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米国 Dodd-Frank 法による 1934 年証券取引所法の改正 

-紛争鉱物（コンフリクト・ミネラル）開示制度の導入- 
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2012 年 8 月 22 日、米国 Securities and Exchange Commission（以下「SEC」という。）は
「Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act」（2010 年 7 月 21 日成立、以
下「Dodd-Frank 法」という。）によって制定された紛争鉱物開示制度の詳細を定めるルール（以下
「本ルール」という。）を採択し、本ルールは 2012 年 11 月 13 日に効力発生した。本ルールにより、
SEC に FORM 20-F を提出している外国民間発行体を含む SEC 登録企業のうち、その製品の製
造等において錫（スズ）、金、タンタル、タングステンの 4 種の「紛争鉱物」を使用する企業は、その
原産国を調査した上で、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」という。）に基づく新たな継続開
示を義務付けられることとなった。紛争鉱物に当たる鉱物は貴金属、携帯電話、パソコン、自動車
部品、航空機器、電球等を始めとして非常に広範な製品に使用されているため、製造業に従事
する SEC 登録企業の多くが適用対象になると言われている。SEC の試算によれば 6,000 社を超
えるSEC登録企業に影響を与え、合計で30億ドルを超える初期対応費用が必要となる見込みで
ある。紛争鉱物開示制度は、Dodd-Frank 法制定当初より特に製造業全体への過重な負担が大
きな議論を呼んだ規制であり、産業界による反発の大きさから SEC によるルールの制定も 1 年以
上期限を徒過していた（Dodd-Frank 法では 2011 年 4 月が期限であった。）。しかし本ルールの
制定により紛争鉱物開示制度の実施および詳細が確定したため、これまで対応を保留していた企
業も今後その対応を迫られることとなる。本ニュースレターでは、紛争鉱物開示制度が適用対象
企業のみならず、そのサプライチェーン全体に広く影響を及ぼすと言われている背景にも焦点を当
て、紛争鉱物開示制度が日本企業にどのような影響を及ぼすのかを本ルールの内容と共に概説
する。 

 

1 紛争鉱物開示制度の日本企業への影響 

紛争鉱物開示制度は取引所法に基づき、紛争鉱物に関する新たな継続開示を SEC 登録企業に

対し義務付けるものである。SEC 登録企業とは、取引所法第 13 条(a)項または第 15 条(d)項に基

づき SEC に報告義務を負担している発行体をいい、SEC に FORM 20-F を提出している外国民間
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発行体も含まれるが、取引所法ルール 12g3-2(b)に従い登録を免除されている発行体は本ルー

