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要  約 

 

この報告書ではカナダの鉱業セクターにおける企業の社会的責任（CSR）の概念を紹介する。鉱業セクタ

ーが直面する現代における重要な問題について、関連するステークホルダーの観点からこれらの問題に関

する措置や対応について説明する。さらに、この報告書では鉱業会社の対応について考察すると共に酸性

坑廃水に焦点を置いて 近のカナダにおける環境問題に対応する技術の発展にも注目する。 

 

鉱山操業において重要な持続可能性の問題についてステークホルダーの活動の増加により、鉱業におけ

るCSRの重要性が高まっている。気候変動、エネルギー需要、資源の欠乏、人口増加、グローバリゼーショ

ンのような環境問題/社会問題への意識の高まりによってステークホルダーは対応を迫られ、CSRの課題へ

の取り組みの動きが高まっている。企業はコミュニティに積極的に接触し、環境への悪影響を 小化しつ

つステークホルダーに利益を生み出す方法を模索している。ステークホルダーの企業パフォーマンスに対

する期待がカナダのCSRの動きの高まりの主要因である。カナダの鉱業におけるステークホルダーとしては

先住民グループ、投資家、非政府組織、政府、産業連合会、従業員、労働組合、地域コミュニティ、顧客、

サプライチェーンパートナー、及びメディアが含まれる。ステークホルダーからの圧力に対して、企業は

その影響を認め、従来の株主に対する責務だけではなく幅広く多様なステークホルダーに対して責任を負

うという意識が高まっている。CSR問題に関する誓約、透明性、パフォーマンスの欠如によって鉱業会社が

鉱物資源を探査、抽出、生産する能力が危機にさらされる可能性もある。ファーストネーションズ、メテ

ィス及びイヌイットを含む先住民グループとの関係はカナダにおいては特に重要である。鉱業会社は鉱山

開発を申請する土地や隣接する土地の先住民グループと法律によって必ず話し合いを行うことが要求され

ている。先住民グループに関する主要な環境上、社会経済上の問題には移転、空気、水、土地及び生物多

様性に関する環境的な影響、物理的/宗教的サイトの破壊、コミュニティの団結の喪失、及び意思決定に関

する関与の度合いなどが含まれる。先住民グループは鉱山操業、雇用、移転、コミュニティの健康及び幸

福、意思決定や合意などに深く係わっている。 

 

投資家は主に企業を取り巻く気候変動、環境の劣化、ステークホルダーの活動などの問題から発生する

環境、社会的、ガバナンス上のリスクを懸念している。投資家は鉱業会社に対して株主提案の提出、公開、

報告に関する正式な手順の要求、透明性の要求、リスクの高い投資をなくすための責任ある投資の原則に

基づいた投資の精査などの手段によってCSR問題への対応へ圧力をかける。非政府組織(NGO)には様々な価

値観、問題、戦略、理論を持つ組織の多様なグループが含まれる。1つの問題に集中するNGOもあれば、幅

広い様々な問題をカバーするNGOもある。NGOが懸念する も主要な現代の3つの問題には気候変動、生物多

様性および水資源が含まれる。これらの問題及びその他の問題に対応するために、NGOは抗議活動、法的措

置、一般大衆の意識向上キャンペーンを含む敵対的活動から、相互利益のための戦略的パートナーシップ

まで様々な企業と関連し活動している。 

 

連邦、州、準州レベルの政府を含むカナダ政府は重要なステークホルダーである。これらの政府はベス

トプラクティスの採用を補助するための政策を立案し、環境を汚水や劣化から保護し生態系や生物多様性



- 2 - 

の保護、従業員の健康と安全を保護するための法律を制定する。 近になって、政府は連邦レベル及び複

数の州レベルで気候変動の規制枠組みの整備に大きな焦点を当てている。カナダ鉱業協会も程度は異なる

がCSR問題においてリーダーシップを示している。カナダ鉱業協会は“持続可能な鉱業に向けて”と呼ばれ

るイニシアチブを掲げ、カナダにおけるCSR問題に、先頭をきって取り組んでいる。国際レベルでは、国際

金属/鉱業評議会（ICMM）がCSRに関連する10の原則の実施と報告に焦点を当てた持続可能な開発枠組みに

よって鉱業界に影響を与えている。 

 

CSRパフォーマンスへの対応を要求するステークホルダーの多様性及び事業を行う上での社会問題/環境

的問題の増加を受けて、鉱業会社は従来の利益追求という目的だけではなく、どうすれば高まる企業責任

の時代で成功できるか、という課題が出てきた。カナダの主要企業はCSR問題への対応をとっており、ステ

ークホルダーの懸念に対応している。カナダで事業を展開する企業による対応をみるとCSR戦略及び義務を

管理するための新しい管理体制が表れ始め、CSRレポートやその他の情報伝達を通じてパフォーマンスの公

開の動きが出ている。 

 

カナダにおける環境にやさしい鉱業技術の発展は重要であり、積極的な政府や複数の鉱業会社によって

このような技術の発展が促進されてきた。新しく開発され始めた科学や産業ネットワークを活用する企業

はライバル企業に先駆けて先端技術を導入することを目指している。これは、ステークホルダーの懸念が

科学と結びつくことで拡大していく現在ではさらに重要度を増している。CSRと鉱業の未来は生物の多様性

の喪失、水不足、生態系の変化、社会的公平性のような重要な問題を中心に展開していく可能性が高い。

このような問題は独立したものであり、全体的な戦略によって対応すべきである。 

 

CSR問題が展開する速度及び深さ、複雑性、問題の相関性によって企業からの同じように適応性があり洗

練された対応にも効果が求められる。技術も大切な要素の一つである。様々なステークホルダーとコミュ

ニケーションをとりつつ協力して問題に取り組むことも重要である。21世紀に成功する組織はCSR問題に機

敏に対応し、このような問題が提起するリスクやチャンスをコントロールできる組織であろう。 
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概  要 

 

DeloitteではCSRが鉱業セクターの重要な成功要因として果たし続ける重役な役割を認識し、日本の独立

行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）からの要請を受けカナダにおけるCSRと鉱業の現状に

関する本報告書を作成した。本報告書の目的はCSR及び鉱業会社、鉱業セクター全体が取り組んでいる重要

な問題を紹介することである。本報告書は7つのセクションに分かれており、各セクションでカナダ鉱業に

おけるCSRの異なる側面について説明している。セクション1ではカナダにおけるCSRの背景と現状について

説明し、併せてCSRに関する現状の行動要因、カナダ鉱業、その影響、影響を受けるステークホルダーの概

要も説明する。 セクション2ではカナダにおける鉱業によって影響を受ける主要なステークホルダーに関

する議論、各グループに関連する問題、例を挙げたステークホルダー活動の概要を紹介する。セクション3

ではカナダ鉱業におけるCSRの動きに対するカナダ政府の対応について説明する。政府が対応している5つ

のCSR問題に関して提供される連邦/州政策の概要が提供される。セクション4では関連する産業連合会及び

関連する産業基準について説明する。 セクション5では個々の鉱業会社のCSRに対する対応について検証し、

分析や事例を通じて7つのCSR問題に関する主要カナダ鉱業会社のベストプラクティスに焦点を当てる。セ

クション6では鉱業セクターにおけるCSRの将来の流れについて考察する。 後に、セクション7では酸性坑

廃水の問題に焦点を当て、鉱業産業における環境技術の 近における発展を紹介する。本報告書の重点は

カナダ鉱業であるが、カナダで登録されている企業は世界100カ国以上で8000以上の探査及び採鉱権益を持

っており※１、その範囲は国際的である。この結果、カナダ企業はローカルな政策、規制及びステークホル

ダーに影響を受け、また国際基準や組織に影響を受ける。カナダへの焦点に加えて、関連性がある場合に

は国際的な現状についても論じる。 

 

本報告書では広く一般的に利用可能である情報を観察や結果の基礎として使用した。本報告書で慣行に

ついて論じることは、企業活動の是認することを意味するわけではなく、本報告書は全般的に、総論、各

論を問わず個別企業の持続可能性パフォーマンスの評価を行うことを目的としていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
※1：カナダ天然資源省 2008. カナダの鉱物及び金属に関する重要な事実 2009年3月25日にウェブサイトにアクセスwww.nrcan.gc.ca 
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1. 鉱業セクターにおける社会的責任に関するカナダの現状 

1.1 企業の社会的責任の定義 

 

北米におけるコーポレートシチズンシップは初期の慈善事業形式から大きく進化を遂げた。今日、企業

にはその能力を生かして貧困、気候変動、エネルギーセキュリティ、社会的不正、資源の枯渇といった社

会が直面する も重大な課題を解決する可能性があるという考え方が広まっている。企業は経済推進役、

雇用主、資源使用者、技術革新者として持続可能なコミュニティの発展において重大な役割を果たすこと

が可能である。企業が事業上の利益と社会的目標の両方を追求するという役割は比較的新しい概念である。

“持続可能な開発”は1987年の環境と開発に関する世界委員会の出版物「Our Common Future ※２」におい

て“将来の世代が自身のニーズを満たす能力を損なうことなく現在のニーズを満たす開発”として始めて

定義された。めまいを起こさせるような様々な用語（例：持続可能な開発、企業倫理、企業の社会的責任、

持続可能性、“グリーン”）が既に複雑な分野に不必要な複雑性を追加した。１つの普遍的な定義という

のは存在しないため、この概念の適用が難しいという事実は驚くに当たらない。例えば、カナダ政府は持

続可能な開発に関するブラントランド定義を使用してきれいな空気/水、エネルギー、気候変動などの多様

な問題に取り組んでいる。また、カナダ政府ではCSRという用語を使用して企業がより資源効率を上げ、よ

り上手にリスクを管理し、従業員とのコミュニティ関係を高める様々な方法について言及している。 

 

企業の社会的責任 (CSR)の定義 

産業省、カナダ政府 

“民間セクターが自身の活動の経済的、社会的、環境的義務を組み込む方法。また、CSRには社会的

/環境的課題に対して革新的で先を見越したソリューションの開発や内部/外部ステークホルダーと

協力してCSRパフォーマンスを向上させることなども含まれる。” 

経済協力開発機構(OECD) 

“持続可能な開発とは人間の福祉に関する幅広い見方、今日の活動がもたらす結果に関する長期的

な視野、及び実現可能なソリューションに到達するための市民社会の十分な関与を意味する。” 

欧州委員会 

“企業が自発的に自身の事業及びステークホルダーとの関係に社会的、環境的問題を組み込むこと

によってよりよい社会、より清潔な環境に貢献しようと決断する概念” 

持続可能な開発のための世界経済人会議 (WBCSD) 

“CSRは企業が従業員、その家族、地域コミュニティおよび社会と協力して持続可能な経済開発に貢

献して生活の質を向上させようというコミットメントである。” 

 

企業がコンプライアンス（法令義務の遵守）に集中した“環境的責任”として始まった概念が大幅な広

がりを見せ、経済的/社会的側面も含むようになった。また、企業は行動規範や責任ある企業慣行の原則の

概要を定めた自発的合意も支持している。CSRには法令コンプライアンス、産業及び複数ステークホルダー

による自発的イニシアチブ、企業レベル活動なども含まれ、動的な概念と考慮されるべきである。本報告

書では企業の社会的責任（CSR）という用語を使用して企業がどうすればそのプロセスを管理してステーク

ホルダーに価値を生み出しつつ、コミュニティにポジティブな影響を与え、環境への悪影響を 小化でき

るかを説明する。 

 

多くの場合、CSR戦略、措置、ツールは、特に労働、資材、エネルギー及び設備コストの増加と有能な従

業員を引き付け保持する難しさといった鉱業セクターが経験する基本的な運営リスクに対応するための実

践的なアプローチである。 

 

                          

※2： Bruntland, Gro H. 1987. 我々の共通の未来 環境と開発に関する世界委員会 オックスフォード大学出版. 
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1.2 CSRにおける現在の傾向 

このセクションではカナダにおける鉱業に影響を与える重要なCSR傾向について説明する。 

 

図1 - 企業の社会的責任に影響を与えるグローバル要因 

(出展：Deloitte)  

  

 図1で示されている通り、5つのグローバル要因がカナダにおける企業の社会的責任の問題に影響を与え

ている。企業は気候変動、エネルギー需要の高まり、資源の欠乏、グローバリゼーション、人口増加がも

たらすリスクとチャンスを認識し、これらに対応する必要がある。以下ではこれらの傾向についてさらに

論じる。 

 

グローバル要因 

気候変動 エネルギー需要 資源の欠乏 人口の増加 グローバりゼー

ション 

世界的/国内的な環境/社会的問題の意識/重要性の高まり

ステークホルダー 鉱山ライフサイクル 

政府/国民 

投資家 

顧客 

従業員 

地域社会 

サプライヤ 

環境/人権グループ 

探鉱 

開発 

操業 

閉山 

問題に関する株主/

一般の活動 

連合及び投資家

グループ 

透明性及びコミュニ

ケーションの需要の

高まり 

規制、報告、監視

の高まり 

新しい法律及

び基準 

CSR報告及び検

証の義務化 

市場の需要の

移り変わり 

持続可能な選択

肢を好む消費者 

持続可能性が価値とブ

ランドの価値を向上さ

せる鍵となる。 
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ⅰ. 気候変動 

 

産業革命以来、大気中の温室効果ガス（GHG）は今までにないレベルにまで上がっている。気候変動に関

する政府間パネルの2007年の報告書では“世界的な大気/海洋温度の増加、雪や氷の溶融の拡散、世界的な

海面の上昇から分かるように気候システムの温暖化は明らかである。Komejirushi※３”と断じている。1750

年以来のGHGの世界的増加は化石燃料の使用、森林伐採、都市化及び産業活動といった人間の活動の結果で

ある。カナダは世界の人口の0.5%を占めており、世界の温室効果ガス排出合計の約2%を排出している。カ

ナダは人口あたりの排出量では世界でも も高い国の1つと考えられている。カナダは人口密度の低い広い

国土を持つ国であり、莫大な移動距離、寒冷な気候及び資源ベースの経済によってエネルギーに対する需

要が高くなっている※４。カナダでは既に気候変動の影響が明白である。既に観察済みの影響としては氷河

や雪の溶解の広がりによる川や湖の水位及びピークイベントの変化、栽培期間の長期化、生産性の増加及

びいくつかの動物の移動パターンの移り変わりなどが含まれる※5。 

 

図2では気候変動の影響とそれに対する電気、人間の健康及び水質への影響の複雑な相関関係を例示して

いる。カナダ天然資源省が実施した影響分析によると、影響は累積しており、エナジー的である。例えば、

気温の増加によって産業、農業、電力及び複数の用途において使用できる水量が減少する。 

 

熱ストレスの
増加

水温の上昇

夏の気温の上昇

異常気候イベント

の増加

電気使用/需要の増加

電線喪失の増加

負傷リスクの増加

水位及び流量の低下

水力ポテンシャル

の低下

大気質の問題の
増加

化石燃料排出の増加

灯火統制や停電リスク
の増加

送電/電力供給障害の

増加

健康への影響

気候変動

原子力発電所/火力発電所

における冷却効率の低下

 

図2 – 気候変動による複雑な相関関係と影響 ※６
 

（出展：Deloitte） 

 

 

                          
※3： IPCC, 2007: 政策立案者のための概要 : 気候変動 2007: 物理科学の基礎. 気候変動に関する政府間パネルの第四回分析レポートへの
作業グループ Iの貢献 [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Avery, M.Tignor 及び H.L. Miller (eds.) 

