2010年8月16日
セミナ ：生物多様性と日本の消費行動
セミナー：生物多様性と日本の消費行動
一言メッセージ

• 携帯電話に使われているタンタルを
携帯電話に使われているタンタルをコンゴ民主共和国で採掘
ンゴ民主共和国で採掘
する過程で、ゴリラが生息地の破壊や密猟などの被害を受け
ていることに問題意識

市民の力で、ヒトもゴリラも傷つけな
いエシカルケ タイをつくろう！
いエシカルケータイをつくろう！

• 使用済み携帯電話の回収を行い、その売却収益をゴリラ保
護団体に寄付
• 2008年の開始時からこれまでに約7700台の携帯電話を回収

国際青年環境NGO A SEED JAPAN
加治 知恵
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エシカルケータイキャンペーン

採掘に関連した様々な問題

〜ヒトもゴリラも傷つけないケータイをつくろう！〜

野生の生き物が傷つき、貴重な生態系が失われている
野生の生き物が傷つき
貴重な生態系が失われている
先住民族が先祖から受け継いだ土地を奪われている
児童労働や、劣悪な環境での労働が行われている
武装勢力の資金源となり、紛争の持続につながっている

エシカルな製品をメーカーに求める
※対象は携帯電話
※対象は携帯電話のみではない
はな

実行委員会
•

国際青年環境NGO A SEED JAPAN / FLAT SPACE / 国際環境NGO FoE Japan
/ アムネスティ・インターナショナル日本

ここでいうエシカルとは？

携帯電話など、私たちの身近な製
携帯電話など
私たち 身近な製
品にこうした採掘で得られた鉱物・
金属が使われているかもしれない。
金属が使われているかもしれない

以下のことに配慮して採掘された鉱物を使った製品
• 野生の生物を傷つけず、貴重な生態系を壊さない
• 先住民族・居住者の生活や土地を尊重する
先住民族 居住者の生活や土地を尊重する
• 児童労働や、劣悪な環境での労働を行わない
• 武装勢力の資金源となり、紛争を助長しない

私たちも関係している！
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市民の気づきを促し、賛同の声を可視化
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フジロックフェスティバル ‘10の
NGO Villageに出展

「メーカーの責任ある鉱物・金属調達」に関する
公開質問状の実施

• 7/30〜8/1の3日間

•実施：A
実施：A SEED JAPAN

• 賛同署名数： 209

•送付先：70社
z携帯電話メーカー 10社程度
zJEITA（社団法人 電子情報技術産業協会）役員企業 50社程度（一部携帯メーカーと重複）
z自動車メーカー 7社

頂いたメッセージ
頂いたメッセ
ジ
• 自分の使っていたケータイの中に
使われている部品がこういう問題
にな ていることを知らなか た
になっていることを知らなかった
• 自然にも、私たちにも、世界のこ
ども達にもやさしいものを使って
下さい!!
• メーカーも調達責任を!!
• エシカルケータイ使いたい!!
シカルケ タイ使 た
早く
広まってほしい!!

•送付日：2010年6月28日、
送付
年
締切
締切日：2010年7月14日
年

•質問内容：
z環境・人権に配慮した鉱物資源・金属調達を行うための方針や基準を策定しているか。
z調達している鉱物・金属について、供給先に原産国・供給鉱山などの情報を求めてい
るか。
z携帯電話、小型家電の主力製品について、どれだけの金属（レアメタルを含む）が使
われているか把握しているか。省資源、長寿命化、リサイクルの努力を行っているか。
（任意回答）
z採掘に関する環境、人権及び社会的基準の遵守を保証するための第三者認証制度
が確立された場合、それを利用したいか。 NGOとの対話など協働に関心はあるか。

配布資料でお配りしているので、
配布資料でお配りしているので
ぜひ賛同の署名をお願いします！
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「メーカーの責任ある鉱物・金属調達」に関する
公開質問状の実施
回答：16社
カシオ計算機株式会社
シャープ株式会社
株式会社東芝
日本電気（NEC）
株式会社日立製作所
ナソ ック株式会社
パナソニック株式会社
富士通株式会社
オムロン株式会社
株式会社 島津製作所
ソニ 株式会社
ソニー株式会社
太陽誘電株式会社
ティアック株式会社
オ
株 会社
パイオニア株式会社
ルネサス エレクトロニクス株式会社
ローム株式会社
三菱自動車工業株式会社

未回答：
三菱電機株式会社
HTC Nippon株式会社
ノキア・ジャパン株式会社
三洋電機株式会社
京セラ株式会社
ソニ エリクソン モバイルコ
ソニー・エリクソン・モバイルコ
ミュニケーションズ株式会社
日本サムスン株式会社
アルプス電気株式会社
沖電気工業株式会社
キヤノン株式会社
ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディン
グス株式会社
セイコーエプソン株式会社
ＴＤＫ株式会社
株式会社 村田製作所
旭硝子株式会社
株式会社 アドバンテスト
池上通信機株式会社
ＳＭＫ株式会社
ＫＯＡ株式会社
双信電機株式会社
田淵電機株式会社
株式会社 タムラ製作所
帝國通信工業株式会社
株 会社
TOA株式会社
株式会社 ディーアンドエムホー
ルディングス

ＤＸアンテナ株式会社
株式会社 デンソー
東光株式会社
ニチコン株式会社
日本アイ･ビー･エム株式会社
日本ケミコン株式会社
日本航空電子工業株式会社
日本光電工業株式会社
日本テキサス･インスツルメンツ株式会社
日本無線株式会社
日立金属株式会社
株式会社 日立国際電気
富士ゼロックス株式会社
富士電機ホールディングス株式会社
北陸電気工業株式会社
ホシデン株式会社
マスプロ電工株式会社
ミツミ電機株式会社
株式会社 山武
横河電機株式会社
株式会社 リコ
リコー
財団法人ＮＨＫエンジニアリングサービス
株式会社 フジクラ
トヨタ自動車株式会社
本田技研工業株式会社
産自動車株式会社
日産自動車株式会社
マツダ株式会社
富士重工業株式会社
ダイハツ工業株式会社
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「メーカーの責任ある鉱物・金属調達」に関する
公開質問状の実施
回答内容：
「質問1‐1
「質問1
1. 環境
環境・人権に配慮した鉱物資源・金属調
人権に配慮した鉱物資源 金属調
達を行うための方針や基準を策定していますか。」
A. 策定している。

10

B. 策定を検討して
策定を検討している。
る。

4

C. 策定していない。

1

その他

1

「質問2-1.調達している鉱物・金属について、供給先
に原産国・供給鉱山などの情報を求めていますか。」

7

A 求めている
A.

6

B. 求めていない

9

その他

1

質問4‐2. 鉱物資源・金属調達に関して、NGOとの対
話など協働に関心はございますか。
10
A 関心がある
A.関心がある。
4
B.関心はない。
2
その他、回答保留

調達方針が鉱物資源・金属にも適用され
ると う企業が多く ど ま 実行力がある
るという企業が多く、どこまで実行力がある
のか精査が必要。

求めている鉱物・金属
•金、すず、タングステン、タンタル
•タンタル（2）
タ タ （ ）
•タンタル粉、タンタルワイヤー
•レアメタル、レアアース
•具体的内容は公開できません

結果はA SEED JAPAN ウェブサイト
8
で近日中に公開予定。

