
エシカルな鉱物・金属調達に関する公開質問状2011（メーカー）　回答 エシカルな鉱物・金属調達に関する公開質問状2011及び回答票（商社・鉱業） 回答
質問 選択肢等 オムロン株式会社 オリンパス株式会社 カシオ計算機株式会社 株式会社島津製作所 シャープ株式会社 ソニー株式会社 株式会社 東芝 株式会社ニコン 日本電気株式会社（NEC） パイオニア株式会社 パナソニック株式会社 株式会社日立製作所 富士ゼロックス株式会社 富士通株式会社 株式会社リコー 三菱マテリアル株式会社 住友商事株式会社 三井物産株式会社 住友電気工業株式会社 質問 選択肢等

質問1．環境・人権に配慮した鉱物・金属調達を行うための方針や基準について 質問1．環境・人権に配慮した鉱物・金属調達を行うための方針や基準について
質問1-1 D. 現在は全般の調達方針のみだ

が、鉱物・金属調達に特化した方
針・基準の策定もしくは明記を検
討している。策定予定：２０１２年
１月頃）

C. 鉱物・金属に特化した調達方針
はないが、全般の調達方針・基準
でカバーしている

C. 鉱物・金属に特化した調達方針
はないが、全般の調達方針・基準
でカバーしている

D. 現在は全般の調達方針のみだ
が、鉱物・金属調達に特化した方
針・基準の策定もしくは明記を検
討している。

A. 全般の調達方針とは別に鉱物・
金属の調達方針・基準を策定して
いる

A. 全般の調達方針とは別に鉱
物・金属の調達方針・基準を策
定している

A. 全般の調達方針とは別に鉱
物・金属の調達方針・基準を策
定している

D. 現在は全般の調達方針の
みだが、鉱物・金属調達に特
化した方針・基準の策定もしく
は明記を検討している。

D. 現在は全般の調達方針の
みだが、鉱物・金属調達に特
化した方針・基準の策定もしく
は明記を検討している。
 

C. 鉱物・金属に特化した調達
方針はないが、全般の調達方
針・基準でカバーしている

C. 鉱物・金属に特化した調達
方針はないが、全般の調達方
針・基準でカバーしている

C. 鉱物・金属に特化した調達
方針はないが、全般の調達方
針・基準でカバーしている

D. 現在は全般の調達方針の
みだが、鉱物・金属調達に特
化した方針・基準の策定もしく
は明記を検討している。

D. 現在は全般の調達方針の
みだが、鉱物・金属調達に特
化した方針・基準の策定もしく
は明記を検討している。

C. 鉱物・金属に特化した調達
方針はないが、全般の調達方
針・基準でカバーしている

A. 全般の調達方針とは別に鉱
物・金属の調達方針・基準を策
定している

C. 鉱物・金属に特化した調達方針
はないが、全般の調達方針・基準
でカバーしている

C. 鉱物・金属に特化した調達方針
はないが、全般の調達方針・基準
でカバーしている

C. 鉱物・金属に特化した調達
方針はないが、全般の調達方
針・基準でカバーしている

質問1-1

名称・公開場所：カシオが取組む
ＣＳＲ調達・資材調達方針
http://www.casio.co.jp/csr/excha
nge/

カシオ　サステナビリティレポート
2011
/ステークホルダーへの責任/お取
引先/資材調達方針
ダウンロード
http://www.casio.co.jp/file/csr/pd
f/2011report_casio_08.pdf

（策定予定：時期は未定） 名称・公開場所：
・社会環境活動（日本語）
http://www.sharp.co.jp/corporate
/eco/social/transaction/supplych
ain.html
・Social & Environmental and
Activities（英語）
http://sharp-
world.com/corporate/eco/social/t
ransaction/supplychain.html

公開場所：
http://www.sony.co.jp/SonyInf
o/csr/quality/code/index.html

（名称・公開場所：ＣＳＲレポー
ト２０１１）

策定予定：2011年度内を検討 （策定予定：　2012年　1月頃） （名称・公開場所：
http://pioneer.jp/prc/csr.html
）

http://panasonic.co.jp/procure
ment/01.html　（日本語）
http://panasonic.net/procure
ment/procurement_policy.html(
英語)

名称・公開場所：HITACHI web
上（リンク先→）日立製作所購
買取引行動指針
http://www.hitachi.co.jp/procu
rement/statement/policy/__ics
Files/afieldfile/2010/08/30/ko
ubai.pdf

策定予定：2011年12月頃 策定予定：　2011年　10月頃 名称・公開場所：リコーグルー
プサプライヤー行動規範
http://ext.ricoh.co.jp/csr/data
/pdf/supplier.pdf

 名称・公開場所：
http://www.mmc.co.jp/corpora
te/ja/03/06/report/index.html
）
CSR報告書及び銅事業カンパ
ニーサプリメントデータブック

名称・公開場所：『住友商事グ
ループのサプライチェーンCSR 行
動指針』
http://www.sumitomocorp.co.jp/s
ociety/sccsr/index.html
http://www.sumitomocorp.co.jp/e
nglish/society/sccsr/index.html

名称・公開場所：
CSRレポート2011詳細版（掲載冊
子）
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/
csrmanagement/supplychain/inde
x.html
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/
csrmanagement/humanrights/inde
x.html
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/
csrreport/detail/index.html

名称・公開場所：
http://www.sei.co.jp/news/pr
ess/10/prs844_s.html

質問1-2 質問1-1でA～Dと答えた方に伺い
ます。策定もしくは検討されている
方針・基準の具体的内容をお答え
ください。

コンゴ民主共和国のコンフリクトミ
ネラルズに対する対応

グループの調達方針として、「法
令・社会規範の遵守」、「グリーン
調達および環境への配慮」、「公
平かつ公正な取引の推進」、「サ
プライヤーさまの選定方針」、「サ
プライヤーさまとのパートナー関係
強化」、「私的利益受領の禁止」の
大きく６つの項目について調達方
針を定めています。また、サプライ
ヤーへのお願いとして、JEITA の
“サプライチェーンCSR 推進ガイド
ブック”に弊社の視点を加えた“サ
プライヤーさまへのお願い”、更に
“グリーン調達基準”をWeb 上で展
開しています。

