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当社グループでは、地域住民、顧客、従業員、取引先を含むすべてのサプライチェーンに関わる方々の人権を尊重し、
健全な経営を持続することが事業継続の前提条件であると認識しています。
この考えのもと、説明会やヒアリングなどの機会を通じて、人権に配慮した事業活動につなげるとともに、
人権尊重の企業風土づくりにも取り組んでいます。
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2019年度主な取り組み

Materiality

人権の尊重

■人権に対する考え方

JX金属グループ調達基本方針（抜粋）

人権教育・社内啓発 サプライチェーンでの人権配慮

2020年度KPI

〇 人権研修の受講率【2020年度：100%】
〇 サプライチェーンにおける人権調査の実施

JX金属グループ企業行動規範（抜粋）
8.	国際的な事業活動
国際的な事業活動においては、関係する国や地域の人々の基本的人
権を守るとともに、文化・慣習を尊重し、持続可能な発展に貢献する

経営を行います。

JX金属グループコンプライアンス基本規則（抜粋）

不当差別の禁止
JX 金属グループ各社及びその役員社員等は、人種、国籍、性別、年齢、
信仰、社会的身分、身体的特徴などを理由として、従業員の採用、賃
金、労働時間その他の労働条件、取引条件等について不当な差別は
行わない。

ハラスメントの防止
JX 金属グループ各社及びその役員社員等は、セクシャル・ハラスメン
ト（ジェンダー・ハラスメントを含む。）及びパワー・ハラスメントの防
止に積極的に取り組むものとする。

個人情報の保護
JX 金属グループ各社及びその役員社員等は、個人情報保護関連法令
及び社内規則等を遵守し、顧客、取引先、従業員等に係る個人情報を
適切に保護するとともに、業務上の必要から個人情報を取り扱うに
当たっては、細心の注意を払いその適切な管理に努めるものとする。

児童労働、強制労働の防止
JX 金属グループ各社及びその役員社員等は、児童労働や強制労働
に直接かかわることなく、またこれらの問題の解決に貢献すべく努め
るものとする。

4.	紛争鉱物への対応
・ 紛争地域における違法な活動やそれによる人権侵害に加担するよ

うな原料の調達は行いません。

・ 経済開発協力機構（OECD）が紛争地域からの原料調達に関して定
めるガイダンスを尊重し、サプライチェーンを適切に管理します。
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Materiality ／人権の尊重

　当社では、不当差別、ハラスメント、強制労働、児童労働な

どの防止に向け、関連するガイドラインを整備して周知すると

ともに、定期的な研修の機会を設けて人権意識の定着に注

力しています。

　2019 年度実施予定であったテーマとして全グループ社員

を対象に「人権とSDGs」と題した人権研修を実施しました。

このテーマは、「2040 年 JX 金属グループ長期ビジョン」にて

SDGs への取り組みを明文化していることから、従業員の人

権にかかる意識向上および SDGs への理解を目的として設

定したもので、「SDGsには、人権を尊重することが根底にあ

る」との考え方のもと、JX 金属グループの社員として一人ひと

りができることを見つめ直す、良いきっかけとなりました。今

後もグローバルな事業展開において人権の考え方を理解し、

人権に配慮した事業活用を推進していきます。

　鉱山の開発や運営は、周辺環境に与える影響がとりわけ大

きいことから、地域住民の人権に十分に配慮し、地域コミュ

ニティと共存共栄を図ることが必要不可欠です。

　 カ セ ロ ネス 銅 鉱 山 を 運 営 するSCM Minera Lumina 

Copper Chileでは、地域社会支援の基本方針として「住民

生活の尊重」「コミュニティと環境の保護」「現行法の遵守」を

掲げています。この方針のもと、鉱山の周辺地域で生活する

先住民であるコジャ族と、プロジェクト開始当初の2007年

から説明会の開催や意見の聴取を通じて、信頼関係の構築

に努めています。2019 年度についても、住民の権利を侵害

する事例はありませんでした。

　当社グループがグローバルで事業展開をする上においては、

当社グループのみならず取引先のサプライチェーンも含めて、

社会的責任を果たすことが必要です。取引先に対しては「調達

基本方針」に基づき、人権尊重・労働者の権利確保をはじめ、

雇用・職業における差別の有無、強制労働や児童労働の有無、

紛争鉱物への対応等について、確認を行っています。

　また、当社グループでは、2019 年度よりサプライチェーン

全体で、人権の尊重、労働安全衛生、コンプライアンス、環境

保全などの取り組みを実践し社会的責任を果たしていくため

に、CSR 調達アンケートを開始しました。本アンケートでは、

取引先 219 社を対象に調査を行い、218 社から回答を得まし

た（回答率99.5％）。調査結果に基づき、取引先へのフィード

バック等を行いながらサプライチェーン全体でさらなるCSR

活動を推進していきます。

　紛争鉱物とは、紛争地域において（多くの場合は違法に）産

出されて現地の武装勢力の資金源となり、人権侵害や非人道

的行為の拡大につながる恐れのある鉱物の総称です。1990

年代終盤から紛争鉱物の取引を規制しようとする国際的な動

きが高まっています。

　経済協力開発機構（OECD）では、2011年に「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」を制定し、企業など