ケンブリッジ大学 出版 イギリス、ケンブリッジ 

※4： カナダ統計局2008. 人間活動と環境2009年3月にオンラインでアクセス: 

http://www.statcan.gc.ca/pub/16-201-x/16-201-x2007000-eng.htm 

※5： Lemmen, D.S., Warren F.J., and J. Lecroix. 2008. 総合: 影響から適応まで: 気候変動とカナダ 編集D.S. Lemmen, F.J. Warren, 

J. Lecroix 及びE. Bush. カナダ政府、オタワ、オンタリオ州. 

※6： 同上                   



- 7 - 

ⅱ. エネルギー需要の増加 

アメリカエネルギー情報局(EIA)※7では図3に示されている通り世界のエネルギー消費量は2030年までに

50%増加すると予想している。現在の経済状況及び長期にわたって継続すると予想される世界的な石油価格

の高騰に関わらず世界的な需要は増加し続けることが予想されている。世界的に増加し続けるエネルギー

需要は中国やインドを含むOECD非加盟国からの需要の結果である。2030年までには、OECD非加盟国からの

エネルギー需要は85%増加することが予測されている※8。原油、石炭及び天然ガスのような化石燃料ベース

のエネルギー源がここ当分の間のエネルギーの大半を供給すると見込まれている。 

 

 

図3 - 2030年までの世界的エネルギー消費量の予想 ※９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
※7： エネルギー情報局 2008. 国際的なエネルギーの見通し2008.2009年5月8日にオンラインでアクセス: 

http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/highlights.html 

※8： 同上 

※9： エネルギー情報局 2008. 

OECD非加盟国 

1000兆ＢＴＵ 
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ⅲ. 資源の不足 

 農業、林業、工業及びエネルギーによる天然資源の消費と都市化の拡大はカナダにおける資源の不足の

主要な原因の1つである。人間の活動は生態系や生態系が活発な経済や健康なコミュニテティにおいて必要

とされる製品やサービスを生産し続ける能力に影響を与えている。2005年に、生態系と人間生活との関連

を検証する も強固なイニシアチブであるミレニアム・エコシステム・アセスメント（MA）※10が発表され

た。この研究の完了までには4年間の歳月がかかり、過去50年間の世界的な生物多様性及びエコシステムの

健全さの低下率は今までに類を見ないものであったことが明らかとなった。この結果、高品質な資源の適

切な供給量を確保することが政策決定者及びこのようなシステムに依存する再生可能資源セクターの主要

な関心事となった※11場合によっては、土地や資源の管理を行うことによって、森、湿地、陸地のようなエ

コシステムに回復不可能な破壊が起きたこともあった。土地の劣化、水質汚染、及び生物多様性の損失は

気候変動の影響によってさらに悪化するであろう重要な問題である。 

 

ⅳ. グローバリゼーション 

東西冷戦終了後に社会的なビジネスのチャンスが増加した。1980年代のアメリカ政府とイギリス政府の

経済自由化政策の結果、ビジネスの規制上/経済上の制約が劇的に緩和され、グローバリゼーション自体も

さらなる広がりを見せた。1990年代には国境が貿易や開発に対して開かれ、非産業国家における鉱業が飛

躍的増加を見せた。国際企業は地域の規制、文化的/社会的期待、環境条件などの高まり続ける複雑性への

対処を迫られた。さらに、グローバリゼーションの初期の段階はコントロールされない成長が環境、原住

民文化、地域コミュニティ、人間の健康全体に及ぼす影響に関する社会的な意識の変化が起きる 中に発

生した。1990年代後半には特に非産業国家において環境的/社会的パフォーマンスが望ましくないと考えら

れる企業に対してアンチグローバリゼーション活動が爆発的な高まりを見せた。情報や技術へのスピーデ

ィなアクセスが可能となったことがこの傾向に影響を与えた。この結果、新しい基準やガイドラインを作

成して企業の行動やステークホルダーとのコミュニケーションを改善しようといういくつものイニシアチ

ブが出現した。このようなイニシアチブにはOECDの多国籍企業ガイドライン、グローバルレポートイニシ

アチブ、カーボンディスクロージャープロジェクト、及び鉱業/持続可能な開発に関するベルリンガイドラ

インが含まれる。 

 

ⅴ. 人口の増加 

1970年から2000年にかけて世界の人口は60億人に倍増しており、2050年にはさらに50%増えて約90億人に

まで増加することが予測されている(図4参照)。カナダでは、1900年から2006年にかけて人口が6倍増加し、

3200万人まで増えた※12。人口の増加によって、天然資源の消費の増加によって、天然資源の消費の増加、

都市開発の拡大及びエネルギー使用の増加などが発生する。さらに、自然システムへのストレスも増加す

る。鉱物や鉱業製品に対する持続できない可能性もある需要の増加によって水、土地、生物多様性及び大

気システムが効果的に機能する能力にさらなる影響が及ぶ可能性がある。 

 
 

 

 

 

 

 

                          

※10：ミレニアム・エコシステム・アセスメント 2005. 生態系と人類の福利: 総論 Island出版、ワシントンD.C. 

※11：同上. 

※12：カナダ統計局2008. 人間活動と環境 2009年3月にオンラインでアクセス: 

http://www.statcan.gc.ca/pub/16-201-x/16-201-x2007000-eng.htm 
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図4 - 2050年までの世界の人口予想※13 

 

上記で論じたすべてのグローバル要因（気候変動、エネルギー需要、資源の欠乏、グローバリゼーショ

ン、及び人口増加）は独立した相互に関係する要因であり、カナダ鉱業セクターに影響を与える。少なく

とも、このような要因は電力費用、採掘可能資源、水の利用、そして究極的には鉱業会社の業務の利益に

影響を与える。 

 

1.3 積極的なステークホルダー 

ステークホルダーによる企業パフォーマンスへの期待がカナダのCSR運動における主要な促進要因であ

る。このような期待についてはセクション2で詳細に説明するが、いくつかのステークホルダーに関する問

題をここで例示することによって説明したい。 

 

購入決定が環境や社会に与える影響について懸念する消費者はこのような影響を 小化する、もしくは

完全になくす商品を求めて購入することによって意思表示をしている。2002 年の GlobeScan 調査※14では

66%のカナダ人が前年に“企業の社会的パフォーマンスを理由にその会社に対しムチを与えたりアメを与え

たりした。”と回答した。｢ムチを与えた｣とはある企業からの製品やサービスの購入を拒否したことを意

味し、「アメを与えた」とは消費者が企業パフォーマンスを理由に意識的に製品を購入したことを意味す

る。 近のGlobescanの結果はこの傾向が継続していることを示唆している。2009年には47.6%のカナダ

人がサービスもしくは製品の環境に与える影響のために購入行動を変更したと回答しており、2008 年の

43.3%から増加している※15。 

 

 

                          
※13： 国際連合、世界的人口の見通し: 2004年改正版(ミディアムシナリオ), 2005. 

※14 GlobeScan. 2002. 企業責任指数 (旧Environics International) 2009年4月2日にオンラインでアクセス: www.globescan.com 

※15：Globescan. 2009. Greendex 2009: 消費者の選択と環境 — マーケットバスケットレポート ナショナルジオグラフィック協力 2009

年5月21日オンラインでアクセス: 

http://www.nationalgeographic.com/greendex/assets/Market_Basket_Report_May09.pdf 

10億 

発展途上国 

先進国 
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環境条件と生活の質との間の関連性に関する意識の高まりが人々の懸念に拍車をかけている。カナダ政

府は健康と福利に関する問題に取り組み、環境問題はカナダ人の生活の質に直接的及び間接的な影響を与

えていると断定した※16。個人やコミュニティが質の悪い水に起因する水媒介の病気、空気の質の低下や粉

塵による呼吸器系疾患、食品関連の病気の増加、下痢及び化学/生物汚染物質によって発生する病気や西ナ

イル熱のような新しい病気にさらされる可能性がある※17。カナダ国民や市民運動グループは健康と環境の

間の関連性を取り上げて、一般大衆の間での関心や活動を広げている。 

 

1.4 カナダにおける鉱業の概要 

鉱業はカナダ経済において重要な貢献を果たしている。カナダは世界最大の金属/鉱物産出国の1つであ

り、2007年の総生産額は404億ドルと概算されている。ニッケルと銅は生産額トップの鉱物であり、それに

カリウム、鉄鉱石、金、亜鉛、セメント、ダイアモンド、石材、砂及び砂利が続く。表1では上位10種類の

鉱物の量と金額を示す。 

 

2007年には、鉱業産業はカナダ経済において417億ドルの貢献を果たしたが、これは林業の8倍、農業の2

倍である。同じ年に、鉱物及び鉱物製品の輸出額は810億ドルであり、総輸出額の18.1%を占めた。主要な

輸出製品にはアルミニウム、銅、ニッケル、金、亜鉛、鉄鉱石、鉄、鋼鉄、ウラン、カリウム及びダイア

モンドが含まれる。 

 

アメリカは2007年には494億ドルの輸出額で総鉱物/鉱物製品輸出額の58.6%を占める。その他の輸出先に

はEU(20.3%)、イギリス(10.2%)、ノルウェー(4.1%)、日本(4%)、中国(3.6%)及びメキシコ(0.8%)が含まれ

る※18。鉱物開発の大半はオンタリオ州、ブリティッシュコロンビア州、ケベック州で行われる。図5では

主要なプロジェクトについて説明している。 

 

表1 - カナダにおける鉱物産出量トップ10 (2008) 

鉱種 
量 

(千トン*) 

金額 

(100万ドル) 

ニッケル 245 9,902 

銅 577 4,533 

カリウム 11,426 3,142 

鉄鉱石 33,158 2,512 

金（kg） 100,156 2,376 

亜鉛 585 2,087 

セメント 14,737 1,802 

ダイアモンド(ct) 17,007 1,445 

石材 145,825 1,333 

砂及び砂利 234,658 1,317 

（出展: Natulal Resources Canada 2008） 

 

 

 

                          
※16： カナダ政府 2004. 気候変動の影響と適応: カナダからの視点 カナダ天然資源省. 

※17： カナダ保健省2009. 気候変更の健康への影響 2009年4月2日にオンラインでアクセス: www.hc-sc.gc.ca 

※18： カナダ天然資源省2007. カナダ鉱物イヤーブック2007. 2009年4月14日にオンラインでアクセス: www.nrcan.gc.ca 
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図 5 - カナダの主要な鉱業プロジェクト地図 

 

1.5 鉱業セクターの社会貢献 

 地球の鉱物資源は数百万のカナダ人や世界の市民の生活の質を支える上で不可欠である。カナダで採掘され

る鉱物は輸送、建設、航空宇宙、通信、防衛、医療分野などの様々な製品及びサービスで使用されている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱物製品は建築資材（例：コンクリート、レンガ、鋼材）エネルギーや水の供給（例：銅パイプ、電気

ワイヤ、パイプライン）、環境対象（例：触媒コンバータでプラチナ族金属を使用すると汚染を軽減でき

る）、人や製品の輸送（例：自転車や鉄道における様々な金属）、医薬や医療技術（例：診断用のX線）及

び高級品（例：電話、コンピュータ、宝石などにおける銅や貴金属）で必要とされる※19,※20。 

鉱業では地域の労働力の育成、地域ビジネスの収益、及び政府事業を補足するようなインフラ整備やサ

ービスの提供を通じて地域経済発展をもたらす。 

 

 

 

 

 

 

                          
※19： Draper, Diane. 2002. 我々の環境: カナダからの視点 スカボロー: Nelson Thompson Learning. 

※20： オンタリオ州政府2006. オンタリオの鉱業開発戦略 
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1.6 鉱業セクターの課題 

鉱物や鉱物製品がカナダ経済および生活の質にもたらす価値は疑いの余地はない。ただ、一般市民や投

資コミュニティのようなステークホルダーの間でこのような物質がどうやって発見、抽出、精製され、そ

して消費者製品や処分場で使命が終わるのかに関する懸念が高まっている。鉱業によって影響を受ける土

地はカナダの総土地面積の0.03% (279 477 ヘクタール)であると見積もられる一方で※21、現在の鉱山操業

の活発な活動及び27,000あると見積もられている休廃止鉱山によって、カナダ地域社会に重大な環境的/

社会的懸念が生じている※22。 

 

影響の規模や種類は抽出される物質、地域、当該エリアの地形的/水質的特徴、プロジェクトが運営され

る地域における文化や地理、プロジェクトライフサイクルの側面によって大幅に異なる。 

 

カナダ政府は鉱山のライフサイクルにおいて探査、開発、操業、閉山の4つのステージを設定している※23。

各ステージにおいて、環境及び影響を受けるステークホルダーに対して利点もしくは影響がある。そのた

め、ライフサイクルステージは鉱業に関連する環境的/社会的問題の例を説明するためのシンプルな枠組み

を提供する。表2では各ステージにおける鉱業活動、社会的/環境的影響の可能性、影響を受けるステーク

ホルダーグループをまとめている。これは包括的なもの、というよりは各鉱業サブセクターに関連する共

通の問題を説明することを意図している。 

    (出展：Deloitte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

※21： オンタリオ州政府2006.  オンタリオの鉱業開発戦略 

※22： カナダ天然資源省2007. 意思決定サポートプロジェクトにおける鉱山サイトの持続可能な管理と再生 2009年4月1日オンラインでア

クセス: http://ess.nrcan.gc.ca/2002_2006/sdki/mine/site_rehab_e.php 

※23： カナダ政府2006. 先住民コミュニティ用採鉱情報キット 2009年4月オンラインでアクセス: www.nrcan.gc.ca 

鉱物製品の需要 

鉱業の影響 グローバルなニーズ

の緊急性 

合致 
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表2 - 鉱業活動、影響及び影響を受けるステークホルダー※24, ※25,※ 26 

段階 鉱業活動 可能性のある社会的/環境的影響 

影響を受けるス

テークホルダー

の例 

鉱床探査 

□以下を含む探査活動: 

- プロスペクティング 

- サンプリング及び地質マッピング 

- ボーリング 

- 環境アセスメント 

 

□土地への影響及び野生動物への影響 

□水質・地質汚染 

□廃棄物による水質への影響 

□コミュニケーション不足によるその他の土

地利用者および地域コミュニティとの衝突 

□アクセス道路による、狩猟者、レクリエー

ションを楽しむ人々及び全地形対応車の生

態系的に敏感なエリアへの侵入 

□例えば、先住民コ

ミュニティは新規鉱

山サイトによる従来

の自給自足パターン

や野生動物の移動ル

ートへの影響につい

て懸念している。 

 

鉱山開発 

□以下を含む鉱山開発: 

- 技術、環境、社会経済的影響分析 

- 鉱山設計図の作成 

- 許可及び免許 

- ステークホルダーとの協議 

- 施設建設 

□土地及び生物多様性に対する影響 

□粉塵によるコミュニティの大気汚染への影

響 

□水質への影響 

□先住民の自給自足パターンの変更 

□コミュニティの収入格差の広がり 

 

□例えば、非政府組

織は鉱山開発によっ

て発生する環境への

影響（例：生物多様

性、水、気候変動）

について懸念してい

る。 

鉱山操業 

□以下を含む鉱山操業: 

- スタッフの雇用と研修 

- 掘削と生産 

- 廃さい管理 

- 採鉱進行状況の監視、EHS、コンプラ

イアンスなど. 