資材調達方針の中で「環境保全
への配慮」「法令・社会規範の遵
守」を明示しており、お取引先にも
遵守をお願いしている。

当社はこれまでも生物多様性の保
全に寄与する活動を行ってきてお
り、次の取り組みとして環境・人権
に配慮した調達に関連した活動が
重要である点までは認識している
が、具体的なロードマップをこれか
ら作っていくという段階である為。

当社では「紛争鉱物問題」につい
て、適切な対応を図ることが重要
と考えています。当社は従来より
「シャープ基本購買方針」「シャー
プサプライチェーンＣＳＲ推進ガイ
ドブック」に基づき、お取引先の皆
さまに、人権・労働や環境などの
分野において、社会的責任を果た
す取り組みの実践を要請していま
す。また、「不法に採掘された紛争
鉱物を製品等に使用しない」ことを
基本方針として、取り組みを開始
しています。
当社は、「紛争鉱物問題」対応の
初期ステップとして国内外のお取
引先さまに対して、当社納入部
材・製品へのこれらの鉱物の含有
の有無および含有する場合の産
出国に関する現状調査をしまし
た。
今後も「金融規制改革法 紛争鉱
物条項」の運用ルールやＯＥＣＤ
（経済協力開発機構）が作成した
デュー・デリジエンス・ガイダンス

紛争鉱物を可能な限りサプラ
イチェーンから排除していくこと
を基本方針に必要な体制・施
策の検
討を現在、進めている

紛争鉱物の不使用について
東芝グループは、人道的な観
点から、コンゴ民主共和国およ
びその近隣周辺地域で産出さ
れた紛争鉱物の金、タンタル、
タングステン、すずを原材料と
して使用しない方針です。ま
た、当該物質の使用が判明し
た場合は、含有する部品・材
料の調達を速やかに停止しま
す。

ニコングループでは、環境や
人権に配慮した活動を行うた
めに、「ニコン調達パートナー
CSRガイドライン」を制定し、調
達パートナーの皆様への説明
会等を行い、サプライチェーン
全体で取り組んでいます。
http://www.nikon.co.jp/news/
2008/0409_01.htm
今後はこのガイドラインに「鉱
物・金属調達」問題も対象とし
ていることが明確になるように
改定を行う予定です。

紛争地域の人権侵害や環境
破壊などに加担しない（仮）

パイオニアＣＳＲ調達ガイドラ
インを参照してください。内容
は上記ＵＲＬよりダウンロードし
てください。

今後、鉱物・金属調達に関す
る方針・基準を策定予定だが、
鉱物・金属調達に特化したも
のとなるかは未定。

購買取引先の選定は、人権の
尊重、雇用と職業に関する不
当な差別の撤廃、児童労働お
よび強制労働の排除、環境保
全活動、社会貢献活動、働き
易い職場作り、ビジネスパート
ナーとの社会的責任意識の共
有等の社会的責任を果たして
いるかを十分に評価した上
で、所定の手続きを適切に行
うものとする。

紛争等にかかわる金属材料の
不使用を方針とし、それらを調
達先に呼びかける。もし発見さ
れた場合にはすみやかに取引
を停止する。

調達サプライチェーンにおい
て、紛争鉱物に関する透明性
を確保し、紛争鉱物の排除に
努めることを方針として制定予
定

9 地球環境の尊重
1）製品に含有する化学物質の
管理
リコーグループが求める化学
物質規制に関する法規制や表
示規制を含めて、含有物質規
制または禁止に関するすべて
の法規制を遵守すること、ま
た、リコーグループがＣＭＳ（化
学物質管理システム）構築が
必要と判断した場合は、当該
認定制度の定める要求事項を
遵守することを要求します。
2）製造工程で用いる化学物質
の管理
所在国の法令等で指定された
化学物質を製造工程に対して
管理することを要求します。ま
た製造工程における塩素系有
機洗浄剤を使用しないことを
要望します。
3）環境マネジメントシステム
環境マネジメントシステム
（ISO14001、エコアクション21

銅事業カンパニー　CSR調達
基準、CSR投融資基準

以下URL にある『住友商事グルー
プのサプライチェーンCSR 行動指
針』をご参照下さい。
http://www.sumitomocorp.co.jp/s
ociety/sccsr/index.html
http://www.sumitomocorp.co.jp/e
nglish/society/sccsr/index.html

サプライチェーンCSR取り扱い方
針
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/
csrmanagement/supplychain/inde
x.html

上記URLに公開の「住友電工
グループ　CSR調達ガイドライ
ン」の5項～7項に各国の法令
遵守、反社会的勢力の排除、
人権・労働安全衛生への配慮
を明記。

質問1-2 質問1-1でA～Dと答えた方
に伺います。策定もしくは
検討されている方針・基準
の具体的内容をお答えくだ
さい。

質問2. 鉱物・金属調達における採掘の際の環境・社会問題の把握状況について 質問2. 鉱物・金属調達における採掘の際の環境・社会問題の把握状況について
質問2-1 製品名 デジタルカメラ コンパクトデジタルカメラ 当社製品一般 携帯電話 弊社では主要機種で使用材料

の把握をしており、小型家電に
おいては以下の金属が使用さ
れています

半導体 デジタルカメラ全般 携帯電話 当社は部品メーカーより部品と
して購入しており、部品に含ま
れる金属類について把握して
おりません。

携帯電話 製品に使用する材料の詳細に
つきましては非公開とさせてい
ただいています。

デジタル複合機 携帯電話 複写機 電気銅 様々な業界において多種多様なビジネスを構築しており、主力製品を１つに限定できない。商社という業態ゆえ主力商品は無し。銅 質問2-1 鉱物・金属名称

