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エグゼクティブ・サマリー

コンゴ民主共和国（DRC）とその隣接諸国を原産地とする「紛争鉱物」1は、武装集団の管理下に置かれなが
ら採掘、売買されていることがあり、紛争や暴力行為の資金源となっていることも少なくありません。これらの
紛争鉱物の一部は、工業製品や一般消費者向け製品のサプライチェーンへ流れ込んでおり、電子機器業界の
サプライチェーンにも入ってきています。インテルは自社のサプライチェーンにおける紛争鉱物の問題にいち早く
取り組んだ企業の1つです。私たちは、自社の製品に含まれるタンタル、スズ、タングステン、金が、当該地域
の武装集団に資金または便益を与えておらず、合法的な鉱物調達を満たしているかどうかを合理的に判断でき
るようなシステムとプロセスを確立するために入念な努力を重ねてきました。

私たちは世界中の産地から紛争鉱物を取得し、使用しています。インテルの願いは、コンゴ民主共和国やその
隣接諸国を原産地とするそれらの鉱物を排除することではなく、インテルが当社サプライヤーから購入する製品
が「DRCコンフリクト・フリー」となることを望んでいます。2インテルは電子機器会社として初めて、コンフリクト・
フリー3を実現する供給源を使った製品の製造に関する目標を発表しました。そして2012年には、コンフリク
ト・フリー・サプライチェーンから調達したタンタルを使ってマイクロプロセッサーを製造するという目標を達成し
ました。また2013年には、4つの金属すべてにおいてDRCコンフリクト・フリーを実現したマイクロプロセッサー
を製造し、世界で始めて市場に提供するという目標を達成しています。

インテルはこの5年間、紛争鉱物の問題に関する広範な活動を行ってきました。以下は、その節目となる成果
の一例です。

• 2009年に、紛争鉱物サプライチェーンに関する当社初の調査を実施しました。
• 2009年以降、21カ国、85社以上の製錬業者と精製業者を訪問して、紛争鉱物に関する教育の提
供、当社のサプライチェーンにおける紛争鉱物の原産国情報の収集、コンフリクト・フリー製錬プログラム  
（Conflict-Free Smelter Program：CFSP）への参加呼びかけを行いました。このCFSPは、電子業
界CSRアライアンス（EICC）とグローバルe-サステナビリティー・イニシアチブ（Global e-Sustainability  
Initiative：GeSI）によって推進されるイニシアチブです。

• EICCおよびGeSI合同の採取作業部会（EICC and GeSI Extractives Working Group）を設立し、
2013年を通して共同で指揮をとりました。

• 2010年から2013年にかけて、コンゴ民主共和国で行われた鉱物取引の実地調査を行いました。

コンフリクト・フリー（紛争鉱物不使用）を 
実現するサプライチェーンの構築に 
向けたインテルの取り組み
ホワイトペーパー

1 証券取引委員会（SEC）ルールで定義される「紛争鉱物」とは、コロンバイト・タンタライト（コルタン）、スズ石、金、鉄マンガン
重石、またはこれらから製錬されるタンタル、スズ、タングステンを意味する広義語です。この名称は、それらの鉱物が実際にコン
ゴ民主共和国（DRC）またはその隣接諸国における紛争に資金を供給するかどうかに関係なく使われます。

2  「DRCコンフリクト・フリー」はSECルールにより定義された用語で、直接的または間接的にコンゴ民主共和国またはその隣接諸
国の武装勢力に資金を供給する、または利益を与える紛争鉱物を含んでいない製品を意味します。

3  「コンフリクト・フリー」という用語は、直接的あるいは間接的にコンゴ民主共和国または周辺国の武装集団の資金源や利益とな
ることのない紛争鉱物を素材として使用するサプライヤー、サプライチェーン、製錬業者、精製業者を指して、広範な意味で使用
しています。

http://www.eiccoalition.org/initiatives/conflict-free-sourcing-initiative/
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• コンゴ民主共和国内のコンフリクト・フリーを実現する産地からタンタルを調達するプロジェクト、
「Solutions for Hope（ホープ・プロジェクト） 」と、責任ある鉱物取引に関する官民協働アライアンス
（Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade：PPA）への参加を通じて、地域内採
掘に対する取り組みを支援しました。

• 複数のステークホルダーによる2012年の声明、「紛争鉱物ルールへの参加（Challenge to the 
Conflict Mineral Rule）」に署名することで、この問題に関する継続的な活動へのコミットメントを明ら
かにしました。