 

□廃さいダムやズリ堆積場からの土地や河川

への溶出 

□鉱山及び道路粉塵による大気汚染 

□動植物生息環境の喪失及び野生動物への影

響 

□粉塵によるコミュニティの大気汚染下 

□酸性鉱山廃水及び汚染 

□メタンの排出及びエネルギー消費による気

候変動 

□投資家は評判リス

クのような環境的、

社会的責任の可能性

について懸念してい

る。 

 

閉山 

□以下を含む閉鎖及び再生: 

- 従業員の解雇 

- サイトの停止 

- 復旧 

- 閉山後の活動 (例：サイト監視) 

□酸性鉱山廃水の長期的な影響 

□水や土壌の汚染の可能性 

□地域経済の発展可能性の低下 

□地域の失業増加と人の流入によるコミュニ

ティの団結や経済基盤へのダメージ 

□地域コミュニティ

は雇用の喪失や経済

発展の阻害について

懸念している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

※24： 国際連合環境プログラム 2000 鉱業と持続可能な開発 : 課題と展望 UNEP技術、産業、経済部門 2009年3月26日にオンラインでアク

セス: www.uneptie.org/scp/ 

※25： Macdonald, Alistair. 2002. 移り変わりつつある産業: 北米鉱業セクターのプロフィール Talmac Consultingと持続可能な発展のた

めの国際研究所（IISD）が鉱業、鉱物及び持続可能な発展(MMSD)のために作成した報告書 

2009年3月26日にオンラインでアクセス: www.iisd.org 

※26： Johnson, MichaelとPhil Tanner. N.d. 鉱山サイト再生及び生態系再建が生物多様性にもたらす利点 

国際開発研究センター(IDRC). 

2009年4月1日にオンラインでアクセス: www.idrc.ca  
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2.カナダにおけるステークホルダーとCSR 

2.1 ステークホルダーの状況 
 

持続可能性の問題の複雑性と相互依存派ステークホルダーグループ間の効果的なパートナーシップと協

力を必要とするという考えは幅広く普及している。さらに、企業は従来の株主への忠実義務だけではなく

より多様で幅広いステークホルダーに対して責任を負うという認識がますます高まっている。エンゲージ

メント、透明性及びパフォーマンスが望ましくない場合、鉱業会社の鉱物資源の探査、抽出及び生産能力

が損なわれかねない。このような無数の問題に取り組むため、業務を行い利益を確保するための免許を取

得するため、鉱業会社はステークホルダーとの関係性を高めることによってビジネス価値を生み出し、リ

スクを管理する必要がある。ステークホルダーとは“企業及びその活動に影響を与える、もしくは企業及

びその活動に影響を与えられる可能性のあるグループもしくは個人”と定義されており※27、1次ステーク

ホルダーと2次ステークホルダーの2つの主要なグループに分類される。1次ステークホルダーとは当該組織

に直接利害関係を持つ個人/グループ、もしくは企業の業務と活動によって直接的に影響を受ける個人/グ

ループである。このカテゴリーには投資家、従業員、サプライチェーンパートナー、地域コミュニティ、

先住民グループが含まれる。2次ステークホルダーは鉱業活動によって間接的に影響を受け、環境、宗教性、

未来の世代及び代表が不十分なグループの代表として行動する。例としては、環境グループ、市民団体、

教会団体及びメディアが挙げられる。このようなグループはボイコットキャンペーンや投資家ロビー活動

及び企業行動に関する研究結果を発表することによって企業のイメージや運営方法に多大な影響を与える。 
 

カナダ企業はますますステークホルダーとの協力姿勢を深めており、ステークホルダーの視点や期待を

理解し、これらを戦略的意思決定や業務に組み入れている。環境、地域コミュニティ、及び先住民の問題

がカナダのステークホルダーの主要な問題として挙げられることが多いが、特に投資決定の社会的/環境的

リスクを理解することに関する投資家の利益も勢いを増しつつある。すべてのステークホルダーグループ

に関連する特定の問題に関しては鉱業界内で一定の一貫性が存在するが、企業は探査/開発機会を模索する

にあたって様々な環境的、社会的、文化的、政治的、経済的背景も理解する必要がある。 

 

2.2 ツールとしてのエンゲージメント 
 

持続可能性の問題は常に進化し続けるため、複数のグループ間で経験、能力、スキルそして知識を共有

する必要性が出てくる。ステークホルダーグループと全体として、そして個々としての関係を築くことに

よって企業は問題が解決不可能で経済的に大打撃を与えるような問題にエスカレートする前に課題を理解、

予測して対応することが可能になる。 
 

ステークホルダーエンゲージメントは企業がステークホルダーの視点や目的の分析を行う上で実施でき

るすべての活動及びこのような見解を意思決定に組み込む手段を意味する幅の広い用語である。エンゲー

ジメントは発生する可能性のある衝突や既存の衝突を和らげるためのツールとしても活用可能である。 
 

企業がステークホルダーとのエンゲージメントを実施する理由には以下のようなものがある 

・業務を行い、拡張するための免許を確保する 

・啓発された自己利益の証明（他人の利益を尊重することが自己の利益の促進につながる） 

・発生しつつある問題や傾向の明確化 

・新しいパートナーシップの形成 

・ステークホルダーグループ独自の知識を戦略や業務に組み込むことによって企業の内部能力を高める 

・信頼に基づいた関係の形成 

・共有される地域・グローバルな問題への解決策を見出す。 
                          
※27： Wheeler, et. al. 2003. 価値に焦点をあてる: ネットワーク世界で企業の社会的責任、持続可能性、ステークホルダーアプローチの
調整を図る ゼネラルマネジメントジャーナル28巻3号 
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ステークホルダーエンゲージメントは困難であり、資源集約的であるが、企業はこのような活動からいくつ

もの利点を得ることが可能になる。企業は: 1) 持続可能なパフォーマンスに対するコミットメントをより幅

広い対象に伝えることが可能になる: 2) 開発プロジェクトにおいて選択される企業となることによって競争

上の利益を確保することが可能になる: 3) 強固な環境、健康及び安全文化を形成することによって事故を減

らし、運営効率を改善することが可能になる: 4)従業員や株主との関係を向上させることが可能になる: 5) 経

済的に実現可能な、成功するプロジェクトの可能性が高くなる、などの利点を享受できる。 

 

企業戦略の成功にはステークホルダーの利害が不可欠となる。ステークホルダーエンゲージメントを怠

ったことによって、プロジェクトの資金調達、PR、コミュニティ内での信頼の失墜、ストライキによる遅

延などの不利益を被った企業やプロジェクトの例は挙げればきりがない。 Syncrude Canada Ltd.では1990

年代前半に地域コミュニティメンバーとのエンゲージメントを怠ったために、反対活動が発生し、たった1

件のオイルサンド開発プロジェクトにおいて150万ドルに相当する遅延が発生したと見積もっている※28。 

 

より 近では、Imperial Oilの80億ドルのカールオイルサンドプロジェクトが非営利組織Eco Justiceが

先導する環境グループ連盟がカナダ連邦裁判所に対して提出した実施済みの環境アセスメントの司法審査

申請を行ったことによって遅延を被った。Imperial Oilがプロジェクトの温室効果ガスに対する適切な対

策を講じていなかったことによる許可の拒否にも関わらず、連邦政府はImperialによる排出監視/緩和手段

に関する追加情報提出後にプロジェクトの実施を許可した。この反対運動によってプロジェクトに大幅な

遅延が生じ、メディアにも大々的に取り上げられたことによってプロジェクトのイメージに不利益が生じ

た。特定の企業にとっては、ステークホルダーエンゲージメントは日常的な業務であり、企業内でリスク

を識別する上で一般的に使用されるツールである。 

 

エンゲージメントによって地域/グローバルな傾向や問題、当該企業の一般大衆からのイメージ、当該企

業製品/業務が与える影響の理解、ガバナンス、及びステークホルダーとの十分なコミュニケーションが可

能になる。 

 

正当かつ効果的なエンゲージメントはすべての参加者にとって共通の利益を生み出すプロセスの包含や

このようなプロセスへのコミットメントによって生み出される。重要ではあるものの、より詳細なステー

クホルダーエンゲージメント手段や慣行に関する議論は本報告書の範囲を逸脱する。 

 

2.3 カナダ鉱業セクターにおける目に見えるステークホルダーグループ 

 

鉱業活動によって生み出される影響及び機会はステークホルダーグループによって大きく異なり、また

鉱業活動に対するステークホルダーグループの対応も同じように大きく異なる。以下のセクションではCSR

の問題に関連してカナダ鉱業セクターにおいて高度の可視性を持つ重要な外部ステークホルダーグループ

の概要を説明する。このセクションではカナダにおいて活動するすべてのステークホルダーグループを完

全に紹介することはせず、1) 先住民グループ(ファーストネーションズ、メティス及びイヌイット); 2) 投

資家及び3) 非政府組織の3つの主なグループに焦点を当てる。 

 

以下のステークホルダーは除外されるが、CSR関連の問題に関する概要を基本的な情報を提供する目的で

紹介する。 

 

・従業員及び労働組合: 一般的に健康、安全、研修、労働環境、透明性、ガバナンス、経済的報酬、福

利、性、労働環境における人種的多様性、苦情処理体制を懸念するステークホルダーグループ。 

 

                          
※28： ビジネスの社会的責任 2007. 鉱業産業のCSRに出現しつつある傾向 カナダ探鉱者及び開発連合、ショートコース 2007年5月 2009年4

月2日オンラインにてアクセス www.pdac.ca 
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・地域コミュニティ: 大気汚染（例:鉱山サイトからの粉塵）、水質汚染、森林伐採および土地利用のよ

うな環境問題を懸念するステークホルダーグループ。これに加えて、地域コミュニティは鉱山サイト

における健康及び安全、緊急即応計画、地域インフラ開発支援を含む複数の社会的問題にも関連する。

具体的な問題はコミュニティの規模、地理的ロケーション及び経済的多様性によって異なる。 

・顧客及びサプライチェーンパートナー: 製品の安全性、エネルギー集約性、サプライチェーン内の製

品の気候変動に与える影響、劣悪な環境/社会的パフォーマンス、法令コンプライアンス、労働慣行、

透明性及び責任あるガバナンスなどに関連するステークホルダーグループ。 

・メディア: 危機（例：環境事故もしくはプロジェクトに対するコミュニティの反対）及び祭典（例：

良好なパフォーマンスの賞賛、新技術の発表）などにおいて企業と関係し、当該企業の一般大衆の意

識を高めるパフォーマンスを、責任を持って伝えることに関連する。 
 

以下では各ステークホルダーグループに関して以下の情報を提供する。 

・詳細: ステークホルダーの詳細、背景情報、鉱業セクターにおけるCSR問題への関与の歴史 

・問題及び懸念: 鉱業に関するステークホルダーの懸念の概要及び鉱業企業のリスク及び 機会に関す

る議論 

・戦略及び活動: 導入される戦略及び活動に関する説明 

・事例: ステークホルダーの活動に関するケーススタディ及び事例 

 

2.4 先住民 (ファーストネーションズ、メティス及びイヌイット) 
 

詳細 

先住民グループは法律による要求の一部として協議を行うことを必要とされる重要なステークホルダー

グループである。エンゲージメントには近隣もしくは伝統的な土地において鉱業活動の１つもしくは複数

の段階に影響を受ける先住民コミュニティが関与する。カナダでは、このようなグループは不釣合いなほ

どに北部もしくは人口密度の低いエリアに集中して分布している。 
 

カナダ天然資源省(NRCan)※29ではカナダ全土で1,200の先住民コミュニティが運営中の鉱山及び探査サ

イトの200キロ以内に位置していると見積もっている。NRCanでは探鉱者及び開発者が鉱物埋蔵地及び先住

民コミュニティを特定してステークホルダー協議及び鉱業パートナーシップの協議を行うためのグループ

を明確化するためのツールとしてインタラクティブマップ※30を作成している。 
 

カナダにおいて鉱業は民間セクターにおける先住民の 大の雇用主である※31。先住民グループ及び地域

コミュニティメンバーはしばしばプロジェクトパートナーであり、鉱山ライフサイクルの様々な段階にお

けるスキルの高い労働力の貴重な供給源である。コミュニティは鉱業から地域教育レベルの工場や能力の

多様化、経済の多様化、新しい地域企業の創出、パートナーシップや協力を通じたコミュニティの団結力

の向上、コミュニティとしての能力向上といった社会的利益を享受できる。 
 

カナダ憲法※32ではファーストネーションズ、メティス及びイヌイットの3つの先住民グループを認識して

いる。これら3つの文化的グループではそれぞれ独自の歴史、霊的信仰、言語及び価値観を持っている。2006

年のカナダ国政調査※33によると、1996年から2006年にかけて先住民人口は45%増加している。100万人以上 

                          
※29： カナダ天然資源省2005. 鉱山開発 2009年4月22日にオンラインでアクセス: 

http://www.nrcan-rncan.gc.ca/mms-smm/abor-auto/htm/dev-exp-eng.htm 

※30： カナダ天然資源省2009 先住民コミュニティのインタラクティブマップ ウェブアドレス: 

http://mmsd.mms.nrcan.gc.ca/stat-stat/map-car/index-eng.aspx 

※31： カナダ鉱業連合2008. 事実と数字2008: カナダ鉱業産業の現状に関する報告 2009年3月29日: www.mining.ca 

※32： カナダ憲法1982. 2009年4月22日オンラインでアクセス: http://laws.justice.gc.ca/en/const/annex_e.html 

※33： カナダ統計局2006. 国政調査: 先住民 2009年4月22日オンラインでアクセス: 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/rt-td/ap-pa-eng.cfm 
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の人々が、自身がイヌイット(50,485), メティス(389,785)及びファーストネーション(698,025)であると

回答している。先住民と協議を行うための法的責任が存在する。 

 

カナダのインディアン及び北部業務省(INAC)※34では先住民コミュニティの社会的/経済的福利の改善を

支援し、持続可能な先住民コミュニティを促進する責務を負う。INACによると、ファーストネーションズ

の人々は50以上の文化グループと言語を持つ。イヌイットは北極圏に住むカナダ先住民である。約50,000

人の人々が43の北方コミュニティに住んでいる※35。 

 

メティスはヨーロッパからの移住者とインディアンの子孫として始まった固有の文化グループである。

メティスとは自身をメティスと識別する人物、メティスネーションの祖先を持つ人物であり、その他の先

住民と異なり、メティスネーションに受け入れられる人物を意味する※36。 

 

