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JBCE and JEITA welcome that the EU:
 Aim to establish a market for responsibly traded minerals that originate in conflict regions.
 Follows the principles and processes set out in the OECD Due Diligence Guidance.
 Builds on industry initiatives that have already been put in place.
 Maintains focus on 3TG and excludes recycled materials.
JBCE and JEITA consider:
 Responsible sourcing from conflict affected and high-risk areas is deeply related to human lives and the
economic development in developing countries. The effort of industry alone cannot ensure responsible
sourcing from such regions. It is crucial to have the efforts of all national governments. In light of
promoting worldwide collaboration, the role of EU diplomacy is extremely important.
In this regard, the JBCE and JEITA has consistently argued that dialogue and engagement with
stakeholders is a key driver for creating value for business and society. The EU-Japan CSR Working
Group at government level as well as the EU-Japan Business Dialogue on CSR at business level could play
a key role in deepening collaboration.
JBCE and JEITA request:
 Timely disclosure of the planned Handbook by the European Commission on “conflict-affected and highrisk” (CAHR) areas to allow also non-EU companies operating within the EU to implement it.


More clarity regarding how the Commission’s non-exhaustive list of CAHR areas be aligned with
outsourced projects and other initiatives that would define CAHR.



Synchronisation of the listing and delisting of responsible smelters/refiners with the recognized (by EU)
supply chain due diligence industry schemes. Difference in timing of listing and delisting could be a
source of confusion for companies.



Focus on importers and set clear criteria for the certification of Responsible Importers, Smelters and
Refiners. JBCE and JEITA welcomes the Commission’s intention to publish a list of ‘responsible’ importers
who publicly declare their due diligence obligations as set up in the Regulation. Such criteria should
make use of the existing criteria such as CFSI’s Conflict Free Smelter Program and LBMA.

About the Japan Business Council in Europe (JBCE):
Created in 1999, the Japan Business Council in Europe (JBCE) is a leading European organisation
representing the interests of almost 80 multinational companies of Japanese parentage active in
Europe. Our members operate across a wide range of sectors, including information and
communication technology, electronics, chemicals, automotive, machinery, wholesale trade,
precision instruments, pharmaceutical, railway, textiles and glass products. Together, our member
companies represented in 2013 global sales of 1.4 trillion euros. Building a new era of cooperation
between the European Union (EU) and Japan is the core of our activities.

About the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA):
The Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), ranging from
materials to electronic components and semiconductors, from consumer electronics to industrial
system devices, from IT products to solution services. JEITA represents a large number of
companies in these sectors, many of which are active on the European market, both through local
manufacturing plants and research centers and through trade with the European Union.
Since 2011, the JEITA Responsible Minerals Trade Working Group has been working on.
(http://www.jeita.or.jp/english/).

JEITA
仮訳
「紛争鉱物」規則に関する合意案に対するJBCE及びJEITAの共同声明
2017年2月17日
JBCEとJEITAは、EUによる以下の行動を歓迎する
• 紛争地域産の責任ある鉱物の市場創出をめざしていること
• OECDデューディリジェンス・ガイダンスに定められた原則やプロセスに従うこと
• 既に導入されている業界のイニシアティブを基礎とすること
• 3TGに焦点を合わせ、リサイクル材を除外していること
JBCEとJEITAは、以下の通り考える
• 紛争地域及び高リスク地域からの責任ある調達は、途上国における人命や経済発展に深く関
わっている。企業側のみの取り組みでは、そうした地域からの責任ある調達を確実にするこ
とはできない。世界各国の政府の取り組みが重要である。世界的規模の協力の促進という点
から見て、欧州外交の役割は極めて大きい。
この点において、JBCEとJEITAは、ステークホルダーとの対話やエンゲージメントが事業及び
社会に対して価値を創出するための重要な要素であることを一貫して述べてきた。政府レベ
ルでの日-EU CSRワーキンググループ、及び事業レベルではCSRに関する日-EU実業家対話が、
連携を深めるために主要な役割を果たす可能性がある。
JBCEとJEITA は、以下のことを求める
• 欧州委員会の計画による「紛争及び高リスク（CAHR）地域」に関するハンドブックの適時開
示 を行い、EU内で経営する非EU企業も実施できるようにすること。
•

委員会の完全に網羅されていないCAHR地域リストが、委託によるプロジェクト及びCAHRを定
義するその他のイニシアティブといかに連携できるかについてのさらなる明確化

•

（EUによって）認められたサプライチェーンデューディリジェンスの業界スキームと、責任
ある製錬所及び精製所の上場及び上場廃止との同期化。上場及び上場廃止のタイミングの差
は、企業にとって混乱の基となる可能性がある。

•

輸入者に焦点を合わせ、責任ある輸入者、責任ある精錬所及び精製所の明確な認証基準を設
定すべきである。JBCEとJEITAは、規制に定めるデューディリジェンス義務の遂行を宣言する
「責任ある」輸入者のリストを発表するという委員会の意図を歓迎する。このような基準に
は、CFSIの紛争フリー製錬業者プログラム及びLBMA等の現行の基準を活用すべきである。

Japan Business Council in Europe（JBCE）について
Japan Business Council in Europe（JBCE）は、1999年に、在欧の多国籍日系企業約80社の利
益を代表する非営利組織として設立された。JBCEは、情報通信技術、エレクトロニクス、
化学、自動車、機械、卸売業、精密機器、製薬、鉄道、織物、ガラス製品等、幅広い部
門の企業で構成されている。 JBCE会員 の2013年の世界市場での売上高は、総計1兆4000億
ユーロに達する。欧州連合（EU）と日本の新たな協力の時代を構築することが、JBCEの
活動の中核となっている

Japan Electronics and Information Technology Industries Association（JEITA）について
JEITA （ Japan Electronics and Information Technology Industries Association）は、電子部品・
素材及び半導体、家電、産業システム機器、IT 製品からソリューション・サービス等、
幅広い分野の多くの企業を代表する組織である。それらの企業の多くが現地製造工場や
研究センター、欧州連合との取引を通して欧州で活発に活動している。2011 年以降、
JEITA の責任ある鉱物調達検討会が紛争鉱物案件への対応を行っている。
(http://www.jeita.or.jp/english/).