が自らの管理により紛争鉱物の取引に関与しないための指針

を設けています。米国では、金融規制改革法（ドッド・フランク

法）に基づき、上場企業は米国証券取引委員会に対して、特定

の紛争鉱物（錫、タンタル、タングステン、金）の使用状況を報

告することが 2013年以降義務付けられるなど、情報開示と

ステークホルダーからの監視を通じた紛争鉱物の排除が図ら

れています。

　こうした国際的な流れを受け、当社グループが関連する事

業者団体（LBMA※1、RBA※2 など）においても紛争鉱物排除の

ための調査プログラムが制定され、各事業者に対してプログ

ラムに基づいた調査や外部監査の受審を求めています。
※1   LBMA：London Bullion Market Association（ロンドン貴金属市場協会）

金・銀地金の取引を行う金融機関などで構成される業界団体。同協会の Good 

Deliveryリストに登録されることにより、高い品質と信用が担保される。

※2 RBA：Responsible Business Alliance

電子業界のサプライチェーンにおいて責任ある行動を目指して組織される企業

同盟。

人権に関する教育の実施　

地域住民に対する取り組み サプライチェーンCSRマネジメントの強化　

紛争鉱物への対応

「人権と SDGs」のスライド資料
（一部抜粋）

調達取引先の選定方針
1.  以下に例示するものを含め、法令・社会規範等を遵守し、人

権、環境への配慮を重視していること。

・製造･販売等に関する法令の遵守
・労働関連法令の遵守
・安全衛生に関する法令遵守と適切な労働環境の整備
・児童労働、強制労働の禁止
・ 人種、性別などによる差別の禁止および従業員の人権、人

格、個性の尊重
・環境法令の遵守
・贈収賄、不公正な行為の禁止
・非人道的行為に加担する紛争鉱物の不調達、不使用
・反社会的勢力との関係遮断

2. 健全かつ公正な事業経営を行っていること。

3.  当社グループのグリーン調達ガイドラインに基づき、環境管
理システムを構築し、指定する化学物質の適正な管理を行っ
ていること。

4.  安定的な供給能力があり、当社グループが求める品質、価
格、納期、サービスを満足すること。

5. 当社グループが求める十分な技術力を有していること。

■金および銀のサプライチェーンに関する取り組み
　金地金の生産者であるJX 金属製錬（株）、銀地金の生産者

であるJX 金属（株）では、以下の内容を含むサプライチェーン・

デュー・ディリジェンス（DD）のマネジメントシステムを構築し、

運用しています。

　サプライチェーンDDの運用状況は、LBMA が指定する第

三者機関による外部監査を受けた後、同協会に報告されます。

本手続きを通じてJX 金属製錬（株）佐賀関製錬所で生産され

る金地金、JX 金属（株）日立事業所で生産される銀地金は、同

協会のGood Deliveryリストに登録されています。同時に、

RBAとGeSI※ が 定 め るRMAP Conformant Smelters（ 紛

争鉱物を使用していない製錬所）リストにも掲載され、紛争

鉱物排除の対応が的確に取られていることが認められていま

す。
※ GeSI：Global e-Sustainability Initiative（欧州の情報通信事業者団体）

紛争鉱物が電子機器や通信機器に使用されるリスクが高いことを背景として、

本 業 界 に 関 連 するRBAとGeSI が 協 力してRMAP（Responsible Minerals 

Assurance Process）の認定プログラムを構築。

■タンタルのサプライチェーンに関する取り組み
　タンタル粉の生産者であるTANIOBIS GmbHでは、紛争

地域および高リスク地域から原料を調達する際は、紛争地域

における紛争、児童労働、その他の人権侵害への非関与が、

ITSCI※により保証されていることを証明するタグ付けがされ

た原料を購入し、タグを確認するためのサプライチェーン DD

を実施するなど、国際基準に基づくプログラムを厳格に運用し

ています。この取り組みの結果、TANIOBIS GmbHは、紛争鉱

物排除の対応が的確に取られていることが認められ、RMAP 

Conformant Smeltersリストに掲載されています。

　また、2019 年 6月からは、原料サプライチェーンに関する国

際的な監査機関であるRCS Global Groupが提供するBSP

（Better Sourcing Program）により、ITSCIと同様のサプラ

イチェーンDDシステムの運用を開始しています。
※ ITSCI：ITRI Tin Supply Chain Initiative（錫サプライチェーンイニシアティブ）

錫 のグローバ ルな 業 界 団 体 であるInternational Tin Research Institute 

(ITRI)による活動。OECD の指針に基づき、鉱山から精錬所までの DD の実現

や、武装勢力との関わりを持たない紛争地域の鉱山からの調達の促進などを目

指している。

1.  原料鉱物の購入取引に先立ったサプライチェーンDD の実施（原料
の発生元の確認、リスク評価、納品後における現物確認、流通経
路の確認、関連するドキュメント類の保管など） 

2. サプライヤーに対する紛争鉱物排除の方針の周知
3. サプライチェーンDDとその背景に関する社内教育実施
4. 内部監査の実施と外部監査の受審

人権eラーニング総受講時間（2019年度）

1,552時間
※ 受講人数×受講時間