使用金属 金、タンタル、錫、タングステン 鉄・ステンレス・アルミニウム・銅
（銅合金）・金・銀・ニッケル・タンタ
ル・カリウム・リチウム・インジウム

ｶﾞﾘｳﾑ、ｲﾝｼﾞｳﾑ等ﾌﾟﾘﾝﾄ基板に搭
載しているが、量は把握していな
い。

マグネシウム、銅、鉄、銀、金、ア
ルミニウム、コバルト、リチウム、
タンタルなど。

鉄、アルミ、銅、金など 金、タンタル、すず、タングステ
ン等

アルミニウム、クロム、銅、鉄、
マンガン、ニッケル、鉛、亜鉛、
リチウム、タンタル、すず、金
など

タンタル、金、スズ、ニッケル、
ベリリウム、リチウムなど

金、銀、銅、パラジウム、コバ
ルト、鉄、アルミニウム、鉛、
ニッケル、亜鉛、チタン、ベリリ
ウム、等

製品に使用する材料の詳細に
つきましては非公開とさせてい
ただいています。

素材：Fe, Cr, Zn, Ni, Al, Cu, Sn
など（鉄鋼・アルミ合金・銅合金
として）
購入した部品：W（タングステン
ワイヤ）, Au（電子部品）など

弊社では直接鉱物・金属を調
達しておらず、メーカから部品
として購入しており、全ての部
品の鉱物・金属含有量の情報
を入手できない為、把握してい

鉄、ステンレス、アルミニウム、
銅、真鍮、錫、タングステン、タ
ンタル、金

銅精鉱 電線・ケーブル 用途

質問2-2 鉱物・金属調達において、予め調
達先に以下のような採掘の際の
環境・社会問題への配慮を求めて
いますか（複数回答可）。求めてい
ない場合、その理由をお書きくだ
さい。

A. 野生生物や生物多様性への悪影響を
及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や土地・文化
を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境での労働を
行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を引き起こし
ていないか
E. 武装勢力の資金源となる等、紛争に関
連していないか
F. その他
G. 採掘の際の環境・社会問題について
特に配慮は求めていない

F. その他（規制化学物質） F. その他（質問1－2 で述べました
グループの調達方針、“サプライ
ヤーさまへのお願い”、“グリーン
調達基準”の中で、A～E について
もカバーし、サプライヤーに対応を
お願いしています。また、取引開
始の際には現場確認などによる
確認も行っています）

G. 採掘の際の環境・社会問題に
ついて特に配慮は求めていない
（その理由：素材としてではなく部
品として調達している為、取引先
の企業倫理に委ねているが今後
は、米国・金融規制改革法への対
応については、業界と歩調を合わ
せて対応していく方針です。）

G. 採掘の際の環境・社会問題に
ついて特に配慮は求めていない

（その理由：当社が購入する鉱物・
金属は採掘業者より直接購入す
るわけではなく、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰの確
保が困難な為。）

A. 野生生物や生物多様性への悪
影響を及ぼしていないか
C. 児童労働や、劣悪な環境での
労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を引き
起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる等、紛
争に関連していないか

C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか 質問
2-3へ
D. 土壌や水系・大気の汚染を
引き起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していない

A. 野生生物や生物多様性へ
の悪影響を及ぼしていないか
C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を
引き起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

G. 採掘の際の環境・社会問題
について特に配慮は求めてい
ない

(その理由：調達パートナーに
対しては、「ニコン調達パート
ナーCSRガイドライン」にて、環
境・社会問題への配慮をお願
いしています。ただし、採掘活
動を行っているパートナーとの
直接取引はなく、一次パート
ナーから採掘に至るまでのサ
プライチェーンは現段階ではま
だ明確にできていないため、
今後の対応を検討している段

C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を
引き起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を
引き起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか
E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

G. 採掘の際の環境・社会問題
について特に配慮は求めてい
ない
（その理由：現在のところ、精
錬所までのサプライチェーン把
握が困難なため。）

A. 野生生物や生物多様性へ
の悪影響を及ぼしていないか
C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を
引き起こしていないか
F.その他（CSR調達の取り組み
の中で、上記項目についての
配慮を求めています）

E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

G. 採掘の際の環境・社会問題
について特に配慮は求めてい
ない
（その理由：鉱物・金属調達に
限らず、調達全般についてお
願いしている。　）

A. 野生生物や生物多様性へ
の悪影響を及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や
土地・文化を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を
引き起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか
F. その他（EITI（採取産業透明
性イニシアチブ）に関する取組
み）

A. 野生生物や生物多様性への悪
影響を及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や土
地・文化を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境での
労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を引き
起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる等、紛
争に関連していないか

A. 野生生物や生物多様性への悪
影響を及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や土
地・文化を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境での
労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を引き
起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる等、紛
争に関連していないか

F. その他
既述の通り、CSR調達ガイドラ
インにてこれらを包括的に要
請。個別には未実施。

質問2-2 鉱物・金属調達において、
予め調達先に以下のよう
な採掘の際の環境・社会
問題への配慮を求めてい
ますか（複数回答可）。求
めていない場合、その理
由をお書きください。

A. 野生生物や生物多様性への悪
影響を及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や土
地・文化を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境での労
働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を引き
起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる等、紛
争に関連していないか
F. その他
G. 採掘の際の環境・社会問題につ
いて特に配慮は求めていない

質問2-3 項目 ※質問2-2のA～Fのどれにあたる
かご記入ください。

F に記入 F CDE A,, C, D Ｅ A～E A～E E 質問2-3 項目 ※質問2-2のA～Fのどれに
あたるかご記入ください。

求めている鉱物・金属 全て 鉱物・金属だけでなく全てのお取
引を対象にA～E に該当するよう
な配慮を求めています

金、錫、タンタル、タングステン スズ、タンタル、タングステン、
金

金、タンタル、すず、タングステ
ン

採掘に限定した記載はない
（「広く遵守すべき」と規程）。た
だし、一部グループ会社につ
いては、Eについて以下の2-4
～2-7を参照。

部品メーカーに求めており、金
属・鉱物に特定していない。

錫、タンタル、タングステン、金 購入品全て すず、タンタル、金、タングステ
ン

銅精鉱 全て 取り扱う鉱物・金属に適う限り配慮を求めているタングステン 求めている鉱物・金属

求めている内容 法で規制されている化学物質の
使用禁止

質問1－2 をご参照ください 「シャープ基本購買方針」「シャー
プサプライチェーンＣＳＲ推進
ガイドブック」に基づき、お取引先
の皆さまに、人権・労働や環境
などの分野において、社会的責任
を果たす取り組みの実践を要請し
ています。