• 2014年1月に、タンタル、スズ、タングステン、金についてDRCコンフリクト・フリーのマイクロプロセッ
サーを製造するという自主目標を達成したことを発表しました。

• 2014年5月に、インテルのデュー・デリジェンス・プログラムと製品に関する結論について説明する最初
のSEC紛争鉱物関連文書をSECに提出しました。この文書には、インテルのクライアントPC向けのマイ
クロプロセッサーおよびチップセット製品がDRCコンフリクト・フリーであることも記されています。

サプライチェーンにおける説明責任の強化

電子機器業界のサプライチェーンは、さまざまな国に拠点を持つサプライヤーが何層にも重なって存在するとい
う広く深い構造になっています。このサプライチェーン・モデルは非常に優れた効率性を発揮しており、高性能
なコンピューターや家庭用電子機器を低価格で製造することを可能にしています。しかし同時に、これほどまで
に高度に分散化され、極めて効率性の高いサプライチェーンには、製品に使われる鉱物の供給源をたどること
が非常に困難という側面もあります。

このように複雑なサプライチェーンを把握し、コンフリクト・フリー・サプライチェーンを築き上げるという目標のも
と、インテルは2009年にまず自社のサプライヤーに対し、インテルに納入される製品やコンポーネントで使われ
ているタンタル、スズ、タングステン、金について、鉱物の原産地を調査するよう依頼しました。この調査の目的
は、以下の3点について理解することでした。（1）当社のサプライヤーがコンフリクト・フリーを実現する調達ポ
リシーを導入しているか。（2）当社のサプライヤーが、使用する鉱物の供給源をさかのぼって追跡する能力を
持っているか。（3）当社のサプライヤーが自社独自のサプライチェーンの中で、鉱物を加工する製錬業者と精
製業者を特定できているか。

この最初の調査の結果から、各サプライヤーが自社のサプライチェーンで使われている鉱物に対してどのくらい
の情報を持っているかについては、相当のばらつきがあることが判明しました。私たちはこの知見から、電子機
器業界サプライチェーンから問題の紛争鉱物を排除する最も効果的な方法は、鉱石が鋳塊や金塊、およびその
他の紛争鉱物を含む製錬物に加工される段階、つまり製錬業者 /精製業者の段階に検証プロセスを組み込む
ことであると確信しました。インテルに納入される素材に含まれるタンタル、スズ、タングステン、金の産地を特
定する上で、製錬業者と精製業者はサプライチェーン内の重要なポイントです。鉱物がひとたび金属に加工さ
れると、その金属の原産国または採掘鉱山を特定するのは困難になるため、製錬所や精製所と協力関係を築く
ことが重要なのです。このためインテルは2009年に紛争鉱物の製錬所に対する初の現場審査を実施しました。
これは電子機器業界における紛争鉱物に関する審査としても初の試みであり、「コンフリクト・フリー製錬プログ
ラム（CFSP）」の策定を進めるきっかけにもなりました。CFSPは、製錬業者と精製業者の調達活動の適格性
を調査するために作られた、革新的な業界監査プログラムです。

2013年12月までに、インテルは86社の製錬業者と精製業者を訪問し、審査を行いました。このために訪れ
た国は21カ国に及びます（オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボリビア、カナダ、チリ、中国、ドイツ、香
港、インドネシア、日本、マレーシア、ノルウェー、ペルー、ポーランド、南アフリカ、韓国、スイス、台湾、タイ、米
国）。

http://solutions-network.org/site-solutionsforhope/
http://www.resolv.org/site-ppa/
http://www.resolv.org/site-ppa/
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業界を挙げた行動を推進

航空機、自動車、宝飾品、情報テクノロジー、家電製品など、多くの業界の企業が自社の製品にタンタル、ス
ズ、タングステン、または金を使っています。インテルと電子機器業界の企業は、この複雑な問題と闘うために
は多くの業界の垣根を越えて取り組む必要があることに、すぐに気づきました。インテルは紛争鉱物の問題に
対し、自らの業界内で、また、ほかの業界との連携のもとで、複数の取り組みを開始しました。私たちは2013
年を通してEICC and GeSI Extractives Working Groupを共同で主催し、そこから、コンフリクト・フリー調
達イニシアチブ（CFSI）が生まれました。CFSIは、異なる7つの業界から180社以上が参加する協働イニシア
チブです。CFSIは、責任ある鉱物調達を支援するためのツールとリソースを提供します。これにはCFSPによる
製錬業者と精製業者の適格性監査も含まれます。

