須

セクション 2－別紙（見出し）

有用

有用

有用

項目 2.01 別紙（見出し）

必須

必須

必須

別紙 1.01 紛争鉱物報告書

必須

必須

必須

デューディリジェンス手続（見出し）

有用

有用

有用



実施したデューディリジェンス手続の説明

必須

必須

必須



前回の CMR 以降取った／取る予定の措置（2 年目）

必須



IPSA を受けた旨の言明

必須

必須

様式 SD

必須
必須
必須

CMR への言及
ウェブサイトへのリンク

必須

必須

CMR

製品説明（見出し）

有用

有用



必須

必須

判明し
ている
場合
判明し
ている
場合
必須

必須





DRC 紛争非関与と判明していないまたは DRC 紛争判定不能
である製品の説明
当該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
当該製品に含まれる必要な紛争鉱物の原産国



できる限り具体的に原産地または鉱山を確認するための取り
組み
IPSA の監査報告書
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必須

必須
必須

必須

登録
デロイトの Accounting Standards and Communications Group が発行する Heads up およびその他の会計に関する出版物を
希望される方は、以下のウェブサイトにご登録ください（www.deloitte.com/us/subscriptions）。

財務責任者のための Dbriefs
Dbriefs へぜひご参加ください。Dbriefs はデロイトのウェブキャスト・シリーズで、重要な問題を常に把握しておくために必要な実
践戦略を提供するものです。「Financial Executives」シリーズのウェブキャストを通じ、以下のテーマに関する貴重なアイデアや
重要な情報にアクセスしてください。
・事業戦略および税務

・税務に関する財務報告

・企業価値の強化

・ガバナンスおよびリスク

・財務報告

・テクノロジー

・取引およびビジネス・イベント

Dbriefs は CPE クレジット取得のための、身近にご利用いただける便利で柔軟な方法も提供します。今後のウェブキャストに関す
るお知らせをお受け取りいただくには、以下のウェブサイトにて、Dbriefs にご登録ください（http://www.deloitte.com/us/dbriefs）。
今後予定されている以下の Dbriefs ウェブキャストへの登録が可能です。下記のリンクより今すぐご登録ください：
・Quarterly Accounting Roundup: An Update on Important Developmets（6 月 25 日午後 2 時（東部夏時間））

Technical Library と US GAAP Plus
デロイトはご登録いただいた方々を対象に、会計や財務開示に関する資料のオンライン・ライブラリーへのアクセスを提供してい
ます。Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool と呼ばれるこのライブラリーには、弊社の会計および SEC マ
ニュアルならびにその他の会計および SEC の解釈指針のみならず、FASB、EITF、AICPA、PCAOB、IASB、SEC の資料などが
含まれています。
営業日ごとに更新される Technical Library は使いやすくデザインされており、ナビゲーションシステムは強力な検索機能を備えて
いるため、いつでも、どのコンピューターからでも瞬時に情報を入手することを可能にします。Technical Library 登録者には、ライ
ブラリーへの最新の情報をハイライトした週報「Technically Speaking」もお送りします。登録やオンライン上のデモンストレーショ
ンなどの詳細については、デロイトのウェブサイト www.deloitte.com/us/techlibrary をご覧ください。
さらに、US GAAP Plus にも忘れずにアクセスしてください。これは、米国 GAAP に重点を置いた、会計に関するニュース、情報や
出版物を取り上げるデロイトの新しい無料ウェブサイトです。このウェブサイトには、 FASB の活動や FASB Accounting
Standards Codification™のアップデート、そして、PCAOB、AICPA、SEC、IASB、IFRS 解釈指針委員会などのその他の米国と
国際会計基準の設定主体や規制当局の進展に関する記事が掲載されています。今すぐチェックしてください！

トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）
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のメンバーファームおよびそれらの関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株
式会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー株式会社および税理士法人トーマツを含む）の総称で
す。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各社がそれぞれの
適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内
約 40 都市に約 7,300 名の専門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本
企業をクライアントとしています。詳細はトーマツグループ Web サイト（www.tohmatsu.com）をご覧ください。
Deloitte（デロイト）は、監査、税務、コンサルティングおよびファイナンシャル アドバイザリーサービスを、さまざま
な業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームの
ネットワークを通じ、デロイトは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、
世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。デロイトの約 200,000 名を超える人材は、
“standard of excellence”となることを目指しています。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドならび
にそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL
および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または”Deloitte Global”）はク
ラ イ ア ン ト へ の サ ー ビ ス 提 供 を 行 い ま せ ん 。 DTTL お よ び そ の メ ン バ ー フ ァ ー ム に つ い て の 詳 細 は
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