サプライチェーン情報の提供 紛争鉱物の不使用 CDEの内容 前記「パイオニアＣＳＲ調達ガ
イドライン」参照。

当社の紛争鉱物不使用に向
けた取組みへのご協力をお願
い

取り組み方針、リスク・影響の
把握状況、管理状況、など

武装集団の資金源となり紛争
を助長している、あるいは人権
侵害、労働問題と密接に関連
している紛争鉱物に関して、上
流サプライヤーを含めた状況
調査および不使用の要請を実
施予定

A～F 人権尊重、環境保全 サプライチェーンCSR取り扱い方
針に掲載

コンゴ及び周辺9か国で産出
された紛争鉱物を購入してい
るか

求めている内容

質問2-4. 環境・社会問題に配慮した鉱物・
金属調達として、具体的に環境・
社会問題の調査を実施しました
か。

A. 実施した
B. 実施していない

B. 実施していない
（その理由：仕入先の負担大のた
め、運用ルール決定までは基本
的に個別調査はしない）

A. 実施した B. 実施していない
（その理由：具体的な調査方法、も
しくは調査結果の公正性の立証方
法等明確となっていない為業界で
の調整結果を待っているところで
す。方向性が明確になった時点で
適切に対応します。　）

B. 実施していない
（その理由：当社が購入する鉱物・
金属は採掘業者より直接購入す
るわけではなく、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰの確
保が困難な為。）

A. 実施した A. 実施した B. 実施していない
（その理由：ＥＩＣＣメンバーとし
て対応）

B. 実施していない
（その理由：2011年度内に1次
サプライヤーに対する調査を
開始する予定です。）

A. 実施した B. 実施していない
（その理由：サプライチェーン
の最上流の採掘時に遡るのは
困難。）

A. 実施した B. 実施していない
（その理由：　現在のところ、精
錬所までのサプライチェーン把
握が困難なため。　）

B.　実施していない
（その理由：調達先に調査を依
頼しているが、弊社としては直
接の調査を実施していない）

B. 実施していない
（その理由：取引先への調査を
計画中　　　　　　　　　　　）

B. 実施していない
（その理由：調達しているもの
は、ほとんどが加工された部
品等で鉱物・金属の調達は限
られたものになっている。現
在、加工品に含まれる鉱物・金
属を調査する方法を検討して
いる。　）

A. 実施した A. 実施した B.実施していない
その理由：
全ての調達先にサプライチェーン
CSR取り扱い方針を通達し、内容
の周知を図っている。
また、一部については、調査乃至
それに準じる行為を実施済み。

A. 実施した 質問2-4. 環境・社会問題に配慮した
鉱物・金属調達として、具
体的に環境・社会問題の
調査を実施しましたか。

A. 実施した
B. 実施していない

質問2-5. 対象鉱物・金属 いわゆる紛争鉱物：金、錫、タンタ
ル、タングステン

金、錫、タンタル、タングステン スズ、タンタル、タングステン、
金

タンタル、金、スズ、タングステ
ン

銅精鉱 インドネシアにおける銅、マダガス
カルにおけるニッケル、ボリビアに
おける鉛・亜鉛

タングステン 質問2-5. 対象鉱物・金属

対象とする環境・社会問題
A. 野生生物や生物多様性への悪影響を
及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や土地・文化
を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境での労働を
行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を引き起こし
ていないか
E. 武装勢力の資金源となる等、紛争に関
連していないか
F. その他
G. 対象とする環境・社会問題は特定して
いない

F. その他（お取引先との関係の中
で、サプライチェーンにおけるいわ
ゆる紛争鉱物について、一部調査
を実施しました。紛争鉱物の調査
ということで、C、E などの一部も含
まれると考えます）

E. 武装勢力の資金源となる等、紛
争に関連していないか

E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか
E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

A. 野生生物や生物多様性へ
の悪影響を及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や
土地・文化を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境で
の労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を
引き起こしていないか

A. 野生生物や生物多様性への悪
影響を及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や土
地・文化を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境での
労働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を引き
起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる等、紛
争に関連していないか

E. 武装勢力の資金源となる
等、紛争に関連していないか

対象とする環境・社会問題
A. 野生生物や生物多様性への悪
影響を及ぼしていないか
B. 先住民族・居住者の生活や土
地・文化を侵害していないか
C. 児童労働や、劣悪な環境での労
働を行っていないか
D. 土壌や水系・大気の汚染を引き
起こしていないか
E. 武装勢力の資金源となる等、紛
争に関連していないか
F. その他
G. 対象とする環境・社会問題は特
定していない