カナダ 高裁判所は開発によって権利を侵害される可能性のある先住民の人々と少なくとも協議を行う

べきである、という判決を下した※37。この結果、法令要件によって、企業は自身の領域の管轄権を有し、

探査や鉱山開発によってその自給自足のライフスタイルが危機にさらされる可能性のある先住民の人々と

の協議を行うことが要求されるにいたった。鉱業企業にとっては、探査、抽出、加工及び閉山活動によっ

て影響を受ける可能性のあるすべての先住民グループと協議を行うことがベストプラクティスとなる。   

 

さらに、1997年のカナダ 高裁判所のDelgamuukw決定では先住民の人々に伝統的な土地もしくは保留地

での開発を行う企業及び政府から意義のある協議を要求する法的権利を認めた※38。 

 

課題と懸念 

先住民の主要な環境上/社会経済上の懸念には以下のようなものが含まれる。 

・物理的な移動を強いられることによる住居及び地域インフラの喪失及び鉱山が業務を継続するには不

経済的であるとみなされ閉鎖されたことによるコミュニティの崩壊（ゴーストタウンとも呼ばれる） 

・各鉱山段階の大気、水、土地及び生物多様性に対する環境上の影響 

・伝統的な土地へのアクセスを含む資産の喪失及び埋葬場や儀式サイト、宗教的構造物、墓地、歴史的

建造物、考古学サイトのような文化的・宗教的に重要なサイトの破壊 

・地域産業における観光や自給自足のような収入を得るための資産の減少 

・負傷、大事故、死亡事故を含む作業場における健康及び安全 

・作業者の流入、富の分配の不一致、性による不公平、伝統的なライフスタイル及び価値観の崩壊、文

化的・霊的活動の中断から生じるコミュニティの団結の損失 

・ドラッグやアルコールへの依存、性病、暴力、犯罪、家庭内暴力のようなコミュニティにおける新し

い健康・福祉上の問題の増加 

・意思決定プロセス及び合意への関与 
 

 

 

                          

※34： インディアン及び北部業務省 2009. INACについて 2009年4月22日にオンラインでアクセス: 

http://www.ainc-inac.gc.ca/ai/index-eng.asp 

※35： カナダ統計局2006. 国政調査: 先住民 2009年4月22日にオンラインでアクセス: 

http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/rt-td/ap-pa-eng.cfm 

※36： メティス国家評議会 2002. 国によるメティスの定義 2009年4月22日にオンラインでアクセス: 

http://www.metisnation.ca/who/definition.html 

※37： Hipwell, William, Katy Mamen, Viviene Weitzner and Gail Whiteman. 2002. カナダにおける先住民と鉱業: 協議、参加及び変化

の展望 

南北問題研究所のために作成されたディスカッションペーパー 2009年4月9日にオンラインでアクセス: 

www.nsi-ins.ca/english/pdf/syncanadareport.pdf 

※38： Whiteman, Gail and Katy Mamen. 2002. 鉱業セクターにおける意義のある協議と参加 国際鉱業セクターにおける先住民の協議及び

参加の検証 南北問題研究所 2009年4月22日にオンラインでアクセス: www.nsi-ins.ca 
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鉱業の影響はその土地及び何千年にわたって進化してきた資源との長い歴史的つながりを持つ先住民コ

ミュニティにとっては特に破壊的である。世間一般の考えとは対照的に、先住民コミュニティは長く天然

資源管理及び抽出と考えられる慣行に従事してきた。考古学研究では先住民グループはオンタリオで6,000

年前から銅の貿易を行っていたことがわかっている※39。 

 

先住民コミュニティは20世紀のほとんどの間、不当に産業鉱物開発から締め出され、取るに足らない利

益しか与えられず、伝統的な土地利用の破壊や地域の水汚染を含む複数の影響を受けてきた。先住民はカ

ナダの発見から植民地化以来、追放や社会からの阻害に苦しみ続けてきた。先住民は伝統的な土地から追

放され続け、従来の自給自足の領域への非先住民の流入を経験してきた。 

 

多くのコミュニティは歴史的に雇用やインフラの創出において鉱業会社に依存してきた。先住民コミュ

ニティの中には鉱業セクターとポジティブな関係を持ち、鉱業の経済発展への貢献の可能性について高い

期待を抱いているコミュニティもある。例えば、キャットフィッシュレーク、ファーストネーション、ノ

ースカリブレークファーストネーション、キングフィッシャーファーストネーションは1992年にPlacer 

Dome (現Barrick Gold Corporation)及びKinross Gold CorporationとMusselwhite合意に署名し、複数の

権利と引き換えに鉱山開発に協力することに同意した※40。少なくとも、先住民コミュニティは開発が伝統

的なライフスタイルを保全/維持し、地域の環境を保護しつつ行われることを期待する。多くの場合、この

ような原則の遵守は開発の前提条件である。 

 

コミュニティ内のグループの1つとして、女性にも対応すべき独自の問題がある。鉱業は安定した収入、

家族への医療ケア、職業訓練、教育をもたらすために女性も鉱業への参加を望む。1つの別個のステークホ

ルダーグループとしての女性のニーズと期待によってオンサイトチャイルドケア施設、差別的でない作業

環境、家族に対する責任、育児休暇及びフレキシブルな勤務体制を考慮に入れたワークライフバランスの

実現の必要性が生まれる※41。 

 

南北問題研究所（独立非営利政策研究組織）の調査によると、鉱物開発の提案を受けた先住民コミ

ュニティは次のような反応を示す。 

・環境に関して一貫した懸念を示し、悪影響や累積的影響を 小化するような方法で開発を行うこ

とを主張する。 

・伝統的な生態学的知識（ＴＥＫ）の環境影響アセスメントへの組み込みを強く主張する。 

・従来の自給自足および収入源への影響に対する補償金や金銭的利益の共有を要求する。 

・土地の権利に関して争いがある場合、影響利益協定（ＩＢＡ）を結び収入の共有、環境への影響

の緩和手段の提供、再生活動、紛争解決、研修・雇用機会を確保することを主張する。 

 

 

戦略及び活動 

先住民コミュニティの鉱業活動への関与は鉱業プロセスへの積極的な参加から封鎖やその他の形式の直

接的措置による鉱業活動の中断を含む強固な抵抗まで幅広い。多くの先住民コミュニティメンバーは鉱業を

自身のコミュニティのインフラ改善、収入の確保、伝達可能なスキルを身に付ける機会と認識している。紛

争や武装抵抗への発展の可能性は、伝統的な土地及び資源使用権の認識や鉱業を生態的に重要で宗教的に敏

感なエリアでどのように鉱業活動を行うかに関する考え方の違いなどに関連する複数の要因に依存する。 

 

                          
※39： Pritzker, Barry. 2000. ネイティブアメリカン辞典: 歴史、文化及び人々 オックスフォード大学出版 

※40： カナダ政府 2006. 先住民コミュニティ用鉱業情報キット 2009年4月にオンラインでアクセス: www.nrcan.gc.ca 

※41： カナダ天然資源省2003. 持続可能な開発及び鉱業産業の社会的側面 2009年4月21日オンラインでアクセス: www.nrcan.gc.ca 



- 19 - 

重要なことは、先住民による武装及びその他の形式の直接的な措置はカナダでは例外的である、という

ことである。先住民の人々が意見を表明し、鉱業開発に参加するために使用する主要な手段は協議及び法

的拘束力を持つ合意の形成である。 

 

影響を受ける先住民グループとの正式な合意によって鉱山プロジェクトの進行を促進し、紛争を未然に

防ぐことが可能になる。企業、先住民及びその他の当事者との間で署名されるこのような合意（一般的に

は影響・利益協定（IBA）と呼ばれる）には教育、研修、ビジネス契約及び金銭の支払いなどに関する誓約

が含まれる。カナダ全土で50以上のIBAがあり、Barrick Gold Corporation, Voisey’s Bay Nickel, Syncrude, 

De Beers, Cameco及びBHP Billitonのような企業が関連している※42。 

 

開発の可能性を提案される先住民コミュニティはしばしば、企業、企業ポリシー、及びその他のコミュ

ニティにおける以前の鉱山開発に関して調査を実施する。また、鉱山サイト、現在の提案、地方政府、法

令要件などに関する調査も実施する。鉱山を指示するにしろ、反対するにしろ、個人の集まりが関連する

コミュニティメンバー、利害関係を持つグループ及び非政府組織のネットワークを構築する。このような

場合にはしばしば何人かの個人がメディア対応のスポークスパーソンとなり、データの発表や公開フォー

ラムの開催、マルチステークホルダー委員会もしくは企業諮問パネルへの参加を含めた教育キャンペーン

を行う。 
 

 

資源開発に関するタールタン中央評議会(1987) 

タールタン部族領域内で資源開発プロジェクトが開始される前に、開発者及びタールタン中央評

議会は以下のような要素及び基本的な原則を含むプロジェクト参加協定を締結する必要がある。 

1. 開発によって回復不能な環境ダメージを与えることがないという保証 

2. 開発によって未解決のタールタン先住民権利に関する主張が危機にさらされることがないと

いう保証 

3. プロジェクトがタールタンの人々にネガティブな社会的影響よりもポジティブな社会的影響

を多く与えるという保証 

4. プロジェクトに関連してタールタンの人々のために可能な限り幅広い教育、直接雇用関連の研

修の機会を提供する。 

5. 開発の全段階においてタールタンの人々に出来る限り幅広い雇用機会を提供する。 

6. プロジェクト全体においてタールタンの人々に適切な利益分配を行う。 

7. 開発者が管理/影響を及ぼすタールタンビジネス機会の可能な限り幅広い開発の実現 

8. 開発者による財務、経営上の補助及び必要に応じたアドバイスを提供することによるタールタ

ンの人々の上述の目的達成の補助 

(出典: Tahltan Central Council) 

 

また、先住民グループの中にはエンゲージメントのガイドラインを作成しているものもある。 ガイドラ

インではコミュニティが考え方や期待に関する共通理解を生み出すための積極的な方法について記載され

ている。例えば、タールタン中央評議会（ブリティッシュ・コロンビアのスティキネ川上流に伝統的な土

地を持つ）によって作成された1987年資源開発ポリシーでは、先住民グループは以下のようにはっきりと

述べている“タールタンの人々とタールタン中央評議会は本質的にカナダ国内の開発に反対しているわけ

ではないことを明確にしておきたい。ただ、我々は我々の部族領域内で行われる開発はタールタン中央評

議会が制定した基本的な原則に従って行われるべきであると強く感じている。※43 

 

 
                          

※42： カナダ鉱業連合 2008. 事実及び数字 2008: カナダ鉱業産業の現状に関する報告書 2009年3月29日オンラインでアクセス: 

www.mining.ca 

※43： タールタン中央評議会 1987年. 資源開発政策 2009年4月21日にオンラインでアクセス: www.tahltan.org/RDC.doc 
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コミュニティの中には開発を行うために協力的管理協定（もしくは“共同管理協定”）を要求するもの

もある。このような形式のエンゲージメントによって先住民グループに割り当てられる役割、責任及びガ

バナンス権限が確立される。マッケンジーバレー環境影響検証委員会はマッケンジーバレーにおける環境

影響分析プロセスの監視を担当する組織に先住民グループが参加する共同管理の良い例である。このよう

な形式のエンゲージメントは本当の意味での権力共有協定であるだけでなく、地域の知識を意思決定に組

み込む効果的な手段であると考えられており、注目を集めている※44。 

 
先住民コミュニティはそれぞれ異なっており、独自の状況、文化及び人々の特徴にしたがったアプロー

チが必要である。 
 

事例 

a) マッセルホワイト鉱山 

マッセルホワイト坑内堀金鉱山はオンタリオ州北部に位置し、fly-in鉱山として運営され、      

地元の町の開発は行われていない。これは地元のファーストネーションズコミュニティとの間で影響・

利益協定（IBA）を結んだ 初の鉱山の1つであった。 

 

IBAは影響を受けるグループの補償や月間生産量に基づいた収入共有について明記している。コミュニ

ティが自分達自身でコミュニティ内の資金管理/分配方法について決定した。2005年にはコミュニティは

200万ドル以上の支払いを受け、支払いは収入共有と環境モニタリング資金との間で分割された。協定で

は地域コミュニティ内の企業による鉱山業務への一定割合の物品/サービスの提供を行う旨も定められ

た。例を挙げると、空輸及びキャンプサービスはファーストネーション請負業者によって提供された※45。 

 

b) アサバスカオイルサンドプロジェクト(AOSP)※46 

アサバスカオイルサンドプロジェクト(AOSP)はShell Canada, Chevron Canada Limited及び      

Marathon Oil Canada Corporationによる合弁事業であり、カナダのアルバータ州の産業の中心地に位置

するとマスケグ川鉱山及びScotford Updgraderの2つの主要プロジェクトで構成されている。 

 

この合弁事業の所有者達はよい隣人政策を策定することによって地域コミュニティメンバー、特にフ

ァーストネーションズやメティスとのエンゲージメントプロセスの指針を示した。2005年には、アサバ

スカのチペウヤン族とのエンゲージメントによって先住民コミュニティの自立、伝統的な生態的知識の

保存、伝統的な生態的知識（TEK）の環境アセスメントプロセスへの組み込みの機会の提供といった複数

のコミットメントが示された。さらに、2006年のAOSPでは4億7300万ドル分の地元供給の備品及びサービ

スを使用し、そのうち5500万ドル以上が先住民所有企業から購入された。アサバスカのチペウヤン族は

鉱山プロジェクト作業者のオンサイトキャンプのケータリング、管理業務及び保守業務に対して9700万

ドルを受け取った。 

 

2.5 投資家 

 

詳細 

企業の社会的責任（CSR）に関する投資家の利害関係が勢いを増している。多くの投資家やアナリスト

が特定の地域で業務を行う特定のセクターが法令や一般からの温室効果ガス削減のプレッシャーの高ま

りに直面しているという事実を認識し始めるなど、投資化のCSRに関する利害関係の初期の行動要因は気

候変動であった。気候変動は企業の持続可能なパフォーマンスに関する投資家の利益の唯一の行動要因 

 

                          
※44： Mitchell, Bruce. 2002. 資源及び環境管理 エセックス: ピアソンエデュケーション. 

