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- 紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)調査実施マニュアル(サマリー版) - 2020年版

[1] はじめに

一次仕入先様

【凡例】 ：貴社にお願いする作業 ：集計ツールを用いた作業範囲

[3] 貴社にお願いする作業の流れ (【注】 貴社が製錬業者でない場合、貴社の仕入先様へ同様の調査作業を依頼してください。)
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• インターネットにアクセスして以下をダウンロード
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pdf/2020_cmrt.pdf 
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[留意点］
• 調査結果の回収まで多大な
時間を要することから、速やか
に仕入先様へ調査を依頼

[留意点］

• 商社等の非製造業
の場合でも、中間
仕入先様に該当
する場合は調査が
必要

 紛争鉱物調査は、数日から数週間といった短期間で仕入先様から調査結果を回収することは大変難しく、多大な時間を

要することが特徴です。

従いまして、調査依頼元から調査依頼を受領しましたら、速やかに貴社の一次仕入先様へ調査依頼をお願いします。

[2] 紛争鉱物調査実施のお願い

 紛争鉱物調査の大まかな流れ

1. 一次仕入先様から順に各社の仕入先様を辿り、製錬業者が最初にCMRT（調査票の名称）へ回答を記入

2. 仕入先様から回収した調査票の内容を集計し、提出用CMRTを作成の上、調査依頼元へ順に提出

留意点(昨年からの変更点)

調査票
(CMRT)

 本年調査のCMRTのバージョンは、Rev 6.01です。

下記のURLからダウンロードしてください。

 設問が追加/一部修正になったので注意してください。

 詳細は、「マニュアル詳細版」のP15~33をご参照ください。

集計ツール
 CMRTの改訂に伴い、昨年の調査で使用した集計ツールは、使用できません。

下記のURLから本年版集計ツールをダウンロードしてください。

 CMRTの自動作成機能を活用ください。
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① Declarationシート ② Smelter Listシート

[鉱山の所在地(国)]
製錬業者別に金属の原産国を記入。
・原産国が判明した場合： 国名を記入。
・不明の場合： 「Unknown」と記入。
・判明したが非開示の場合： 「Undisclosed」と記入。
・再生利用品又はスクラップの場合： 「再生利用品」又は「スクラップ」と記入

[4] CMRT Rev 6.01の記入例

記入が必要な主なシートは、｢Declaration」シートと「Smelter List」シートの2種類

① Declarationシート

• シート上部に記載されているCMRTのバージョンが”Rev 6.01”であることを確認

• 記入が必須の項目は、黄色表示

• 上から順に必須項目のドロップダウンを選択、または、回答を記入

• ドロップダウンを選択後に黒色表示された箇所は、記入不要

CMRT Rev 6.01の留意点

③ Product Listシート

• 「Declaration」シートの質問「範囲の説明」の回答が「B. Product (or List of Products)」の場合は、記入必須

• 調査依頼元から調査依頼を受けた製品や部品、材料等の品番を記入

- 紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)調査実施マニュアル(サマリー版) - 2020年版

＊ Checkerシート

• 各シートにおける必須項目への記入漏れをチェック

 記入漏れなし： 緑色

 記入漏れあり： 赤色

• Checkerシートは単なる記入漏れをチェックするだけであり、回答内容をチェックするためには、集計ツールを

用いたチェックが必要

② Smelter Listシート

• ｢Declaration」シートにおけるQ2の回答が”Yes”の金属がある場合、記入必須

• 製錬業者識別番号が判明している場合はA列に番号を入力

• 製錬業者識別番号が不明の場合は、B列から1列ずつ順番にドロップダウンを選択、または、回答を記入

• 黄色表示の項目については、ドロップダウンからの選択、または記入が必須

• 「Smelter Look-Up」欄のドロップダウンから業者名を選択した場合、現在回答している行の必須項目が自動入力

• 「Smelter Look-Up」欄のドロップダウンに業者名が無い場合は、ドロップダウンの最下位にある”Smelter not
listed”を選択し、黄色表示された箇所へ順に回答を記入

• 製錬所名が不明の場合は、「Smelter not  yet identified」を選択。

[シートの構成] ① ② ＊ ③

③ Productシート
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表示言語を選択。

バージョンを確認。

[申告範囲]
ドロップダウンから選択。

[記入日]
調査依頼元への提出日を記入。

設問1(Q1)から順に回答。

設問1(Q1)が「No」の場合、設
問2(Q2)以降回答は不要。

設問1(Q1)が「Yes」、設問
2(Q2)が「No」の場合、設問
3(Q3)以降回答は不要。

設問1(Q1)及び設問2(Q2)が
「Yes」の場合、設問3(Q3)以降
の回答が必要。

必須項目が未記入の場合、
黄色表示。

黒色表示された箇所への回答は禁止。

ここまでの必須項目(黄色表示箇
所)は全て記入。

[Smelter Look-Up（製錬所検索）]
必ずドロップダウンから選択。
ただし、選択肢に無い場合、「Smelter not listed」を選択し、
「製錬所名」「製錬業者所在地：国」欄へ必ず製錬業者の該当情報を記入。
（製錬所名は正式名称を必ず記入）
この場合、1つのセルには必ず1社のみの業者名を記入。
製錬所名が不明の場合は、「Smelter not  yet identified」を選択。

[製錬業者識別番号の入力列]
製錬業者識別番号が判明している場合はA列に番号を入力。入力した番号に基づき、
「金属」から「製錬施設所在地：州／県」まで自動入力される。（番地を除く）
不明の場合は、「金属」から入力。

[金属]
Declarationシートの｢設問2」にて「Yes」と回答した金属をドロップダウンから選択。



※ Product Listへの記入事項に関する説明です。CMRT帳票は開いたままで問題ありません。

1. inquiry_xxxxxxxx_xxxxxx.zip を展開(解凍)
依頼メールに添付されている圧縮(zip)ファイルを展開(解凍)すると、
依頼番号_紛争鉱物_sample_xxxxx_xxxxxxxx_xxxxxx.txt と CMRT帳票のフォームが保存されています。

2. txtファイルの開き方
txtファイルを右クリック→プログラムから開く→「メモ帳」又は「ワードパッド」を選択

3. CMRTへの貼付
メモ帳で開いた場合 ワードパッドで開いた場合

Poduct List



 

 

 

 

 

 
 CMRT 帳票"Product List"シートの C 列(製造者の製品名),D 列(備考)に貼付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B列を入力し、"Product List"完成 

(B 列の"製造者の製品番号"は貴社又はメーカ様の品番を記載ください) 

 

 