インテルは過去5年間にわたり、紛争鉱物に関する数々の業界会議の開催を支援し、多くの出席者を集めまし
た。2009年、私たちはカナダのバンクーバーにおいて、スズに関する最初の電子機器業界サプライチェーン会
議を共同で開催しました。以後インテルは、サンフランシスコでの「行動を呼びかける会議」、アリゾナ州チャン
ドラーの当社施設で行われたタンタルに関する会議、コロラド州デンバーで行われた金産業界との会議、ペン
シルベニア州フィラデルフィアでの複数ステークホルダーによる会議を、主催または共同主催しました。また、
EICC、GeSI、CFSIは紛争鉱物サプライチェーンに関する13のワークショップを主催し、紛争鉱物について学ぶ
機会を提供しました。

この重要な問題に関する直接的な知識を拡充するため、インテルは2010年から2013年にわたり、米国代表
団の一員として担当者をコンゴ民主共和国の東地域に派遣しました。そして、同国での鉱物取引にかかわるさ
まざまなステークホルダーとの対話こそが、この地域に対する課題と好機の両方について理解を深めるために
不可欠であることを再認識しました。

サプライチェーンにおけるトレーサビリティー

開催した業界会議やフォーラムを通じて、私たちは非常に多くの情報を入手し、当社のサプライチェーンにおけ
るトレーサビリティーに関する理解を得ました。また、複数回にわたる製錬所と精製所の現地審査により、それ
ぞれの製錬業者と精製業者が独自に抱えている経営・業務上の事情についても理解できました。さらに、鉱石
の供給源を原産国や鉱山までさかのぼって追跡する能力について、各業者にどの程度のかい離（違い）がある
かも見定めることができました。例えば、製錬所や精製所によっては、鉱石がどの国から出荷されたかを示す
文書はあるものの、鉱石が産出された国の記載はない、というケースが散見されました。これは重大な問題で
す。というのも、鉱物（特に金）は他国に密輸されることがあり、それが原因でトレーサビリティーの実現がより
困難になっているからです。

また、原料の供給源をさかのぼって追跡するために必要なインフラが、サプライチェーンに存在していないとい
うことも分かりました。そして、こうした調査結果から、製錬業者と精製業者を調査および監査するためのプロ
セスが必要であるという結論に達したのです。この課題に対処するため、EICCとGeSIのメンバー企業は合同
の作業部会を結成しました。そしてEICCとGeSIは、インテルが実施した製錬業者と精製業者の審査を下地と
して、独立した第三機関による製錬業者と精製業者の監査プロセスを策定しました。それが、「コンフリクト・フ
リー製錬プログラム（CFSP）」です。このCFSPの適格性調査プロセスは自発的に行われるものであり、独立
した第三機関がこのプロセスに沿って、製錬業者または精製業者の調達や加工業務を監査し、加工される鉱
物がコンフリクト・フリーを達成する供給源に由来するものであることを合理的に裏付ける十分な文書が揃って
いるかどうかを判定します。
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4つの紛争鉱物はそれぞれに固有の複雑な事情があるため、作業部会では、最も実行可能性が高い鉱物か
ら、ひとつずつ順番に対策を進めていくことにしました。2010年、作業部会はタンタル製錬業者向けの最初
の監査手順を制定し、続いて、タンタル製錬業者の適格性監査を執り行う独立した監査会社を3社選定しま
した。2011年、インテルの主導のもと、EICCとGeSIのメンバー企業を主体とする業界グループは金、スズ、
タングステンを加工する製錬業者と精製業者を対象としたCFSPの監査手順を公表しました。現在、この監
査プログラムは実地運用に供されており、製錬業者と精製業者に対するCFSP適格性監査の中核として機能
しています。CFSP監査手続きの正確性と効率性を高めるため、インテルは、各金属に特化した業界団体と協
力して取り組みを進めました。これらの団体には、タンタル・ニオブ国際研究センター（Tantalum-Niobium 
International Study Center：TIC）、国 際スズ研 究 協 会（International Tin Research Institute： 
ITRI）、ロンドン地金市場協会（London Bullion Market Association：LBMA）、責任ある宝飾品評議会
（Responsible Jewelry Council：RJC）、国際タングステン協会（International Tungsten Industry  
Association：ITIA）、タングステン紛争鉱物評議会（Tungsten Industry Conflict Minerals Council：
TI-CMC）が含まれます。