※45： カナダ天然資源省2007. 情報掲示板: マッセルホワイト鉱山 2009年4月27日オンラインでアクセス: http://www.nrcan-rncan.gc.ca 

※46： 鉱物産業の政府間作業グループによる先住民エンゲージメントタスクフォース2008. 鉱業/エネルギーセクターにおける先住民のエン

ゲージメント: 事例及び学んだ教訓 2009年4月21日オンラインでアクセス: www.nrcan.gc.ca/. 
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ではない。複数の小売投資家がこのような倫理的/環境的問題に関連する基準を適用することによって株式

の選別を行っている。さらに、機関投資家はますます環境/社会/ガバナンス（金融セクターではESDと呼ば

れる）に関する問題を核となる投資及び統治慣行に取り入れている。企業は長きにわたって投資コミュニ

ティとのコミュニケーションやエンゲージメントを実施してきたが、投資家は企業のCSRパフォーマンスに

関するさらなる情報を要求している。CSRは非財務的リスク及び新しいリスクにさらされていることの強い

指標であり、効果的な管理文化、先を見越したリスク管理および投資対効果を高める可能性のある効果的

な統制を可能にする。 

 

国際連合環境プログラム（UNEP）が発表した責任ある投資原則（PRI）イニシアチブの進捗状況に関する

近(2009年3月)の報告書※47 では、著者はPRI（例：年金ファンド）の署名者である資産所有者の75%はCSR

問題がどのように自身の投資行動に組み入れられているかを公開しており、これは前年から31%の増加であ

る。また、PRIの署名者である投資マネージャーの4分の3以上が自身の責任ある投資行動について報告し、

意思決定に社会的/環境的側面を組み入れている。UNEP金融イニシアチブ及びUNグローバルコンパクトによ

って制定されたPRI はCSRを投資意思決定に組み込む枠組みを提供している。 

 

特に長期にわたるポートフォリオのパフォーマンスにとってCSRの問題が重要だという認識が高まりを

見せている。企業は人権、生物多様性の損失、コミュニティエンゲージメントのような複数の環境的/社会

的問題に関する不作為による財務的リスクにさらされている。このような考慮事項は投資家の忠実義務の

範囲内にある。社会的/環境的リスクが財務上のリスクとなり、これらの問題は重大である。探査及び開発

会社ではますますこのような問題によってプロジェクト資金調達や自身の製品で合理的な価格を確保する

能力に影響が出ている※48。 
 

出典: Deloitte) 

課題と懸念 

鉱業プロジェクトはリスクの高い投資である。確定した鉱量が鉱山の操業及び投資の返済につながると

いう保証はどこにもない。鉱山の収益性を保つために必要とされる複数の要因には借り入れ費用、物価、

環境/社会的影響分析に関連する費用、ステークホルダーエンゲージメント、アクセスを確保するための地

域コミュニティへの投資、操業費用、及び閉山費用などが含まれる。ほぼすべての鉱山ライフサイクルは

財務的に費用がかかり、環境に対して侵略的で、社会的に侵入的である※49。 

 

                          
※47： 国際連盟環境プログラム2009. 責任ある投資進捗レポートに関する原則 2009年4月27日オンラインでアクセス: 

www.unpri.org/report08/ 

※48 ：ビジネスの社会的責任 2007. 鉱業産業における企業の社会的責任に出現しつつある傾向 カナダ探鉱者/開発者連合、ショートコース 

2007年5月 2009年4月2日にオンラインでアクセス: www.pdac.ca 

※49： 国際連合環境プログラム 2002. 財務、鉱業及び持続可能性 国際連合環境プログラム鉱業部門 世界銀行グループ及び鉱業、鉱物、持

続可能開発プロジェクト 2009年4月10日にオンラインでアクセス: www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0117xPA-FinanceMining.pdf 

投資家は企業アセスメントを行うにあたって、以下を含めてどのように気候変動リスク 

への対応/緩和手段を講じているかに焦点を当てている。 

・法令リスク – 様々な管轄権及び法令におけるコンプライアンス/報告要件のコスト 

・サプライチェーンリスク – サプライヤはコンプライアンスやエネルギーのコスト 

増加を考慮に入れている 

・評判リスク - 持続可能性および気候変動パフォーマンスに関して高まる期待 

・訴訟リスク - コミュニティ及び非政府組織がGHG排出を理由に企業や具体的開発 

プロジェクトに対して異を唱える 

・物理リスク – 異常気象、年間平均気温の上昇、降雨パターンの変化による運営上/ 

インフラに対する影響 
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企業の株価は管理文化、コミュニティの懸念に対する対応、評判及び環境上/健康上/安全上の事故の発

生の有無のような目に見えない、質的要因によって影響を受ける可能性がある※50。投資家が完全な情報を

手に入れるためには、投資機会の完全な概要を浮き彫りにするために目に見える費用（例：再生費用）及

び目に見えない費用（例：社会投資）を含むすべての費用が必要となる。 

投資家に対する重要な環境的、社会的、統治上の問題及び懸念には以下のようなものが含まれる。 

・ 大気汚染、水質汚染、廃棄物管理、環境フットプリント、再生、温室効果ガス及び生物多様性の損失

に関する環境費用 

2008年に非営利調査会社である責任ある投資ソリューションのエキスパート（EIRIS）が発表した報

告書では、鉱業セクターにとって も大きな財務上の影響を与える問題として環境の悪化が気候変動

を上回った。 

・ 地域インフラの提供に関係する社会費用−ヘルスケア施設、フォーカスグループのようなステークホ

ルダーとのエンゲージメント活動及び研修及びキャパシティビルディングによる地域の能力向上 

・収益共有のための地域コミュニティとの協定、環境・健康・安全関連の事故による法令違反による罰

金、パフォーマンス改善費用、温室効果ガス規制を達成するためのコンプライアンス費用を含む財務

費用 

 

投資家CSRリスク 

直 接 間 接 評 判 

環境的/社会的パフォーマンス

の改善圧力によって資本/運営

費用が増加する可能性がある。

ステークホルダーエンゲージメ

ント、地域投資プロジェクト、

ステークホルダーへの持続可能

性報告及びコンプライアンスに

関連する費用は企業もしくはプ

ロジェクトの収益率、ローン支

払い能力及び事業全体の価値に

影響を与える可能性がある。 

投資家はコミュニティや環境に

対して悪影響のある事故によっ

て第三者に対する責任を負う可

能性がある。投資家は投資の元

の価値を失い、浄化費用の支払

いやその他の責任を果たすこと

を要求される場合がある。 

 

その他のステークホルダーグル

ープは金融セクターの鉱業を含

む複数のセクターへの関与に関

して圧力を強めている。投資家

は論争のあるプロジェクトなど

について考慮する場合にネガテ

ィブな評判や信頼の低下につい

て考慮する必要がある。 

                                     (出展：Deloitte) 

図6 – 投資家CSRリスク 
 

戦略と活動(事例付き) 

投資家は鉱業セクターのCSR問題及びカナダで業務を行う具体的な企業に関する理解を深めるために

様々な活動に従事する。企業は調査イニシアチブを実施、もしくは資金援助し、CSR側面を積極的にポリシ

ーや慣行に取り入れ、環境/社会リスクの公開を要求し、気候変動戦略を持つ企業を選択するなどESG基準

によって投資の選別を行う。投資家が適用する株主決議、報告/公開、および投資選別という3つの主要な

戦略によって社会、環境、ガバナンス慣行における改善が可能となっている。以下ではこれら3つの戦略に

ついて説明する。 

 

株主決議 

株主決議を使用することによって企業に対してCSR問題に対応し、より多くのリソースをCSR問題に投資

するよう勧告することができる。公開企業に株主を持つ個人もしくはグループは株主決議を使用すること

によって企業ポリシーや業務に対する変更を提案できる。企業は年度総会（AGM）前にこのような決議を全

株主に伝達する必要がある。提出された決議はAGMにおいて投票にかけられる※51。 

                          
※50： カナダ天然資源省 2003. 持続可能な開発及び鉱業産業の社会的側面 2009年4月21日にオンラインでアクセス: www.nrcan.gc.ca 

※51： 倫理ファンド企業 株主決議 2009年4月27日にオンラインでアクセス: www.ethicalfunds.com 
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2009年のアメリカの株主総会シーズンにおいては、労働グループ、宗教組織および企業からの財務リス

クや気候関連の問題への対応戦略に関してより改善された公開を求めるその他の機関投資家によって歴代

高の67の株主決議が提出された。これらの株主決議の多くは株主決議のような活動に従事して気候変動

によってもたらされる投資家への財務リスクを伝達する投資家及び金融機関のネットワークである気候リ

スクに関する投資家ネットワーク（INCR）によって提出された。INCRは合計資産7兆USドルに上る投資家を

代表する※52。 

 

アメリカのChevron社の株主は2009年4月にChevron社のアルバータオイルサンドプロジェクトによるカ

ナダ北方森林地帯への環境的影響に関する独立した報告書を要求する決議を提出した。この決議では温室

効果ガスを削減し環境パフォーマンスを改善するという一般市民や競合からの圧力にかんがみて投資家は

“環境に有害で、カーボンの多い”オイルサンドプロジェクトによって莫大な財務上/上のリスクにさらさ

れている、と主張した。さらに、この決議では、Chevron社は同社の2008年のカーボンディスクロージャー

プロジェクト（CDP）の調査対応でオイルサンドリスクの危険について言及しなかったことや同社の 近の

持続可能性報告書にオイルサンドプロジェクトに関する説明がなかったことを挙げ、Chevron社のオイルサ

ンドプロジェクトに関する情報公開は不十分であると断じた※53。 

 

カナダでは、2009年の株主総会シーズンにおいては過去数年と比較して株主決議は少なかった。2009年

の焦点は幅広い補償、役員給与、及び株主に対する説明されていない未対応のリスクに対応する事業慣行

などの経済問題に当てられそうである※54。ただし、2008年には提出された全決議の21%は気候変動関連の

ものであった。株主は企業に対して温室効果ガス排出、気候変動の影響、影響に対応するための管理戦略

などの公開を要求した。 

 

報告及び公開 

企業の持続可能性パフォーマンスに関する情報を公開することは多くの鉱業会社、特に公開企業にとっ

てより当たり前のことになりつつある。これは、社会的/環境的リスクに関するより統合された情報に関す

る投資家の要求の高まりを反映したものである。投資家のCSRに関する利害は成熟しつつあり、企業は自社

の企業戦略が持続可能性リスクや機会にどのように関連しているかについてより明確にする必要がある。 

 

企業は年間財務報告においてCSR情報を発表することが可能であるが、個別の“持続可能性”もしくは

“持続可能な開発”報告書を発表し、企業ウェブサイトで活動について報告し、継続的な情報公開を図る

企業のほうが主流である。 

 

健全な持続可能性報告書にはCEOからの当該企業のCSR戦略、市場のトレンドがこの戦略にどのように関

連するか、重要なCSR優先事項、重要なCSRリスク/機会に関する説明、事故、責任及び成功した結果などを

含めて企業内で標準化され比較可能なパフォーマンスデータなどの情報などについて説明した声明文が含

まれる※55。 

 

 

 

 

 

                          
※52： 気候リスクに関する投資家ネットワーク 2009. INCRについて 2009年4月27日にオンラインでアクセス: www.incr.com 

※53： Green Capital Century ManagementとCERES. 2009. 株主決議: タール砂プロジェクトの環境的影響に関する報告を要求するChevron

株主決議に賛成票を投じる理由 2009年4月27日にオンラインでアクセス: www.incr.com 

※54： SHARE. 2009. 減少した株主提案、増えたリスクに関する質問 2009年5月4日にオンラインでアクセス: www.share.ca/en/node/1912 

※55： グローバルレポーティングイニシアチブ 2009. 投資家への対応: ESG公開を通じた価値の伝達 2009年4月27日にオンラインでアクセ

ス: www.globalreporting.org. 
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CSR報告/公開に関して も広く用いられる枠組みは投資家、環境グループ、及び市民団体と国際連合環

境プログラムとのパートナーシップによって結成したマルチステークホルダーネットワークである Ceres

によって先導されるグローバルレポーティングイニシアチブ（GRI）である※56。 新版のG3レポーティン

グ枠組み※57では企業が経済、環境、社会、コミュニティ、人権、労働慣行および作業環境、製品責任の6

つの主要となるエリアで持続可能性パフォーマンスに関する情報を公開するための指針を示している。 

 

また、GRIでは鉱業及び金属セクターの付属文書草案（現在公的検証中）を発表し、セクター特有の公開

指針を設定した。セクター付属文書はAnglo American, Rio Tinto及びBHP Billitonのような企業を含む鉱

業セクターとのパートナーシップによって作成された※58。 

 

上記株主決議セクションで言及したカーボンディスクロージャープロジェクト(CDP)は企業がどのよう

に気候変動リスクに管理/対応しているかに関する情報を収集/供給する独立非営利組織である。CDPは投資

家に代わって4000近い企業に年次情報請求を発行し、2008年には1500 以上の企業が参加した※59。 

 

企業に提出される情報請求では次の4つの重要なエリアをカバーする 

1) 気候変動がビジネスに対してもたらすリスク及び機会に関する経営陣の見解 

2) 温室効果ガス排出アカウンティング 

3) 排出の削減/リスク 小化及び機会を生かすための経営陣の戦略 

4) 気候変動に関するコーポレートガバナンス 

 

投資の選別 

投資家は一定の基準を選択してセクターの傾向、リスク及び価値創出機会に関連する企業のCSR側面につ

いて評価する。選別においては健康、安全、温室効果ガス削減のような重要なエリアにける量的パフォー

マンスのような企業の1側面に焦点を当てる場合もある。また、投資家は企業がCSR問題を適切かつ未然に

管理するための効果的システムを持っているかどうかにフォーカスする場合もある。統合アプローチを活

用した企業ポリシー、システム及びパフォーマンスデータの検証も有効である※60。 

 

例を挙げると、責任ある投資原則(PRI)が国際連合環境プログラム金融イニシアチブ（UNEPFI）と国際連

合グローバルコンパクト（次のページのテキストボックス参照）の間で2006年に発表された。この原則で

は投資家による人権、サプライチェーンにおける労働基準、環境、汚職防止のようなCSR問題に対する対

応を補助する。2008年 9月までに、15兆USドルの資産額を持つ数百もの主要な機関投資家が署名した。 

  

  以下の原則を実施することによってより幅広い範囲の重大な問題の完全な理解が可能になり、究極的に

はリスクの低下及び投資回収率の増加につながる。 

 

 

 

 

 

 
 

                          
※56： CERES. 2007. GRIの歴史 2009年4月20日にオンラインでアクセス: http://www.ceres.org//Page.aspx?pid=435 

※57： グローバルレポーティングイニシアチブ 2009.G3オンライン 2009年4月27日にオンラインでアクセス: www.globalreporting.org 

※58： グローバルレポーティングイニシアチブ 2009. 鉱業と金属 2009年4月27日にオンラインでアクセス: www.globalreporting.org 

※59： カーボンディスクロージャープロジェクト 2009. FAQ 2009年4月27日にオンラインでアクセス: www.cdproject.net 

※60： グローバルレポーティングイニシアチブ 2009. 投資家への対応: ESG公開を通じた価値の伝達 2009年4月27日にオンラインでアクセ

ス: www.globalreporting.org. 
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責任ある投資の原則 

機関投資家として、我々には我々の受益者にとってもっとも長期的な利益となるよう行動する義務

がある。この忠実義務において、我々は環境的、社会的、コーポレートガバナンス（ESG）に関する

問題が投資ポートフォリオに影響を与える可能性があると信じる（企業、セクター、地域、資産クラ

スによって程度は異なる）。また、我々はこのような原則を適用することにいおって投資家と社会の

より幅広い目的とのよりよい連携が可能となると信じる。そのため、我々の忠実義務と一致する場合

には、我々は以下を誓約する。 

i) 我々はESG問題を投資分析及び意思決定プロセスに組み込む 

可能な措置: 