特定する内容
A. 原産国の特定
B. 精錬所の特定
C. 供給鉱山の特定
D. 具体的特定は行っていない
E. その他

A. 原産国の特定
B. 精錬所の特定
C. 供給鉱山の特定

A. 原産国の特定
B. 精錬所の特定

A. 原産国の特定
B. 精錬所の特定
C. 供給鉱山の特定

A. 原産国の特定
B. 精錬所の特定
C. 供給鉱山の特定

A. 原産国の特定
B. 精錬所の特定
C. 供給鉱山の特定

A. 原産国の特定
C. 供給鉱山の特定

E. その他（上記3 つの鉱山プロ
ジェクトに参画 ）

A. 原産国の特定 特定する内容
A. 原産国の特定
B. 精錬所の特定
C. 供給鉱山の特定
D. 具体的特定は行っていない
E. その他

対象
A. 上流企業も含め、サプライチェーン全
体
B. 一次調達先全て
C. 主要調達先

A. 上流企業も含め、サプライ
チェーン全体

B. 一次調達先全て A. 上流企業も含め、サプライ
チェーン全体

A. 上流企業も含め、サプライ
チェーン全体

A. 上流企業も含め、サプライ
チェーン全体

B. 一次調達先全て c. その他（上記3 つの鉱山プロ
ジェクトに参画 ）

a. 調達先全て 対象
a. 調達先全て
b. 主要調達先
c. その他

方法
A. 所定の様式での回答を求めている
B. 特定の様式によらず可能な範囲での
回答を依頼している
C. その他

C. その他（お取引先指定の様式
を使用 ）

A. 所定の様式での回答を求めて
いる

A. 所定の様式での回答を求
めている

A. 所定の様式での回答を求
めている

A. 所定の様式での回答を求
めている

A. 所定の様式での回答を求
めている

C. その他（上記3 つの鉱山プロ
ジェクトに参画 ）

A. 所定の様式での回答を求
めている

方法
A. 所定の様式での回答を求めて
いる
B. 特定の様式によらず可能な範囲
での回答を依頼している
C. その他

質問2-6. A. 把握できている
B. 把握できていない

A. 把握できている A. 把握できている ＊現在、調査集計中。 A. 把握できている A. 把握できている A. 把握できている A. 把握できている A. 把握できている 質問2-6. A. 把握できている
B. 把握できていない

把握できている鉱物・金属 金、錫、タンタル、タングステン 金、錫、タンタル、タングステン タンタル、金、スズ、タングステ
ン

錫、タンタル、タングステン、金 銅精鉱 上記3 鉱山案件については全て タングステン 把握できている鉱物・金属

把握できている問題や内容 サプライチェーンにおける紛争鉱
物の使用は見つかっていません
が、サプライチェーンの複雑さや

上記4 種の鉱物のうち、対象鉱物
を使用していない、または、使用し
ているが紛争地域以外のもので

コンゴ民主共和国及びその周
辺国産出の紛争鉱物不使用
状況の調査・把握を行ってい

８割の購入先様から回答を頂
いたが、守秘義務契約により
精錬所等の情報を提供いただ

2-5のチェック項目 上記3 鉱山案件の権益保有者として知り得るものは全て コンゴ及び周辺9か国で産出した紛争鉱物は購入していない 把握できている問題や内容

質問2-7. 問題のある鉱物・金属が含まれて
いる可能性がある場合、調達先に
どのような対応を要請しています
か。

A. 問題があると考えられる鉱物・金属を
除外するよう要請している
B. 問題があると考えられる国・精錬所・鉱
山を除外するよう要請している
　　（具体的に設定している地域等があれ
ばお答えください：）
C. 情報を求めているのみで、具体的対
応は要請していない

C. 情報を求めているのみで、具体
的対応は要請していない
（紛争鉱物についてお取引先の要
請に応じて一部調査を実施した状
況です。方針としては弊社の調達
方針、“サプライヤーさまへのお願
い”、“グリーン調達基準”に則り、
サプライチェーンからの紛争鉱物
排除を要請します）

D．市各　現時点では何も要請して
いない。

A. 問題があると考えられる鉱物・
金属を除外するよう要請している

A. 問題があると考えられる鉱物・
金属を除外するよう要請している

＊現在対応を検討中。 A. 問題があると考えられる鉱
物・金属を除外するよう要請し
ている

C. 情報を求めているのみで、
具体的対応は要請していない

B. 問題があると考えられる国・
精錬所・鉱山を除外するよう要
請している
（具体的に設定している地域
等があればお答えください：コ
ンゴ民主共和国およびその周
辺の９カ国）

C. 情報を求めているのみで、
具体的対応は要請していない

C. 情報を求めているのみで、
具体的対応は要請していない
（次のステップとして検討中）

C. 情報を求めているのみで、
具体的対応は要請していない

B. 問題があると考えられる国・
精錬所・鉱山を除外するよう要
請している

B. 問題があると考えられる国・
精錬所・鉱山を除外するよう要
請している

A. 問題があると考えられる鉱
物・金属を除外するよう要請し
ている

A. 問題があると考えられる鉱
物・金属を除外するよう要請し
ている

A. 問題があると考えられる鉱物・
金属を除外するよう要請している

B. 問題があると考えられる国・精
錬所・鉱山を除外するよう要請し
ている

B. 問題があると考えられる
国・精錬所・鉱山を除外するよ
う要請している

質問2-7. 問題のある鉱物・金属が
含まれている可能性があ
る場合、調達先にどのよう
な対応を要請しています
か。

A. 問題があると考えられる鉱物・
金属を除外するよう要請している
B. 問題があると考えられる国・精
錬所・鉱山を除外するよう要請して
いる
C. 情報を求めているのみで、具体
的対応は要請していない

質問3.  鉱物・金属調達における採掘問題への対応や結果等の情報発信について 質問3.
鉱物・金質問3-1. 鉱物・金属調達における採掘問題

への対応や結果、もしくは鉱物資
源採掘時の問題に対して、対外的
公開、取引先への開示、社内への
発信などの情報発信を行っていま
すか。（複数選択可）
※対外的情報発信とは、ウェブサ
イトでの公開のように誰でも情報
にアクセスできる発信を指します

A. 具体的に行った対応・結果、問題意識
について、対外的に情報発信をしている
B. 具体的に行った対応・結果、問題意識
について、取引先（供給先）に情報提供を
している
C. 具体的に行った対応・結果、問題意識
について、社内への情報発信を行ってい
る
D. 問題意識はあるが、情報発信は行っ
ていない
E. 鉱物資源採掘の際の問題を認識して
いなかった

B. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、取引先（供給
先）に情報提供をしている

B. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、取引先（供給
先）に情報提供をしている
C. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、社内への情報
発信を行っている

C. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、社内への情報
発信を行っている

D. 問題意識はあるが、情報発信
は行っていない
（その理由：まず、情報の入手自
体が困難な状況である事。また、
知りえた情報の信憑性等の評価も
困難である事。）

A. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、対外的に情報
発信をしている
C. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、社内への情報
発信を行っている

＊現在対応中のため、検討し
ていく。

A. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、対外
的に情報発信をしている
B. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、取引
先（供給先）に情報提供をして
いる
C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

A. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、対外
的に情報発信をしている
B. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、取引
先（供給先）に情報提供をして
いる
C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

D. 問題意識はあるが、情報発
信は行っていない
（その理由：不使用を確保する
方法など具体的な対応策が定
まらないため。）

A. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、対外
的に情報発信をしている
C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

A. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、対外
的に情報発信をしている
B. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、取引
先（供給先）に情報提供をして
いる
C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

B. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、取引
先（供給先）に情報提供をして
いる
C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

A. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、対外
的に情報発信をしている
B. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、取引
先（供給先）に情報提供をして
いる
C. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、社内
への情報発信を行っている

A. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、対外的に情報
発信をしている

A. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、対外的に情報
発信をしている
B. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、取引先（供給
先）に情報提供をしている
C. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、社内への情報
発信を行っている

B. 具体的に行った対応・結
果、問題意識について、取引
先（供給先）に情報提供をして
いる

質問3-1. 鉱物・金属調達における採
掘問題への対応や結果、
もしくは鉱物資源採掘時の
問題に対して、対外的公
開、取引先への開示、社
内への発信などの情報発
信を行っていますか。（複
数選択可）
※対外的情報発信とは、
ウェブサイトでの公開のよ
うに誰でも情報にアクセス
できる発信を指します

A. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、対外的に情報発
信をしている
B. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、取引先（供給先）
に情報提供をしている
C. 具体的に行った対応・結果、問
題意識について、社内への情報発
信を行っている
D. 問題意識はあるが、情報発信は
行っていない
E. 鉱物資源採掘の際の問題を認
識していなかった

質問3-2. 項目 ※質問3-1 のA～C のどれにあたる
かご記入ください。

C C C C A A A～C B 質問3-2. 項目 ※質問3-1 のA～C のどれに
あたるかご記入ください。

情報発信方法 方針説明会での文書配布 紛争鉱物についてお取引先へは
お取引先指定のフォーマットにて
情報の提供を実施しており、社内
へはデータベースを活用して情報
共有しています

環境法規制対応審議会（社内会
議）にて情報の共有実施

・社外ホームページ「社会環境活
動」ページで方針を公開
・社内通信での情報発信

Ａ：社外ＨＰ、ＣＳＲレポート
2011で情報発信
Ｂ：関係する取引先へ、調達方
針の提供
Ｃ：関係する社内部署を招集し
情報提供

①「CSR委員会」の議題とし
て、委員(役員)と問題を共有
②カンパニー(社内各事業部
門)のCSR担当者と問題を共有

【A】 CSRレポート2011の冊子
とweb
【B】 顧客要求の取引先への
伝達
【C】 イントラネット、社内会議
など

■社外発信
9月30日ニュースリリースを発
信。
http://panasonic.co.jp/corp/n
ews/official.data/data.dir/jn11
0930-1/jn110930-1.html（日本
語）
http://panasonic.co.jp/corp/n
ews/official.data/data.dir/en11
0930-3/en110930-3.html（英
語）
■社内発信
パナソニックグループのＣＳ
Ｒ、技術・品質等の担当役員、

［Ａ～Ｃ］日立グループサステ
ナビリティレポート２０１１及び
ＷＥＢで紛争鉱物に関する対
応を明記。質問1-1の行動指
針を社内外に公開。

社内のCSR啓発サイト 個別説明 Ｂ．eメールによる、調査結果
データの送付
Ｃ．社内メール

当社WEB 『社会と環境に関するレポート』や
当社HP に掲載。

A：WEBサイト
B：WEBサイト、文書（含むE-
MAIL）及び口頭による連絡等
C：イントラ掲載、文書（含むE-
MAIL）及び口頭による連絡　等

要求があった顧客に書類で回
答

情報発信方法

内容 調査を実施する際の協力要請 紛争鉱物の調査結果、調査依頼
内容など

環境センター、資材部門、各事業
部の環境対応メンバーと共に紛争
鉱物、生物多様性保全に関わる
規制内容を提示することにより情
報共有を実施。

・当社の紛争鉱物に対する対応に
ついて。
・紛争鉱物問題についての説明、
これに関する課題について。
・米国金融規制改革法紛争鉱物
条項等の動向について。

Ａ：質問１－２の内容
Ｂ：自社の対応方針、今後の
対応など
Ｃ：自社の対応方針、今後の
対応など

①  採掘地で発生している問
題、米国金融規制改革法の内
容、今後企業として求められる
行動について
② ①に加え、今後の対応案の
協議

【A】 以下の「紛争地域からの
鉱物問題への対応」をご覧くだ
さい。
http://www.nec.co.jp/csr/ja/r
eport2011/supplier/sup01.html
【B】 紛争鉱物使用に関する調
査や不使用のリクエスト
【C】 紛争鉱物に関する情報
（規制、同業他社動向など）

■社外発信
OECDの「紛争鉱物デューディ
リジェンスガイダンス」パイロッ
トプロジェクトに参加すること
で、人権問題、環境問題、汚
職等、紛争地域諸国の不正に
関わる組織からの調達を回避
し、紛争鉱物問題の解決に向
けた国際的な取り組みへの貢
献をめざすことを表明。
■社内発信
紛争鉱物問題の概要および当
社の取り組み状況について報

日立としては、DRC諸国で問
題となっている人権侵害行為
に加担する意思はなく、今後も
責任ある調達活動を実践する
ために、グループ各社や調達
取引先と連携し、サプライ
チェーンの透明性向上を図る
とともに、人権侵害を行う武装
集団を利することのない鉱物
の調達に取り組んでいきます。

紛争鉱物に関する社会動向 紛争鉱物問題について社内関
係部門と情報共有し、対応に
向けた方針策定、体制等の検
討、取引先調査に向けた調整
を実施
対外的、取引先への情報発信
は現在準備中

Ｂ．取引先からの依頼がある
毎に、納入商品に使用してい
る鉱物・金属を関連部署が調
査して結果をまとめて報告して
いる。
Ｃ．欧米の法律や業界団体の
動向等を取りまとめて、社内関
係区へ報告を行っている。