2010年以降、この監査要件への準拠を達成した製錬業者と精製業者は、CFSPに準拠した製錬業者と精製
業者の一覧（CFSP Compliant Smelter and Refiner Lists）において公開されています。2014年5月20
日の時点で、CFSPのWebサイトには87社の製錬業者と精製業者が鉱物ごとに掲載されています（金47社、
タンタル28社、スズ13社、タングステン3社）。現在も多くの製錬所や精製所が厳格な監査プロセスをクリア
し、一覧に追加され続けています。この情報を一般公開している目的は、どの製錬業者および精製業者がコン
ゴ民主共和国またはその隣接諸国の武装勢力に資金や便益を与えることのない紛争鉱物を扱っているのかが
分かるように透明性を確保すること、そして、これらの鉱物をコンフリクト・フリーを達成する供給源から仕入れ、
製品や顧客に提供したいと考える企業に新たな選択肢を提供することです。

コンフリクト・フリーを実現する調達に基づいた製品の製造という目標を達成

2012年2月、つまり紛争鉱物に関する最終的な米国証券取引委員会（SEC）ルールが公表されるよりも前に、
インテルは「2013年内に、タンタル、スズ、タングステン、金についてDRCコンフリクト・フリーを実現したマイ
クロプロセッサーを世界で初めて製造し、市場に提供する」という目標を公にしました。この目標を設定した時
点では、実際に達成可能かどうかは不透明な部分もありましたが、何より自分たちを鼓舞して行動を推進する
ために、この目標を掲げました。

2014年1月6日、ネバダ州ラスベガスで開催された全米家電展（CES）で、インテルのCEO、ブライアン・クル
ザニッチは、インテルがその目標を達成したと発表しました。そして祝いの言葉に代えて、ほかの企業や業界も
インテルとともに、コンフリクト・フリーに向けた取り組みを一致団結して行おうと呼びかけました。

私たちはこの成果を、主に以下の2つの領域に特化することで達成しました。

（1）  製品と業者の特定：私たちは自社のサプライチェーンを詳しく調べ、サプライヤーと協力しながら、製
品内にタンタル、スズ、タングステン、および/または金を含めることになる素材を特定しました。これ
らの金属のうち少なくとも1つを含む製品について、サプライチェーン調査を実施し、その金属を提供
する製錬業者または精製業者を特定するよう求めました。そして、サプライチェーン内の上流および下
流に位置するさまざまな業者と協力しながら、不確定な情報や欠落した情報の解決を図り、結果を独
自の方法で詳しく検証した上で、そのサプライチェーンで製錬業者と精製業者を正しく特定できるかど
うかをチェックしました。また、数多くの製錬業者と精製業者に直接連絡をとり、21カ国、85社以上
を実際に訪問して調達情報を入手するとともに、CFSPやその他の独立した第三機関による監査プロ
グラムに参加するよう求めました。

http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-free-smelter-refiner-lists/
http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-free-smelter-refiner-lists/
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（2）  適格性の審査：製錬業者と精製業者の大半は、CFSP、ロンドン地金市場協会（London Bullion 
Market Association：LBMA）の責任ある金のプログラム（Responsible Gold Programme）、ま
たは責任ある宝飾品評議会（Responsible Jewelry Council：RJC）の流通過程認証（Chain-of-
Custody Certification）プログラムによって適格性を認められています。それ以外の方法として、イン
テルのスタッフが製錬所や精製所を訪問し、業者と一緒に「根拠に基づく原産国の特定に関する審
問」を直接行い、仕入原料の出所を調べました。その範囲は鉱石、一部加工済みの精鉱などの素材、
再加工物、金属くずに及びます。これらの訪問では、インテルのスタッフはデュー・デリジェンスを実施
し、CFSPの監査人による審査の対象となる各種文書を直接調べ、その製錬所または精製所で加工
する鉱物の原産国について合理的な結論が導かれるかどうかを検証しました。また、訪問した製錬業
者と精製業者に対し、独立した第三機関による監査プログラムにも参加するよう呼びかけました。

予想外の影響

現在では、自立した鉱物トレーサビリティー手法が限定的ながら運用されており、コンゴ民主共和国内の合法
的な原料産地から採掘された鉱石を追跡できるようになっています。その結果、意図していなかったことが起こ
りました。サプライチェーンにおけるデュー・デリジェンスの取り組みに着手した各企業が、アフリカ中部の大湖
地域から産出される鉱物すべてに対する需要を引き下げ、この地域以外の安全な産地から産出される鉱物に
移行する動きを見せたのです。善意でなされた行動とはいえ、この地域で仕事をしている職人やほかの合法的
な採掘者たちにとっては、経済機会を奪われかねない影響が出ています。