・ 投資ポリシーステートメントにおいてESG問題に対応する。 

・ ESG関連ツール、分析の開発をサポートする 

ii) 我々は積極的な所有者となり、我々の所有者ポリシー及び慣行にESG問題を組み込む 

可能な措置: 

・ 本原則と一致した積極的なオーナーシップポリシーを公開する。 

・ 投票権の行使もしくは投票ポリシーによるコンプライアンスの監視(外部委託された場合)

・ 長期的なESG考慮事項と一貫した株主決議を提出する。 

iii) 我々は投資対象の法人によるWe will seek appropriate disclosure on ESG問題に関する適

切な公開を要求する 

可能な措置: 

・ ESG問題に関する標準化されたレポートを要求する(グローバルレポーティングイニシアチ

ブのようなツールを使用する) 

・ ESG問題の年次財務報告書への包含を要求する 

・ ESG公開を促進する株主イニシアチブや決議をサポートする。 

iv) 投資産業内での本原則の受容と実施を促進する 

可能な措置: 

・ 原則に関連した要件を提案要求（RFP）に含める。 

・ 投資目標、監視手順、パフォーマンス指標、インセンティブ構造を連携させる(例えば、投

資管理プロセスに長期的視野を反映させる) 

v) 我々は協力して本原則の実施の効率性を高める。 

可能な措置: 

・ 関連する出現しつつある問題に協力して対応する。 

・ 適切な協力イニシアチブを策定、サポートする。 

vi) 我々はそれぞれ自身の活動について報告し、本原則の実施に向けて歩みを進める 

可能な措置: 

・ ESG問題がどのように投資慣行に統合されているかを公開する。 

・ 積極的なオーナーシップ活動について公開する(投票、エンゲージメント、ポリシーダイアローグ)

 (出典: UN Environment Programme Finance Initiative) 
 

2.6 非政府組織 
 

詳細 

非政府組織（NGO）に関して一般的に受け入れられた定義は存在しないが、 も広く受け入れられた定義

は政府から独立した営利組織、という定義である※61。NGOは地域、国内、国際的な社会/経済/政治/文化/

環境問題に対して役割を持った個人の集まりである。NGOは支援運動、問題や解決策に対する一般市民の啓

発、救援活動、草の根レベルのコミュニティ活動を行う。 NGOは単独、もしくは他のグループとの連合で

活動することによって一般市民、企業及び政府の注意を重要な社会的/環境的問題に引くことに一役買って

いる。 
 

非政府組織は様々な価値観、問題、戦略及び考え方を持つ幅広い組織を現す偏在的用語である。NGOを取

り巻く現状は複雑である。1つの問題、政策目標もしくは経済セクターに集中するグループもあれば、複数 

                          
※61： Willets, Peter. N.d. 非政府組織とは何か? 国際人権ネットワーク 2009年4月28日にオンラインでアクセス: www.ihrnetwork.org 
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のセクターに集中し、自身の目標/使命に関連する幅広い問題を追及している。例えば、カナダの環境NGO

であるSierra Club of Canadaは具体的な1つのセクターの生物多様性保護、持続可能なコミュニティ、気

候変動およびエネルギーソリューション、環境悪化の健康への影響を含む複数の重要な問題に集中してい

る。一方、Mining Watchではカナダだけでなく世界の鉱業セクターにおけるコミュニティ/環境への影響に

関する技術/政策情報を提供している。 

 

特に多国籍企業では労働/人権慣行、環境イニシアチブ、管理システム、企業ポリシーに異議を唱えるNGO

によってターゲットとされてきた。すぐに識別できるようなブランドのない企業（例：天然資源企業）に

対してもNGOはサプライチェーン内の消費者をターゲットとしたキャンペーンを展開している。 

 

鉱業会社に対するNGO活動のリスクは重大なものとなる可能性がある。NGOは製品ボイコットの展開、プ

ロジェクトに対する法的措置の行使、公的な悪いイメージを作りメディアの注目を集めることなど様々な

活動を行ってきた。またNGOは重要な信頼できる情報源と考えられており、様々な問題で一般市民や政府の

意見に影響を与える可能性がある。 

 

グループによって行使されるアプローチ及びこのようなグループがもたらす問題は多様である。NGOは直

接行動（例：抗議）や妨害行動（企業サボタージュ）を通じて政府政策や企業活動に異議を唱えるなど強

い活動家的傾向を示す場合がある。また、NGOは企業活動を監視し、有害な慣行を一般公開することに集中

するグループである場合もある。一般市民の啓発及び指針とツールを提供することによるキャパシティビ

ルディングには多くのカナダNGOが焦点を当てている。 

 

CSR問題及びイニシアチブにおける企業の進歩への直接的な対応としてNGOのプロフェッショナリズム及

び洗練度は向上している。企業はコンプライアンス型から持続可能性パフォーマンス型へ進歩するにつれ

より洗練度合いを高め、統合持続可能性管理システムの開発、ステークホルダーとのエンゲージメント、 

国際的に認知された基準や指標を使用した報告などを行っている。敵対的なNGOと企業という従来の二分法

は急速に姿を消しつつある。 

 

NGOはかつては敵対的な組織とみなされていたが、敵対及び衝突を超えて共通の問題に対する解決策に向

けて企業と協力するといった形に姿を変えつつある。カナダでは、パートナーシップを形成し相互の懸念

に対して対応しようという明確な意欲が存在する。ただ、NGOでは信頼性を維持するために、しばしば協力

関係が頓挫した場合、もしくはパートナーシップの範疇の別の問題が発生した場合に公に企業を批判する

権利を主張する。 

 

NGOと企業のパートナーシップに対する障害はNGO側の利害の欠如ではなく、関係を発展させ合弁事業を

開始するための資源と能力の欠如である。カナダNGOの大半は政府援助、一般からの寄付、財団による寄付

から企業補助まで多様な資金によってサポートされている。 

 

その他のNGOでは企業や政府から厳格に独立することを好む。例えば、グリーンピースカナダでは政府資

金援助も企業資金援助も受け付けない。NGOは企業との関係性が深くなればなるほど信頼性を失うという事

実を敏感に認識している。 

 

NGOセクター間の戦略的協力はカナダでは日常的に行われている。一般に対して統合されたメッセージを

送れる、資源やスキルの蓄積、政府政策や企業活動への影響力の強化を含めて協力関係を築くことにはい

くつもの利点がある。以下では複数のマルチステークホルダーNGOについて紹介する。 
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課題と懸念 

重大なカナダの社会問題（例：健康及び安全、文化保存、開発へのコミュニティと先住民の関与）に関

しては上記の地域コミュニティと先住民セクションで説明した。本セクションのフォーカスはカナダNGO

コミュニティと係わる補足的なCSR環境問題である。カナダにおける非政府組織は社会的正義やコミュニテ

ィ開発に強いつながりを持つ複数の重大な環境利害に優先順位を付けている。 

気候変動 

気候変動が発生しており、その影響は人間による活動、特に化石燃料の使用や、大気中の二酸化炭素を

保存する植物の除去を含む土地利用の変更といった活動の結果であるという強固な同意が科学者及び一般

の間に存在する。すべての経済セクター及びカナダの全コミュニティが危機にさらされている※62。 
 

NGOコミュニティは人間の健康や、予測不能な気候パターン、特定の地域における洪水/干ばつ、熱波と

いった気候変動によって予想されるコミュニティへの影響及びこのような影響によるウィルスの拡散、食

糧生産の低下、地域コミュニティへの影響について心配している。さらに、NGOの中には野生動物、魚を含

む生態系への影響を懸念するものもある。カナダの特定の地域では、植物パターンの変更によって熊やカ

リブーといった生物種の移動ルートに影響が出ている。 
 

気候変動に関して、NGOでは直接的/間接的なエネルギー集約性、鉱山ライフサイクルのすべての段階に

おける温室効果ガス、及び生態系を分断し影響を緩和するための植物（例：森）の量を減少させる侵略的

な慣行について懸念を深めている。 

気候変動に関して活動しているNGO及びNGO連合には以下のようなものが含まれる。 

・ David Suzuki Foundationでは研究を実施し、教育資料を発表し、アスリート（NHLを含む）と協力し

てアクティビティやスポーツイベントをカーボンニュートラルなものにする。また、市民の活動に関

する教育的資料を発表することによって排出を削減する。 

・ Sierra Club of Canadaではツール及び教育キャンペーンを開発することによって個人やコミュニテ

ィが環境上/健康上の問題に対応する能力を高める。また、シエラクラブはタール砂ウォッチ（以下を

参照）のような数々のマルチステークホルダイニシアチブに関与している。 

・ Pembina Institute’s Climate Changeプログラムでは研究を実施し、気候変動の科学及び政策に関し

てステークホルダーエンゲージメントを実施している。Pembinaでは企業に対して営利コンサルティン

グ、市民や若者に対して教育プログラム、及び気候変動のようなエネルギー問題/エネルギー関連問題

に関する政策的解決策を主張している※63 

・ Greenpeace Canadaは研究の実施、一般大衆の教育キャンペーンの開発、“市民的不服従の平和的行為”

を実施する環境NGOである※64（詳細に関しては以下の“Stop the Tar Sands”キャンペーンの事例参照）。 

・ International Institute for Sustainable Development (IISD)では研究を行い、気候変動、エネル

ギー及び持続可能な開発に関する情報を一般公開する。このような情報には、気候変動協議、技術開

発及び様々なグループに対する影響に関するタイムリーな情報が含まれる。 

・ Climate Action NetworkはメンバーベースのNGOであり、ファーストネーションズ議会、環境のため

のカナダ医師連合、カナダ公務員組合及び健康、宗教、先住民、環境グループを代表してい気候変動

問題に関する解決策を一般に伝え、主張するグループで構成されている。 

・ Canadian Arctic Resources Committeeは気候変動を含む様々なトピックに関する科学/政策情報を提

供する市民団体である。 

                          
※62： カナダ政府 2004. 気候変動の影響と適応: カナダの視点 カナダ天然資源省 

※63： Pembina協会ウェブサイト2009.我々のアプローチ 2009年4月28日にオンラインでアクセス: www.pembina.org 

※64： Greenpeace Internationalウェブサイト Greenpeaceについて 2009年4月28日にオンラインでアクセス: www.greenpeace.org 
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生物多様性 

鉱山開発のすべての段階は地域、地方の生物多様性に影響を与える。影響の規模と程度は探査段階の前

に生物多様性への影響を考慮に入れていたかどうかに大きく左右される。アクセス用道路、輸送路、送電

線及び鉱山サイトは生態系を分断し、野生動物や魚の生息地を破壊し、狩猟者や釣り人の立ち入りを許し

てしまう。 
 

NGOコミュニティは1つの鉱山の業務及び地域内の複数のサイトの影響の蓄積について懸念している。生

物多様性の問題について活動を行うNGO及び NGO連合には以下が含まれる。 

・ Nature Canadaはメンバーベースの組織であり、カナダにおいて危機に瀕している種、公園及び保護

エリアに資源とプログラムを集中している。Nature Canadaでは一般大衆の教育の役割を果たすだけで

なく、野生動物や生態系の健康にとって有害となる可能性のある政策や開発を監視する。 

・ Canadian Boreal Initiative (CBI)はカナダ国内のマルチステークホルダーグループであり、環境保

護グループ、産業、金融機関、ファーストネーションズといったメンバーで構成され、カナダ北方の

保護活動の調査及び発展を目的に活動している。CBIは北方リーダーシップ評議会を開催し、北方林保

護枠組みに署名し、自身の影響の範囲内における保護活動に取り組んでいる。 

・ Canadian Parks and Wilderness Society (CPAWS)ではカナダの公的土地や水システムの保全/保護に

取り組んでいる。CPAWSではカナダ全土での公園のネットワークをサポートするための公的ポリシーの

主張、その他のNGOやファーストネーションズグループと協力して重要なエコシステムへの政府の戦略

的支出、野生イベントや教育資料の提供を通じた一般大衆の啓発を含む複数のイニシアチブを実施し

ている。 

・ The Nature Conservancy Canadaでは民間の土地所有者と協力して、直接購入、寄付、保護協定、生

態的に重要な土地における開発権の放棄などを通じて生物多様性を保護している。土地取得の成功に

おいて重要な要因は地域のステークホルダーとの協力及びパートナーシップである。 

水 

水は鉱山業にとって不可欠である。NGOコミュニティは特に使用者間で新しい衝突を起こす可能性のあ

る気候変動の影響なども鑑みて企業に対して水や廃棄物の処理行為の改善の圧力をますます高めている。 

NGOでは様々な戦略を使用してより厳格な汚水処理及び排出規制を実施することを主張し、企業の水利用

を監視/報告することによって投資家や一般大衆の考えに影響を与え、鉱業サプライチェーンパートナーと

協力することによって宝石業や電子工事のような消費財の水消費を削減している。 

水の問題に関するNGOとNGO連合には以下が含まれる。 

・Waterkeepers Canadaでは規制的手段(例：漁業法)、一般大衆の教育キャンペーン、草の根の組織を活 

用することによってすべてのカナダ人が安全な飲み水にアクセスできるよう運動を進めている。 

戦略及び活動 

非政府組織は幅広い活動に参加することによってコミュニティの利害のために主張し、環境の代弁者と

して行動している。組織は具体的なプロジェクト、企業もしくは鉱業関連の持続可能性の問題に関する研

究の実施もしくは資金援助を行っている。このような組織では一般大衆の教育資料の作成及び配布、草の

根レベルの組織化及びキャパシティビルディングを実施することによってコミュニティを動員し、公的政

策による解決策を主張し、直接行動に従事している。このような戦略については以下でより詳細に説明し

ている。 

運動及び法的措置 

NGOは協力キャンペーンや企業とのパートナーシップを組むといった方向にますます傾きつつあるもの
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の、NGOの社会的変化をもたらすための主張を行うという役割も依然として重要である。こういった主張を

行う目的は問題に関する行動を促し、意思決定者の政策選択、活動及び解決策の実施方法に影響を与える

ことである。このような主張を行う手段としては、政策が存在しないエリアでの政策の作成、有害で効果

的でない政策や慣行の改革、よい政策が実施されていることの確認といったものが含まれる※65。 

 

NGOは様々な戦略を駆使して主義主張を行うが、このような戦略には意志決定者との対話、メディアを

通じたメッセージ、地域コミュニティメンバー及び組織の自身で主義主張を行う能力の強化などが含まれ

る。過去数十年の主義主張（集中化されたNGO）とは対照的に、個々の利害によって駆動する分散化ネット

ワークへの動きが出てきている※66。インターネットによって分散化グループが行動を調整し、一般大衆や

メディアとコミュニケーションを図る能力が飛躍的に向上している。 

 