ルの適用対象外とされている。 

紛争鉱物開示制度は、直接的には SEC 登録企業（FORM 20-F を提出している日本企業を含

む。）にのみ影響を及ぼす規制である。それでは、紛争鉱物開示制度が、その直接の適用対象で

ある SEC 登録企業のみならず、当該企業のサプライチェーン全体に影響を及ぼすと言われている

理由は何であろうか。 

(1)紛争鉱物開示制度の目的 

紛争鉱物開示制度は、内戦の続くコンゴ民主共和国において同国およびその周辺諸国（以下

「DRC 諸国」という。）原産の錫（スズ）、金、タンタル、タングステンの 4 種の「紛争鉱物」が武装勢

力の資金源となっていることに鑑み、その資金源を断つことを目的として制定された。 

かかる目的達成のため、SEC は紛争鉱物開示制度の下で適用対象企業に対して課す義務をいく

つかの段階に分け、適用対象企業がDRC諸国産の紛争鉱物を使用していたり原産国が不明であ

る場合等には、原則として最も厳しい義務である監査済み紛争鉱物報告書の作成義務を課すよ

うに制度設計を行っている（詳細は下記 2 を参照のこと。）。 

SEC は、適用対象企業が、かかる厳格な義務を避けるために DRC 諸国産の可能性のある紛争鉱

物を使用するサプライヤー（製錬所や部品・原材料の製造・供給業者等。紛争鉱物の原産国を

確定できないサプライヤーを含む。）を自己のサプライチェーンから外すようになると分析しており、

その結果 DRC 諸国産の紛争鉱物の取引が減少し、間接的に武装勢力の資金源が絶たれること

を見込んでいる。 

なお、上記の 4 種以外の鉱物も、米国国務長官により紛争鉱物として追加指定されることがある。 

(2)適用対象企業のサプライヤーへの影響 

上記の通り、適用対象企業は監査済み紛争鉱物報告書の作成義務を課されるのを避けるため、

自社のサプライチェーンから DRC 諸国産の可能性のある紛争鉱物（原産国不明の場合を含む。）

を排除し、紛争鉱物の原産国を確定するインセンティブを有している。また、すべての適用対象企

業は、自らが使用している紛争鉱物の原産国を調査した上で、その結果等を開示する義務を負っ

ている。 

かかるインセンティブの下、または当該開示義務等に対応するため、適用対象企業はそのサプラ

イヤーに対して原産国確定のための様々な方策を要請することが見込まれている。例えば、適用

対象企業がサプライヤーに対して DRC 諸国産の紛争鉱物の不使用を取引条件とするよう要求す

ること、あるいはサプライヤーの供給する製品等や製造過程において使用される紛争鉱物につい

て、その原産国調査を依頼すること等が予想されている。実際に、既に多くの適用対象企業がこう

いったサプライヤー対応を開始しており、例えば、Intel Corporation は、サプライチェーン内のサプ

ライヤーに対し紛争鉱物の原産国調査依頼を実施し、また 2012 年 5 月現在で 13 箇国 50 箇

所の製錬所への立入り調査を実施した旨等を公表している*。 
* http://www.intel.com/content/dam/doc/policy/policy-conflict-minerals.pdf 

原産国調査依頼等を受けたサプライヤーは、適用対象企業との取引を維持する観点等から、費

用および時間をかけて対応せざるを得ない場合が多いと思われる。もっとも、サプライヤー自身で

すら紛争鉱物の原産国等を把握していない場合も多いと予想され、そのため、自社の原材料の再

調達先に調査協力を要請し、さらには製錬所レベルまで遡って調査を行う必要が生じる可能性も

あるが、このような調査の実施には非常な困難を伴うと予想されている。 

サプライヤーは、適用対象企業からの諸々の要請に十分な対応ができない場合、結果として取引

を失う可能性もあり、紛争鉱物開示制度が間接的にこれらのサプライヤーのビジネスに影響を与

える可能性は低くない。これは適用対象企業のサプライチェーン内において部品や原材料等のサ

プライヤーとして活躍する多くの日本企業にも当てはまることである。 
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2 SEC 登録企業が負担する開示義務等の概要 

本ルールにおける適用対象企業の義務は、大要以下の通りである。また、次ページのチャートは

本ルールの適用の有無を判断する流れを簡略化して示したものである。 

Step 1：FORM SD の提出義務 

製品の製造等に紛争鉱物を使用するすべての SEC 登録企業は、その使用する紛争鉱物が

DRC 諸国産であるか否かに関わらず、紛争鉱物の原産国について合理的な調査

（reasonable country of origin inquiry）を行った上で、その結果等の一定の事項を記載した

FORM SD を提出する義務を負う（なお FORM SD は新設の様式で、本ルールに掲載されてい

る*。また、適用対象企業はそのウェブサイト上でFORM SDおよびその添付書類を縦覧に供す

ることも義務付けられている。）。 
* http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf の P.344 以降 

FORM SD による報告は毎年 5 月 31 日を提出期限とする暦年ベースでの報告である。初回

の報告は 2013 年 1 月から 12 月を対象期間とし、2014 年 5 月 31 日が提出の期限となる。 

Step 2：国際的に承認されたフレームワークに従ったデューディリジェンス実施義務 

適用対象企業は、合理的な原産国調査を行った結果、紛争鉱物の原産国が DRC 諸国であ

ると信じる理由がある場合、さらに、紛争鉱物の原産国等について「国際的に承認されたフレ

ームワークに従ったデューディリジェンス」を実施する義務を負う（ただし、紛争鉱物がスクラッ

プ、リサイクル等に由来するもの（以下「リサイクル等」という。）であると信じる理由がある場合

を除く。）。 

Step 3：紛争鉱物報告書の作成義務 

適用対象企業は、上記のデューディリジェンスを実施した結果、紛争鉱物が DRC 諸国外原

産であるかまたはリサイクル等であることが判明しない限り、紛争鉱物報告書を作成し FORM 

SD の添付書類として SEC に提出する義務を負う。また、紛争鉱物報告書については、原則と

して独立の監査人による監査を受けなければならない。 

紛争鉱物報告書は、次ページのチャートにも示す通り、紛争鉱物が武装勢力の資金源となっ

ているか否かで要求される記載内容が異なる。ただし、本ルールの効力発生後 2 年間の猶

予期間内は「DRC 紛争との関連未確定」（DRC conflict undeterminable）と紛争鉱物報告書

に記載することが許されており、かかる記載を行った場合は当該紛争鉱物報告書について監

査を受ける必要もない。この猶予期間は、小規模企業（取引所法において浮動株の時価総

額 7500 万ドル未満等一定の基準で定義される）の場合は 4 年間となる。  

なお、紛争鉱物開示制度は紛争鉱物の使用そのものを禁止するものではなく、また、紛争鉱

物開示制度に関する独立の罰則も設けられていない。SEC は、紛争鉱物開示制度に違反し

た場合、いわゆる不実開示の枠組みの中の問題として、取引所法第 18 条違反および取引

所法ルール 10b-5 違反となる可能性があると述べている。 
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Step 3 