インテルはこのような意図していない影響を軽減するように努めています。2011年後半、インテルは米国務省、
米国国際開発庁、他企業との提携のもと、責任ある鉱物取引に関する官民協働アライアンス（Public-Private 
Alliance for Responsible Minerals Trade：PPA）の設立を発表しました。PPAは、この地域で活動する組
織に資金と協調的な支援を提供することを通じて、検証可能なサプライチェーンを構築することを目指しており、
流通過程管理プログラムと実務の整合化、この地域における責任ある調達の推進、透明性の強化、地域の市
民社会や政府に対する支援にも取り組んでいます。

また、インテルはコンゴ民主共和国内のコンフリクト・フリーと判別できる産地からタンタルを調達するプロジェク
トにも参加しています。このプロジェクトは「Solutions for Hope（ホープ・プロジェクト）」と呼ばれており、コン
ゴ民主共和国からOECD（経済協力開発機構）のガイダンスに沿ってタンタルを調達することを目指しています。
ここでの「OECDのガイダンス」とは、OECD紛争地域/高リスク地域由来鉱物の責任あるサプライチェーンに
向けたデュー・デリジェンス・ガイダンスを指します。インテルはまた、2012年に開始された、スズに関する同様
のプログラム、コンフリクト・フリー・スズ・イニシアチブ（CFTI）も支援しています。当社サプライチェーンの製
錬業者数社は、iTSCiプログラムを利用して、地域内での責任ある調達に努めています。インテルの紛争鉱物
調達ポリシーには、コンフリクト・フリーを実現するサプライチェーンを目指す取り組みの一環として、インテルが
地域内での責任ある調達に向けた解決策を探求してきた経緯がまとめられています。

政府の参加

紛争鉱物の複雑な問題を効果的に解決するためには、政府、業界、NGOと協調して取り組んでいく必要があ
ると、インテルは考えています。インテルは紛争鉱物の問題について米国政府、欧州委員会、その他の国際政
府機関の代表者と面談し、業界として製錬業者と精製業者を監査する手法について共通の認識に達しました。
インテルはOECDガイダンスを支持しており、OECD、大湖地域国際会議（International Conference on 
the Great Lakes Region）、国連専門家グループ（United Nations Group of Experts）が主催する「責任
ある鉱物サプライチェーン・フォーラム（Forum on Responsible Mineral Supply Chains）」に参加していま
す。

http://www.lbma.org.uk/responsible-gold
http://www.lbma.org.uk/responsible-gold
http://www.responsiblejewellery.com/chain-of-custody-certification/
http://www.responsiblejewellery.com/chain-of-custody-certification/
http://www.resolv.org/site-ppa/
http://www.resolv.org/site-ppa/
http://solutions-network.org/site-solutionsforhope/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/oecd_ddg_jp.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/pdfs/oecd_ddg_jp.pdf
http://solutions-network.org/site-cfti/
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/policy/policy-conflict-minerals.html
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/policy/policy-conflict-minerals.html
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米国議会は、ドッド・フランク法と、米国における民間企業向けのSEC開示規制に、紛争鉱物への対策を盛り
込みました。もっとも、この問題に対するインテルの取り組みは、これらの施行に先立って実施されています。
インテルはこれまでも時宜に適った公正なルールに従って活動してきましたが、SECのこの規制プロセスは、多
くの組織を話し合いの席に着かせ、この重要な問題に対する気運を幅広く維持する上で、大いに役立ってきた
と確信しています。2014年5月、インテルは最初の紛争鉱物申告書をSECに提出しました。この文書には、
インテルのデュー・デリジェンス・プログラムの説明と、インテルのクライアントPC向けマイクロプロセッサーおよ
びチップセット製品がDRCコンフリクト・フリーである旨が記載されました。

2012年の後半、全米製造業者協会、米国商工会議所、事業協議会は、SECの紛争鉱物開示規制の司法審
査を求める要望書を提出しました。インテルはこれら取引協会のメンバーです。ただし、これらの組織の立場と
インテルの立場は、必ずしも常に同じというわけではありません。さらにインテルは、複数のステークホルダーに
よる声明、「紛争鉱物ルールへの挑戦（Challenge to the Conflict Mineral Rule）」に署名し、この問題へ
の揺るぎないコミットメントを明らかにしました。この声明は、鉱物サプライチェーンの透明性に関する重要課題
の解決に向け、進行中の取り組みを今後も継続していくことについて、ステークホルダーの決意を示すものでし
た。