法的措置もこのような運動を行う上で強力なツールである。2009年4月には、NGOがカナダ連邦政府に対

してNPRIを通じて 廃石池や廃石に関するデータを一般公開することを要求した訴訟に勝訴した。カナダ

連邦裁判所は、カナダ連邦政府が汚染に関する年次報告を要求する自身の規制に違反していたために連邦

政府に対して情報の公開を強制する、という旨の声明を発表した。この判決によって約80の鉱業施設から

の汚染データの年次報告が要求されることとなった。NGOであるEco JusticeとMining Watch Canadaは2007

年に訴訟を起こした。 

 

ブリティッシュ・コロンビア州のレッドクリス鉱山も現在NGOの訴訟の対象となっており、カナダ 高裁

判所に提起される。2007年6月にはEco JusticeとMining Watchがカナダ海洋漁業省（DFO）及びカナダ天然

資源省（NRCan）が環境アセスメントプロセスにコミュニティを参加させなかったことは法律違反だとして

カナダ連邦裁判所に対して訴訟を起こした。 

 

2007年9月に、連邦裁判所はNGOに有利な判決を下したが、Imperial Metals Corpによる控訴が成功し本

件は 高裁判所に上訴された。Mining Watchは 高裁判所に問題を提起する権利を与えられた 初のカナ

ダNGOとなる※67。本件の審理は2009年10 月に行われる。ウェブサイト、プレスリリース及びメディアはNGO

活動、法的イニシアチブを識別して追跡するための優れた情報源である。 

一般市民の教育キャンペーン 

行動を変更し、意思決定者に影響を与えるキーとなるツールは一般市民の教育キャンペーンある。教育

活動は様々な問題に対して一般の意識と重要なコミュニティ及び環境問題を解決するというコミットメン

トを高めることを目的としている。一般教育キャンペーンはNGOが環境や社会環境を改善するための技術や

慣行に焦点を当てる、というようにポジティブなものである場合もあれば、逆に、活動のネガティブな側

面に焦点を当てる場合もある。NGOであるMining Watchはリソースガイド、技術/政策情報及びカナダ及び

海外の様々な鉱業会社の活動に関する情報へのアクセスを提供している。 

 

教育資料の提供によってコミュニティは自立を高め、政府や企業内で自身の利害を追及することが可能

になる。このアプローチによってNGOがコミュニティに押しかけてコミュニティに代わって主張を行うので

はなく、コミュニティのキャパシティビルディング及びコミュニティからの継続的なコミットメントによ

るコミュニティ自身の目的の追求が可能になる。 

 

一般市民の重要な環境、社会、文化、経済及び政治的問題の理解を向上するためのツールとしては、タ

ウンホールミーティング、会議、メディアリリース、フォーカスグループなどが含まれる。また、NGOは鉱

業による影響、気候変動、エネルギー保全などの様々な問題に関連する報告書の作成および発表も行う。 

                          
※65： CARE. 2001. 支持運動ツール及びガイドライン 2009年4月29日にオンラインでアクセス: www.care.org 

※66： Steffen, Alex.ed. 2006. 変化する世界 : 21世紀のユーザーガイド New York: Abrams. 

※67： Eco Justiceウェブサイト N.d. レッドクリス鉱山 2009年4月27日にオンラインでアクセス : 

http://www.ecojustice.ca/cases/red-chris-mine 
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戦略的パートナーシップ 

次世代のNGO戦略は民間セクターとの戦略パートナーシップである。NGOは傾向及び問題、スキル及び能

力に関する必要とされる情報を提供し、企業の活動に関する信頼性を高めることができる。NGOと民間のパ

ートナーシップを通じて対応される一般的な問題は人権、サプライチェーン改善、環境問題、健康及びガ

バナンスなどがある※68。 

 

個人的関係、会話及び信頼はパートナーシップ協定の不可欠な成功要因である。NGOとの協力協定によっ

てキャンペーンや法的措置、直接的措置のような敵対戦略のような従来のアプローチを補完することが可

能になる。 

 

事例 

カナダで活動を行う複数のNGOは国際的な活動範囲を持ち、一般大衆の認知や企業活動、政府政策に多大

な影響力を及ぼす。このようなNGOには世界自然保護基金、ネイチャーコンサーバンシー、グリーンピース、

フレンズオブアース、Environmental Defenceなどがある。またカナダのNGOは鉱業に関する人々の認識に

も影響を与えている。以下の事例では現在存在する様々なグループや戦略について説明している。 

グリーンピースカナダのStop the Tar Sandsキャンペーン 

グリーンピースカナダは 近になってエドモントンにアルバータキャンペーンオフィスを開設した。こ

れはグリーンピースカナダのアルバータ州におけるオイルサンド鉱業事業に対するフォーカスを物語るも

のである。グリーンピースはアルバータ政府に対する新規オイルサンド開発の停止、既存のプロジェクト

によって発生する環境への影響への対応の働きかけ、連邦政府へのタールサンド開発に対する税制上の優

遇措置の廃止の働きかけなど様々な活動を行っている。 

また、グリーンピースでは非暴力的な直接的措置も行っている。注目に値する例にはバラック･オバマ大

統領の2月のオタワ訪問時の垂れ幕による抗議などが挙げられる。活動家がオタワのアレキサンドリア橋

に“ようこそバラック・オバマ”“気候リーダーはタール砂を買ったりしない”と書かれた2つの大きな

垂れ幕を掲げた。また、グリーンピースは市民が自身のコミュニティで活動に従事するための資源も提供

しており、定期的に活動家研修キャンプを開催することによって市民のメディアプレゼンス、意思決定者

との効果的なコミュニケーション及び抗議のような直接的措置の実施といったエリアのスキルと能力向上

を図っている。 

Mining Watch Canada 

Mining Watch Canadaはマルチステークホルダー組織であり、オタワに拠点を置く環境、社会的正義、先

住民、労働組織が関連している。Mining Watch Canadaはプロジェクト監視の開始/支援、研究及び運動に

よる鉱業及び政府の意思決定者の行動に影響を与えている。メンバーにはニューファウンドランドの市民

鉱業評議会、カナダ公園及び野生協会(CPAWS)、フレンズ・オブ・アースカナダ、イヌネーション、Kairos 

–Canadian Ecumenical Justice Initiative、シエラクラブオブカナダ、ユコン保護協会が含まれる。前

述のように、Mining Watchはプロジェクト反対から国の政策変更まで鉱業セクターに関連する法的措置を

とる上で重要な役割を果たしている。 

Mining Watchはカナダ 高裁判所に訴訟を提起する始めての環境NGOであり、この訴訟は現在2009年後半

に行われる予定となっている。 

 

 

 

                          
※68： Observatoire sur la Responsibilite Societale des Enterprises. 2006. 戦略的パートナーシップガイド 2009年4月27日にオンラ

インでアクセス: www.orse.org 
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3. CSRと持続可能な開発に対するカナダ政府の対応 

3.1 概要 

 

政府の政策は鉱業セクターにおける活動に重要な影響を与える。このセクションでは鉱業セクターの社

会的/環境的パフォーマンスにおける改善を要求、促進するためのカナダ政府の対応について説明する。 

 

環境保護及び市民の福祉に関する責任は連邦、州及び準州政府間で共有されている。カナダは10の州と3

つの準州による連邦民主主義国家である。連邦政府はオタワに位置し、外務や防衛のような国家的な事項

の責任を負う。国の環境保護法も連邦政府の権限の範囲内である。州政府及び準州政府は土地利用、保健

医療、教育といった多くのサービスの提供を担当する。 

 

カナダ政府は2つの理由で鉱業に関連する社会問題/環境問題に関する政策を策定する必要性を認識して

いる。 初にカナダは世界 大の鉱物の生産国の1つであり、天然資源の開発のサポートを継続することを

意図している。第2に、現在のステークホルダーの環境問題/社会問題に関する懸念の高まりによって政府

が方向性と指針を持った政策によって対応する必要性に迫られている。 

 

先に述べたように、天然資源と鉱業に関する責任は連邦政府、州政府及び準州政府間で共有されている。

連邦政府はウラン採掘を含む核エネルギーに対し責任を持っており、また、カナダの3つの準州（ノースウ

ェスト準州、ユコン準州、ヌナブト準州）におけるすべての鉱業活動の規制を担当している。州政府は自

身の管轄内の天然資源を所有しており（わずかの例外を除く）、天然資源の探査、開発及び抽出のすべて

の側面及び管轄内の鉱山サイトの建設、管理、再生及び閉鎖をカバーする政策及び規制の制定を担当する
※69。 

 

複数の政府機関が鉱業における具体的なCSR問題に関連する規制し、影響を与える責務を共有している。

以下のセクションではカナダ鉱業におけるCSR問政府の対応の概要を提供している。まず、歴史的展開及び

鉱業活動に影響を与える政策手段について説明する。社会問題/環境問題を管理するための重要な政策手段

に関する説明も行う。 

 

3.2 カナダにおける持続可能な開発に関する歴史的な政策の展開 

 

カナダは人権違反や生物多様性の損失に取り組むためのイベントへの参加、生物多様性条約や北米環境

協力協定（北米自由貿易協定の環境的側面）のような自発的合意の署名によって国際協力の促進において

重要な役割を果たしてきた。このような取り組みはカナダの持続可能な開発に対するコミットメントを示

すものといえる。 

 

気候変動に特化した取り組みとしては、1994年に気候変動に取り組むためのより効果的なグローバル措

置を策定することを目的として批准された国連気候変動枠組み条約を通じて他国と協力してきた。カナダ

はまた1997年に国際的に採択され、2005年に施行された京都議定書の署名国でもある。 

 

3.3 カナダにおける鉱業政策の発展 

 

連邦政府と複数の州政府はカナダにおける鉱物資源の持続可能な開発を促進するための戦略を策定して

きた。 

 
                          
※69： NRCan. (2009). 持続可能な開発 カナダ天然資源省、2009年4月4日にオンラインでアクセス: 

http://www.nrcan-rncan.gc.ca/mms-smm/poli-poli/sus-dur-eng.htm 
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連邦鉱業政策 

1996年にカナダ政府は“カナダ政府の鉱物/金属政策:持続可能な開発のためのパートナーシップ”の発

表によって鉱業の持続可能な開発に対するアプローチを明らかにした※70。この政策では鉱業に関する州及

び連邦の管轄権を確定し、金属産業、鉱業に関する連邦の決定の枠組みを提供し、持続可能な開発を意思

決定に組み込むという以前の政府のコミットメントに対応した。 
 

この政策では既存の環境保護法を強化し、生物多様性保護（土地アクセスや保護エリアに関連する）、

毒性物質の管理を含む環境保護、鉱業及び鉱山再生への先住民コミュニティの関与に関連する将来の法律

の制定の基礎を築いた。 
 

さらに、本政策では科学や技術の役割についても論じており、カナダ鉱物エネルギー技術センター

（CANMET）、Geomatics Canada, GSC及びカナダ 農務・農産食品省、漁業海洋省、環境省、保健省及び国

家研究評議会を含む複数の連邦組織の関与について説明した。 

 

州鉱業政策 

ステークホルダーの環境問題に関する意識の高まり、そして連邦政府の措置に対する対応として、少な

くとも3つの州が州の鉱物資源に関する管轄的責任を行使し、このような資源に関する州独自の鉱業戦略/

政策を策定した。オンタリオ州、ブリティッシュ・コロンビア州及びアルバータ州はこのような戦略を準

備している。ケベック州でも鉱物戦略の策定を進めている。 
 

各政策では同様に4つの重要エリアに集中している。 

・ コミュニティがファーストネーションズ及び先住民グループを含むコミュニティの関与と発展を支持

する。 

・ 土地へのアクセス権、鉱業権: 土地へのアクセス管理及び鉱業権への対応における政府の役割を明確  

化する。 

・ 環境保護および安全: 環境資源の保護及び作業者とコミュニティの安全を促進する。 

・産業の競争性: 鉱業の長期的な成長及び競争性をサポートしつつ、研究、開発、革新及び商業化をサ

ポートする。 
 

各計画及び戦略では問題に関する持続可能な開発の原則を認識し取り入れている。 

 

3.4 政府の具体的な問題に対する対応 
 

以下の5つのカテゴリーはすテークホルダーグループ、政府及び企業に対して関連性を持つ問題として認

識されている。 

・ 環境保護 

・ 生態系及び生物多様性 

・ 気候変動 

・ 地域コミュニティ及び先住民の関与 

・ 健康及び安全 

各問題に対して、連邦レベル及び州レベルの関連政策の発展の概要及びどの政府機関がこのような政策

の管理を担当するのかについての概要を説明する。 

 

環境保護 

連邦/州管轄権の両方で環境スチュワードシップ及び環境保護の必要性に対応するための環境アセスメ

ント法を持っている。カナダ政府は環境アセスメント法及び排出管理法により法令を施行している。 
                          
※70： NRCan. (1996).カナダ政府の鉱物及び金属政策; 持続可能な開発のためのパートナーシップ オタワ: カナダ公共事業省・政府事業省 

http://www.nrcan-rncan.gc.ca/mms-smm/poli-poli/gov-gov-eng.htm 
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連邦 

カナダ環境アセスメント局では環境アセスメントプロセスを監督して情報を得た上での意思決定への貢

献と持続可能な開発の支援を行う。カナダ環境アセスメント法及びその規則は連邦の環境アセスメント実

行の法的基礎である。CEAAでは連邦当局がプロジェクトに関連して措置をとる前にプロジェクトの環境に

対する影響を注意深く検証することによって、鉱業プロジェクトを含むプロジェクトによって環境に対す

る重大な悪影響が発生しないように配慮する。 
 

カナダの環境/人権保護の法的枠組みの主要な要素は1999年に改正されたカナダ環境保護法である。CEPA

は連邦政府に商業/産業において使用される物質に毒性があるかどうかを判断し、指定の条件に従ってその

ような物質の環境への導入を禁止する権力を与えている。 
 

CEPAの3つの側面：特定の物質に毒性があるためにコントロールすべきかどうか判断する場合のプロセ

ス:鉱業事業から発生する規制にかかる物質（例：鉛及びアスベスト）:危険廃棄物の輸入、輸出及びカナ

ダ内の移動が鉱業に関連する※71。 
 

廃さいや鉱業によって生産されるその他の廃棄物の天然魚がすむ水源への堆積を規制するために、金属

鉱業排水規則(MMER)が2002年に施行された漁業法の下で策定され、カナダ環境省によって管理されている。

これらの規則は世界でも も包括的かつ厳格な鉱業廃水国家基準に分類される。池を使用して廃さいを堆

積する場合、企業は失われた生息地を再生することによって補償を行う必要がある※72。漁業規制は細流の

交差、汚水排出、くず鉱管理及び鉱山閉鎖などに関連する問題の結果、鉱業のすべての段階で適用される。 
 

州 

州が州レベルで類似の規制を持っている。例えば、オンタリオ、サスカチュワン、ブリティッシュ・コ

ロンビア及びアルバータは環境アセスメントプロセスと許可プロセスを管理するための州レベルで環境ア

セスメント法を持っている。 
 

連邦環境アセスメント法の場合と同じように、州政府も州レベルで環境を保護するための法律を施行し

ている。州レベルの各法律は規制当局に対して毒性汚水の環境への排出を防止するための権限を与えてい

る。また州によっては水やその他の資源を保護するための法律を持っている州もある。 
 

州が鉱山のライフサイクルのほとんどの段階において許可の発行や法令コンプライアンスの施行を担当

する。探査中には、政府が土地アクセスや環境保護用の政策及び規制枠組みを提供する。開発中には、鉱

山は環境影響アセスメントの実施及び救済計画の作成を要求される。生産段階では、環境汚水が規制され

る。 終的に、鉱山の閉鎖では、環境保護法を通じて再生と閉山が実施される。 
 

生態系及び生物多様性 

連邦 

国連生物多様性に関する条約の早期の署名からも証明されているように、連邦政府は生物多様性保護及

び生態系保護に対するコミットメントを示してきた。このようなコミットメントに対応して、カナダでは

危機にさらされている種に関する国家戦略、カナダのスチュワードシップアジェンダ及びカナダ生物多様

性戦略を策定した※73。危機にさらされている種の保護の国家戦略には危機にさらされている種の保護議定

書、危機にさらされている種に関する法律、生息地スチュワードシッププログラムが含まれる。1996年に

連邦、州及び準州政によって承認された危機にさらされる種の保護議定書では危機にさらされる種の保護

にあたっての政府間の協力の重要性を認識している※74。 
                          
※71： Castrilli, J. F. (1999). カナダにおける鉱業産業の環境規制: 法令/規制要件の 新情報 トロント: Walter & Duncan Gordon財団 