Step 2 

Step 1 

当該企業が製品の製造等に紛

争鉱物を使用している否か 

FORM SD の提出義務あり 

合理的な原産国調査の義務あり 

適用対象外 

適用対象外 SEC 登録企業であるか否か 

原産国が DRC 諸国である（かつリサ

イクル等でない）か否か 

No 

No 

Yes 

Yes 

原産国等について国際的フレームワーク

に従ったデューディリジェンス（DD）を行う

紛争鉱物報告書の作成義務あり 

2 年間(小規模企業は 4 年間)

の猶予期間中は「DRC 紛争との

関連未確定」の報告可能 
・報告期間末日以後に取った

措置等を記載 

・監査報告書不要 

DRC 諸国産の可能性があるが武

装勢力の資金源となっていない場

合 

・実施した DD の方法等を記載 

・監査報告書は必要 

DRC 諸国産の可能性があり、かつ武装勢力の資金源

の可能性がある場合 

・実施した DD の方法、紛争鉱物を使用した製品、

紛争鉱物の加工施設および原産国ならびに原産

国特定のため実施した措置等を記載 

・監査報告書は必要 

Yes 

No 

Yes 

No 

FORM SD のみ（紛争鉱物報告書不要） 
・原産国調査等の結果 

・原産国調査等の過程を記載 

DD の結果、DRC 諸国外産である（ま

たはリサイクル等である）と判明したか

否か 

 

取引所法ルール 12g3-2(b)

による登録免除企業は「No」

Form 20-F 提出企業は「Yes」 

原産国が DRC 諸国であると信じる理

由がない場合またはリサイクル等であ

ると信じる理由がある場合は「No」 

DRC 諸国外産である（またはリサイクル等で

ある）ことが判明した場合は「Yes」 

不明な場合は「No」 

原産国が DRC 諸国であると信じる理

由がある場合は「Yes」 
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3 本ルールによる実務への影響 

本ルールは 2012 年 11 月 13 日にその効力を生じてから日が浅く、本ルールに基づく開示が、ど

こまで日本企業の実務に対して影響を及ぼすのかは、未だ明確とはいえない。 

もっとも、日本企業以外の SEC 登録企業が提出した最近の開示書類においては、既に紛争鉱物

開示制度に関する記載等を盛り込んでいる例もいくつか見受けられる。よく見られるものは、いわゆ

る FORM 10-K や FORM 10-Q（日本での有価証券報告書や四半期報告書に相当）の中のリスク

ファクターの箇所において、規制関連リスクの一部として紛争鉱物開示制度に関する記載を追加

するものである。 

例えば、2012 年 11 月 21 日に提出の Skyworks Solutions, Inc.の FORM 10-K では、大要次の

ような記載が、規制に関するリスクファクター中に追加されているのを見ることができる。 

「SEC は製品等において紛争鉱物を使用する SEC 登録企業に対して適用される新たな開示ルー

ルを採用した。かかるルールは、製品等で使用される鉱物が DRC 諸国産である可能性のある場

合に、特にサプライチェーンに対する大規模なデューディリジェンスを行うことを義務付けている。

新ルールは 2013 年から適用され、これにより当社と当社のサプライヤーは追加的な費用負担を

迫られることとなり、その結果、当社製品の部品・原材料の価格が上昇し、調達等に支障をきたす

可能性がある。さらに、もし当社の製品が紛争と無関係であると証明できなかった場合には、当社

は競争力を失い、当社のレピュテーションが害される可能性がある。」 

また、開示書類の添付書類（いわゆる重要な契約）として SEC に提出されている契約書の中には、

紛争鉱物開示制度に関連する表明保証条項を追加している例も（数は少ないが）見受けられる。 

例えば、2012 年 7 月 31 日に提出の CryoLife, Inc.の FORM 10-Q に添付された Merger 

Agreement では、現在製造しまたは製造を検討している製品において紛争鉱物が使用されてい

ない旨の表明保証条項が含まれている。 

また、2011 年 8 月 3 日に提出の MetroPCS Communications, Inc.の FORM 10-Q に添付された

AMENDMENT NO. 1 TO MASTER PROCUREMENT AGREEMENT で は 、 サ プ ラ イ ヤ ー が

Dodd-Frank 法上の紛争鉱物に関する規制を遵守している旨の表明保証条項が含まれている。 

各開示書類や契約書中の個別具体的な記載は、当然ながら各開示企業の置かれた状況等によ

り異なるが、上記のような例は、日本企業の今後の実務を探る上でも一定の参考となり得るもので

あろう。 
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