CSR報告書、銅事業カンパ
ニーサプリメントデータブック

たとえば、ボリビアにおける鉛・亜
鉛鉱山プロジェクトについては、以
下URL ご参照。
http://www.sumitomocorp.co.jp/s
ociety/doc/env2010j_10.pdf
http://www.sumitomocorp.co.jp/e
nglish/society/doc/env2010e_10.p
df

A：サプライチェーンへの取り組
み、人権への取り組み、事業活動
における人権およびコミュニティ参
画への取り組み　等々
B：サプライチェーンへの取り組
み、人権への取り組み、コンゴ紛
争鉱物についての状況　等々
C：サプライチェーンへの取り組
み、人権への取り組み、コンゴ紛
争鉱物についての状況　等々

紛争鉱物の不使用証明書を
提出

内容

質問4. 鉱物・金属調達における採掘問題
への対応に困難さを感じています
か。困難を感じている場合、その
原因となっていることは何ですか。
（複数選択可）

A. 鉱物資源・金属のトレーサビリティを確
保することが難しい
B. 問題のある鉱物資源・金属を排除する
方策がない
C. 社会的要請がない
D. その他
E. 特に困難は感じていない
F. 鉱物資源・金属が環境・社会問題を引
き起こしているという問題意識はない

A. 鉱物資源・金属のトレーサビリ
ティを確保することが難しい

A. 鉱物資源・金属のトレーサビリ
ティを確保することが難しい
D. その他（サプライチェーンが複
雑である上、情報の機密性などの
事情も重なり情報の入手が困難）

A. 鉱物資源・金属のトレーサビリ
ティを確保することが難しい
D. その他（　個々の企業でバラバ
ラに対応することは難しいと考え
ている。業界で歩調を合わせる
ことが不用な混乱を避ける上でも
重要と考えている。

A. 鉱物資源・金属のトレーサビリ
ティを確保することが難しい

A. 鉱物資源・金属のトレーサビリ
ティを確保することが難しい
D. その他（営業秘密であること等
を理由に精錬業者に関する回答
が得られないところもある。）

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い
B. 問題のある鉱物資源・金属
を排除する方策がない

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い
D. その他（それぞれの顧客か
ら個々のフォーマットによる調
査を受けるため、対応工数が
増える）

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い。
B. 問題のある鉱物資源・金属
を排除する方策がない。

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い
D. その他（対象の範囲が幅広
く、規則の詳細ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝも未公
表の為、どこまで対応すべき
か判断が難しい）

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い

D. その他（当社は現在DRC及
び周辺国から紛争鉱物を調達
しておらず、又、紛争鉱物に関
する規制の
趣旨には賛同するが、第三者
機関の監査に関わる契約内容
には調整を要する）

D. その他（鉱山権益保有者とし
て、対応すべき問題と位置付けて
いる。 ）

A. 鉱物資源・金属のトレーサビリ
ティを確保することが難しい
B. 問題のある鉱物資源・金属を排
除する方策がない

A. 鉱物資源・金属のトレーサ
ビリティを確保することが難し
い

質問4. 鉱物・金属調達における採
掘問題への対応に困難さ
を感じていますか。困難を
感じている場合、その原因
となっていることは何です
か。（複数選択可）

A. 鉱物資源・金属のトレーサビリ
ティを確保することが難しい
B. 問題のある鉱物資源・金属を排
除する方策がない
C. 社会的要請がない
D. その他
E. 特に困難は感じていない
F. 鉱物資源・金属が環境・社会問
題を引き起こしているという問題意
識はない

質問5. 米国金融規制法（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）の紛争鉱物条項について 質問5. 米
国金融規質問5-1.  貴社は対象企業ですか。 A. 対象企業である

B. 対象企業ではない
C. 把握していない

B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない A. 対象企業である B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない A. 対象企業である A. 対象企業である B.対象企業ではない B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない（注：最
終のＳＥＣ規則が公表された際
に再度判断する必要がありま
す）

B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない B. 対象企業ではない 質問5-1.  貴社は対象企業ですか。 A. 対象企業である
B. 対象企業ではない
C. 把握していない

質問5-2. どのような対応をされています
か。

A. 既に対応している
B. 対応すべく調査中である
C. 金融規制改革法を知らなかったため
対応していない
D. その他

D. その他(対応方針・対応手順の
検討中)

D. その他（一部のサプライヤーへ
の調査を進めながら、法令・SEC
の最終規則に関する調査を実施
中です）

D. その他
（対象企業からの問い合わせが
あった場合に回答ができる様準備
中。）

B. 対応すべく調査中である A. 既に対応している（既に対
応を開始している）

B. 対応すべく調査中である B. 対応すべく調査中である A. 既に対応している B. 対応すべく調査中である B. 対応すべく調査中である B. 対応すべく調査中である D. その他
顧客の要請に基づいて対応を
進めている

B. 対応すべく調査中である B. 対応すべく調査中である D. その他　（お客様の依頼を
受け、買鉱製錬会社としての
責任を果たすべく、不使用証
明を発行している）

D. その他 B. 対応すべく調査中である A. 既に対応している
顧客からの調査に個別に回
答

質問5-2. どのような対応をされてい
ますか。

A. 既に対応している
B. 対応すべく調査中である
C. 金融規制改革法を知らなかった
ため対応していない
D. その他

質問6. 他社・団体との協力について 質問6. 他社・団体との協力について
質問6-1. 責任ある鉱物・金属調達を行うた

めに、自社単独の活動（自社のサ
プライチェーンにおける活動を含
む）以外に御社ではどのような活
動を考えていますか？（複数選択
可）

A. 国際的な取決めについてロビーイング
を行う
B. 国際的なネットワーク等で協力して取
組む
C. 同業他社と問題を共有する場を持ち、
業界を上げて取組む
D. NGO・NPOや消費者団体と協力して取
組む
E. 採掘に伴う問題の認知度を上げる
F. 特に対外的な活動は考えていない
G. その他