2013年6月、インテルは、EUにおける責任ある鉱物調達のイニシアチブについて取り上げた欧州委員会の公
開協議会に、書面で情報を提供しました。2014年3月、欧州委員会は、紛争地域/高リスク地域からの責任あ
る鉱物調達を推進するための提案書を公表しました。この総合的な提案書には、EUの「責任ある輸入業者」
による自己申告制度を確立するための規制の提案が含まれています。この共同通達には、ポリシーの測定基
準と、コンゴ民主共和国およびルワンダにおける新たな開発協力について、幅広い内容が付随しています。イン
テルは、EUがこの複雑な問題の解決に向け、鉱物採掘と紛争のつながりを断ち切るための行動をとろうとして
いることに支持を表明します。

私たちは引き続き、当社に納入される製品やコンポーネントがDRCコンフリクト・フリーなものであると合理的に
証明できるようなシステムとデュー・デリジェンスの手段を確立するために、これまで同様のエネルギーと努力を
注いでいきます。こうした活動はすべて、「コンゴ民主共和国またはその隣接諸国の武装勢力に資金または便
益を与えることのないタンタル、スズ、タングステン、金を製品に使用し、それと同時に地域内での責任ある鉱
物調達を支援する」というインテルの目標の達成に向けて行われています。これまでにも素晴らしい進展があ
りましたが、この問題に対する私たちの取り組みは、ビジネスパートナー、政府、NGOとともに、まだまだ続きま
す。この問題は大変重要であり、足踏みしているわけにはいきません。インテルはこれまでも常にそう考えてき
ました。コンフリクト・フリーを追求する私たちの取り組みの前には、まだまだ長い道のりが続きます。

まとめ

コンゴ民主共和国原産の紛争鉱物が当社のサプライチェーンに入り込んでいる可能性に気づいて以来、私たち
は切迫感をもってこれに対処し、解決を図ってきました。この問題への取り組みは、インテルにおけるその他の
重大なビジネス課題への対処と同じ方法で行われました。まず、実際の状況に関する情報をできる限り多く集
めました。自社の知識だけに頼るのでなく、この地域について専門的な知識を持つ外部の関係者や組織による
知見と経験談も広く求めました。当社のサプライヤーとも話し合い、この問題に対するインテルの切迫感を伝え、
当社の目標・期待を説明しました。私たちはコンフリクト・フリーを実現するサプライチェーンをたゆまず追求す
る取り組みの中で、同業者や政府高官と面会し、地球上を何十万マイルも移動して数知れない製錬業者と精
製業者を訪問しました。

http://www.sourcingnetwork.org/blog/2012/11/20/msg-statement-on-the-challenge-to-conflict-minerals-rule.html
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問題の紛争鉱物がサプライチェーンに入り込む可能性を減らすための最も効果的かつ効率的な方法として、
私たちが到達した結論は、鉱石が加工・精製される設備に重点を置くということでした。インテルとEICC and 
GeSI Extractives Working Groupのメンバーは、コンフリクト・フリー製錬プログラム（CFSP）と呼ばれる、
製錬業者と精製業者の適格性調査プロセスを策定しました。製錬業者と精製業者の適格性監査は継続的に
行われており、コンフリクト・フリーであると認められた業者のリストには、現在も定期的に新しい製錬業者と精
製業者が追加されています。私たちはこのプロセスが、検証可能な供給源からスズ、タングステン、タンタル、
金を調達するという目標に取り組む他の企業を支援する手段にもなると信じています。

こうした取り組みの結果、インテルは2014年1月、業界における重要な節目として、タンタル、スズ、タングス
テン、金についてDRCコンフリクト・フリーを実現したマイクロプロセッサーを製造するという自主目標を達成
したことを発表しました。私たちはこの発表を、世界最大のエレクトロニクス・カンファレンスである全米家電展
（CES）で行いました。この重要な取り組みへの参加を広く人々に呼びかけたいと考えたからです。インテル
や電子機器業界のサプライチェーンをコンフリクト・フリーなものにするため、私たちは今後もサプライチェーン
の検証と確立の取り組みを継続し、進捗状況に関する情報を提供していきます。この問題は完全には解決され
ておらず、これから先も、警戒を怠らないことが重要です。当社の取り組みと情報開示に対するご意見･ご感想
がありましたら、こちらからお寄せください。
www.intel.com/about/corporateresponsibility/contactus

詳細については、www.intel.co.jp/conflictfreeを参照してください。
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