C. 同業他社と問題を共有する場
を持ち、業界を上げて取組む

B. 国際的なネットワーク等で協力
して取組む
C. 同業他社と問題を共有する場
を持ち、業界を上げて取組む
G. その他（特に紛争鉱物への対
応においては法令など不明確な
点が多い状況であり、有効性・効
率性という観点から、弊社単独で
はなくより大きな枠組みで取り組
むことが望ましいと考えています。
※よって、B、C もチェックいたしま
した）

C. 同業他社と問題を共有する場
を持ち、業界を上げて取組む
D. NGO・NPOや消費者団体と協力
して取組む

C. 同業他社と問題を共有する場
を持ち、業界を上げて取組む

B. 国際的なネットワーク等で協力
して取組む
C. 同業他社と問題を共有する場
を持ち、業界を上げて取組む

A. 国際的な取決めについてロ
ビーイングを行う
B. 国際的なネットワーク等で
協力して取組む
C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む
D. NGO・NPO や消費者団体と
協力して取組む
E. 採掘に伴う問題の認知度を
上げる

B. 国際的なネットワーク等で
協力して取組む
C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む

C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む

A. 国際的な取決めについてロ
ビーイングを行う
B. 国際的なネットワーク等で
協力して取組む
C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む

C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む

A. 国際的な取決めについてロ
ビーイングを行う
B. 国際的なネットワーク等で
協力して取組む
C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む
D. NGO・NPOや消費者団体と
協力して取組む

B. 国際的なネットワーク等で
協力して取組む
C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む

B. 国際的なネットワーク等で
協力して取組む。
C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む。
D. NGO・NPOや消費者団体と
協力して取組む。

C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む

B. 国際的なネットワーク等で
協力して取組む
C. 同業他社と問題を共有する
場を持ち、業界を上げて取組
む

B. 国際的なネットワーク等で
協力して取組む
G. その他（業界内にも対応を
呼び掛けている）

B. 国際的なネットワーク等で協力
して取組む
C. 同業他社と問題を共有する場
を持ち、業界を上げて取組む
D. NGO・NPO や消費者団体と協
力して取組む

F. 特に対外的な活動は考えてい
ない

F. 特に対外的な活動は考え
ていない

質問6-1. 責任ある鉱物・金属調達を
行うために、自社単独の活
動（自社のサプライチェー
ンにおける活動を含む）以
外に御社ではどのような活
動を考えていますか？（複
数選択可）

A. 国際的な取決めについてロビー
イングを行う
B. 国際的なネットワーク等で協力
して取組む
C. 同業他社と問題を共有する場を
持ち、業界を上げて取組む
D. NGO・NPOや消費者団体と協力
して取組む
E. 採掘に伴う問題の認知度を上げ
る
F. 特に対外的な活動は考えていな
い

質問6-2. 鉱物資源・金属調達に関して、
NGOとの対話に関心はございます
か。

A. 関心がある
B. 関心はない

A. 関心がある B. 関心はない （現段階において
は紛争鉱物対応に向けたSEC の
最終規則の確認など不透明な状
況であり、もう少し状況が整理され
た段階であらためて社内で検討を
進めたいと考えています）

A. 関心がある A. 関心がある A. 関心がある A. 関心がある
＊電子業界CSRアライアンス
(EICC)と協調して取り組んでお
り、EICCの活動の一環として
NGOとの対話も定期的実施し
ている。

A. 関心がある A. 関心がある A. 関心がある B. 関心はない A. 関心がある A. 関心がある A. 関心がある A. 関心がある B. 関心はない（現時点では） A. 関心がある A. 関心がある B. 関心はない B. 関心はない 質問6-2. 鉱物資源・金属調達に関し
て、NGOとの対話に関心は
ございますか。

A. 関心がある
B. 関心はない

A. 全般の調達方針とは別に鉱物・
金属の調達方針・基準を策定して
いる
B. 全般の調達方針の中に鉱物・金
属の調達方針・基準を明記してい
る
C. 鉱物・金属に特化した調達方針
はないが、全般の調達方針・基準
でカバーしている
D. 現在は全般の調達方針のみだ
が、鉱物・金属調達に特化した方
針・基準の策定もしくは明記を検討
している。
E. 調達方針自体を策定していな
い。

主力製品について、どれだ
けの金属（レアメタルを含
む）が使われているか把握
していますか。主力製品を
1つ挙げてお答えください。

質問2-2でA～Fと答えた方
に伺います。配慮を求めて
いる鉱物・金属、内容につ
いてお答えください。

質問2-4でA.と答えた方に
伺います。調査の内容をお
答えください。

 質問3-1でA～Cと答えた
方に伺います。情報発信
の内容についてお答えくだ
さい。

 質問3-1でA～Cと答えた方に伺
います。情報発信の内容について
お答えください。

環境・人権に配慮した鉱物
資源・金属調達を行うため
の方針や基準を策定して
いますか。また、策定して
いない場合、今後策定す
る予定はありますか。

質問2-4でAと答えた方に
伺います。調査の結果、求
めた内容を把握できていま
すか。

環境・人権に配慮した鉱物資源・
金属調達を行うための方針や基
準を策定していますか。また、策
定していない場合、今後策定する
予定はありますか。

A. 全般の調達方針とは別に鉱物・金属の
調達方針・基準を策定している
B. 全般の調達方針の中に鉱物・金属の
調達方針・基準を明記している
C. 鉱物・金属に特化した調達方針はない
が、全般の調達方針・基準でカバーして
いる
D. 現在は全般の調達方針のみだが、鉱
物・金属調達に特化した方針・基準の策
定もしくは明記を検討している。
E. 調達方針自体を策定していない。

主力製品について、どれだけの金
属（レアメタルを含む）が使われて
いるか把握していますか。主力製
品を1つ挙げてお答えください。

質問2-4でA.と答えた方に伺いま
す。調査の内容をお答えください。

質問2-4でAと答えた方に伺いま
す。調査の結果、求めた内容を把
握できていますか。

質問2-2でA～Fと答えた方に伺い
ます。配慮を求めている鉱物・金
属、内容についてお答えください。