※72： カナダ漁業海洋省 2008. ファクトシート:金属工業廃水規制 2009年4月9日にオンラインでアクセス: www.dfo-mpo.gc.ca/ 

※73： カナダ環境省 (1995) カナダ生物多様性戦略;カナダの生物多様性条約に対する対応.Hull: Minister of Supply and Services Canada. 
2009年5月7日改正: http://www.cbin.ec.gc.ca/documents/national_reports/cbs_e.pdf 

※74： カナダ環境省 (2006年9月18日). カナダの危機にさらされる種に関するプログラム:新しい危機にさらされる種に関する法律について

の質問と解答 2009年4月8日にカナダ環境省から取得: http://www.mb.ec.gc.ca/nature/endspecies/faq/index.en.html 
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危機にさらされる種に関する法律（SARA）の目的は野生動物種の絶滅もしくは特定の地域/エリアからの

喪失の防止、危機にさらされる種の回復の補助、特別に懸念される種が危機にさらされないようにするこ

とである。SARAの下で独立科学団体であるカナダにおける危機にさらされる野生動物の現状に関する委員

会(COSEWIC)は連邦政府に対してある種が絶滅の危機に瀕しているかどうかの勧告を提供する。 

 

連邦の管轄外の領域に生息する危機に瀕した種に関しては、州及び準州が法律を通じて保護する権限を

与えられている。生息地スチュワードシッププログラムではカナダの人々が危機に瀕する種及びその生息

地を保護する助けとなる。 

 

このプログラムでは危機に瀕する種の回復及び生存に必要な生息地を維持する土地/資源利用慣行を促

進し、既存の保護活動を強化し、新しい保護活動を促進する。2000年以来、本プログラムでは1000以上の

プロジェクト（総額6200万ドル）の資金援助を行っている※75。 

 

州 

複数の州が自身の生物多様性戦略を策定することによって連邦措置に対応している。ブリティッシュ・コ

ロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、マニトーバ州、オンタリオ州及びケベック州が独自の生物

多様性計画/戦略を制定している。例えば、2005年に発表されたオンタリオ州の生物多様性戦略ではカナダ

生物多様性戦略、1992年の環境及び開発に関するリオ宣言、国連生物多様性条約の原則を採択している※76。 

 

危機に瀕する種を保護するための法律に関して言えば、ブリティッシュ・コロンビア州とアルバータ州

を除くすべての州が独自の危機に瀕する種に関する法律を保持している。ブリティッシュ・コロンビア州

の野生動物法も同じような役割を果たし、森林及び山脈の慣行に関する法律、魚類保護法及び環境アセス

メント法の下で生物多様性条項を保持しているほか、州の85%以上で保護及び統合資源管理において重要な

エリアを明確化している※77。 

 

気候変動 

連邦 

カナダ政府は 気候変動をカナダにとって重要な問題と認識し、カナダの温室効果ガス排出及び大気汚

染を大幅に削減するというコミットメントを示している。これに対応して、カナダは2008年3月にTurning 

the Cornerの詳細及び温室効果ガス排出を削減する計画を発表した。この計画には産業における義務とな

る削減値及びオイルサンド及び電機というカナダの主要な排出セクターに対応するための追加の新規措置

が含まれる。政府は2020年までにカナダ全体の排出を20%削減することを誓約している。この計画にはカー

ボンの市場価格の設定、カーボンオフセットシステムを含むカーボン排出取引市場の設定を意図を含む規

制枠組みの詳細が含まれ、カナダの人々に温室効果ガス排出削減のインセンティブを与えている。※78。 

 

2008年の計画発表以来、カナダ政府は気候変動に関する政策を実施するための具体的な措置を発表して

いない。カナダ政府は現在策定中のアメリカ合衆国法律とカナダの枠組みを適応もしくは調和させる意図

を示唆している。 

 

国家目録の準備及び京都議定書及びUNFCCCの下での義務の達成のために、カナダでは2004年にGHG排出報

告プログラムを設立した。このプログラムでは年間100,000トン以上の温室効果ガス（CO2に相当する単位）

を排出する施設をターゲットとしている。施設は年間ベースで6種類の温室効果ガスの排出の報告を行うこ

とを要求されている。エネルギー集約的な業務を行う鉱業施設には報告要件が課せられる可能性がある。 
                          

※75： カナダ環境省 2003. 危機に瀕する種のための生息地スチュワードシッププログラム 2009年4月9日にオンラインでアクセス: カナダ

野生動物サービス: http://www.cws-scf.ec.gc.ca/ 

※76： オンタリオ州政府、魚類/野生動物部門 2005. オンタリオの生物多様性戦略 トロント:オンタリオ州政府 天然資源省 

※77： 生物多様性 BC 2008  生物多様性BC  2009年4月14日にオンラインでアクセス: www.biodiversitybc.org 
※78： カナダ環境省2009.Turning the Corner: カナダの温室効果ガス及び大気汚染削減計画 2009年4月9日にオンラインでアクセス: 

www.ec.gc.ca/cc 
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州 

州レベルでは、アルバータ州、ブリティッシュ・コロンビア州、及びケベック州が既に気候変動関連の

法律を制定している。その他複数の州においても法律の提案もしくは温室効果ガス削減手段を説明する計

画を発表しており、多くの州が削減目標を提案している。アルバータ州の気候変動及び排出管理法の下で

可決された指定ガス排出源規制は年間排出量が100,000トンを超える施設にとって も厳格な規制であり、

温室効果ガス報告及びコンプライアンスを要求している。 本規制では対象となる施設は年間ベースで排出

量を削減することを求められる※79。 
 

ブリティッシュ・コロンビア州及びケベック州は燃料消費に関するカーボン税の賦課を実施している。

ブリティッシュ・コロンビア州を含む多くの州では排出を削減するためのキャップ/取引システムを実施す

る計画を発表している。少なくとも5 つの州が西部気候イニシアチブのような地域レベルでの削減計画に

参加している。気候変動に関する連邦の方向性と同じように、州の方向性に関しても不確定要素が多く存

在し、アメリカにおける進展がカナダの州法に多大なる影響を与えることが予想されている※80。 
 

コミュニティの関与と先住民 

鉱業活動の大半は農村部で行われる。コミュニティの関与の概念は連邦及び州レベルの両方で戦略に組

み込まれている。 
 

連邦 

カナダの先住民やファーストネーションズとの関係は特に重要である。連邦鉱物金属政策では鉱物/金属関

連活動への先住民の関与を促進し、次のような意図を明らかにしている。“インディアン居留地で開発が行われ

る場合、政府はインディアン法における責任を実施するにおいて次のような目的を持つ：ファーストネーショ

ンズに対して自身の鉱物からの公正な利益を与える、環境の保護、将来世代のためのサイトの回復及び更正、

ファーストネーションズの意図に沿ったファーストネーションズのプロジェクトへの関与” ※81 
 

連邦レベルではインディアン法及びファーストネーションズ土地管理法などの先住民やファーストネーシ

ョンズの権利を保護するための法律が施行されている。インディアン法はインディアン及び北方業務省（INAC）

によって管理されており、インディアン及び北方業務相に地下資源の利用のコントロール、管理及び実施を行

う権限を与えるインディアン鉱業規制が含まれる。 これにはリースや許可証の発行、これらの条件、賃貸料、

供託金、ロイヤリティの賦課、アセスメント作業の要件、刑罰や制裁の負荷などが含まれる。 
 

州 

ブリティッシュ・コロンビア州とオンタリオ州の両方でそれぞれの鉱業計画や戦略に先住民の人々の関

与を組み入れている。ブリティッシュ・コロンビア州は地域コミュニティ及びファーストネーションズと

の関係、雇用機会、教育及び研修の強化を図っている。オンタリオ州では先住民との協議プロセスの改善

を行うことによって鉱業セクターの活動が先住民及び条約権利と一致した方法で行われることを確保する

と同時に、雇用機会の促進及び関与のためのその他の機会の促進を目指している。 
 

複数の州でファーストネーションズ及び先住民に関する法律を施行している。メティス居住地法(アル

バータ)及びクリー-ナスカピ法(ケベック)は2つの例である。ブリティッシュ・コロンビア州は2005年に制

定されたメティスネーション関係議定書を通じて関係の改善を目指している。 
 

複数の州でファーストネーションズ及び先住民に関する法律を施行している。メティス居住地法(アルバ

ータ)及びクリー-ナスカピ法(ケベック)は2つの例である。ブリティッシュ・コロンビア州は2005年に制定

されたメティスネーション関係議定書を通じて関係の改善を目指している。 

                          
※79： Bennett Jones LLP. 2008. カナダ: 温室効果ガスに対応するための重要な連邦･州措置 Bennett Jones LLP 
※80： 同上 

※81： NRCan. 1996. カナダ政府の鉱物及び金属政策; 持続可能な開発のためのパートナーシップ オタワ: カナダ公共事業および政府事業省 
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作業者の安全 

カナダはカナダ人が健康で安全な環境で労働する権利を長く認識してきた。環境規制の場合と同じよう

に、連邦政府と州政府は作業者の安全を確保する責任を共有する。カナダにおける労働上の健康及び安全

（OH&S）法では雇用主、監督者及び作業者の一般的な権利及び責任について説明している。連邦政府及び

10の州および3つの準州では自身のOH&S法を持っている。さらに刑法は2004年に発効した修正によって更新

され、例えば、不十分な安全研修手順の結果従業員の死亡事故が発生した場合には組織や企業は刑事的な

過失を問われることとなった※82。 

 

連邦 

連邦政府はカナダ労働法パートⅡ及び規則の下でその従業員及び連邦企業の健康と安全に対して責任を

負う。また、カナダ労働法は連邦が管理するウラン鉱業及び運輸のような他の州にまたがる職業にも適用

される。連邦政府のOH&S管轄権はカナダ労働人口の約10%をカバーする。州および準州法律によってカナダ

労働人口の残りの90%をカバーする※83。 

 

州 

州レベルでは、作業者の権利や責任、雇用主及び監督者の責任を含む多くの基本的な要素はカナダの全

管轄権におけるものと類似している。各州では法律や雇用安全基準などを通じて作業環境における健康と

安全を確保する。州によっては鉱業に特化した安全法律がある州もある。例えば、2008年に更新されたブ

リティッシュ・コロンビア州における鉱山健康安全/再生法※84では以下のような複数の側面に関連する健

康と安全問題をカバーする。 

・ 労働上の健康/安全 

・ 個人的安全及び緊急対策 

・ 建物、機械及び設備 

・ 電力システム 

・ 鉱山設計及び手順 

・ ホイスト及びシャフト 

・ 爆薬 

・ 鉱物探査 

・ 再生及び閉鎖 

 

その他の州では労働上の健康及び安全に関する法律、特に鉱業法律において類似の側面を取り入れてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
※82： 法務省2005. わかりやすいガイドBill C-45 - 企業の刑事責任に影響を与える刑法への修正. オタワ: 法務省 

※83： サスカチュワン先端教育、雇用、労働省 2008. 連邦健康/安全法 2009年4月29日にオンラインでアクセス: www.readyforwork.sk.ca 

※84： ブリティッシュ・コロンビア州エネルギー、鉱山及び石油資源省2008. ブリティッシュ・コロンビア州鉱山健康、安全及び再生法 2008. 

2009年4月29日にオンラインでアクセス: 

www.empr.gov.bc.ca 
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4. 鉱業における産業協会の反応 

4.1 概要 

 

産業連合はカナダにおける近代鉱業を形作る上で積極的な役割を果たしてきた。産業協会の持続可能性

プログラムに関連した洗練度のレベルは異なるものの、現在のところ産業協会のほとんどが様々な環境、

社会、健康及び安全上の考慮事項をメンバーに対して促進している。一般的に、協会では関連する持続可

能性問題に関する研究の実施、持続可能性をパフォーマンスに関連付けるビジネスケースの開発、及び開

発指標の作成、報告プログラムの開始を通じてトリプルボトムラインパフォーマンスを測定/管理すること

を通じてメンバー企業の教育および意識向上を補助してきた。進歩的な産業協会では産業の持続可能性ビ

ジョンを確立し、メンバー企業からの買い入れを取得している。カナダ鉱業協会(MAC)はこのようなリーダ

ーシップのよい例である。また、連合ではメンバー企業のターゲットの確立、進捗度の測定、パフォーマ

ンスの報告及び目標達成のためのアクションプラン/パートナーシップの達成の補助も行っている。また、

産業連合では研究、ベンチマーキング、ツールの開発、資源の共有、作業グループの結成を通じて教育的

役割も果たす。実務では、カナダ産業協会の持続可能性プログラムの発達における洗練の程度はメンバー

から協会に対して与えられた義務、協会が利用できる資源、特定のメンバー企業の持続可能性リーダーシ

ップレベルのような複数の要因に左右される。さらに、産業協会間では持続可能性や企業責任の促進に対

するアプローチも異なる。MACのような特定の協会では協会加盟の前提条件として持続可能性イニシアチブ

への積極参加を求める一方で、カナダ探鉱者/開発者協会（PDAC）のように参加を促進はするが、出版物/

ワークショップの共有及びその他のツールの提供を通じて自発的アプローチを許可する連合もある。 

 

4.2 主要鉱業協会のCSRイニシアチブ 

 

カナダにおける社会的/経済的/環境的考慮事項を鉱業産業に組み込む 初の試みは1994年にホワイトホ

ース鉱業イニシアチブを通じて実施された※85。カナダ鉱業協会では1992年9月にホワイトホースで開かれ

た会議において鉱業セクター、政府、労働組合、先住民、環境コミュニティの代表者を含むマルチステー

クホルダープロセスの作成を提案した。初回の協議によってホワイトホース鉱業イニシアチブリーダシッ

プ評議会議定書が作成されるにいたった。 

 

この議定書では財務/課税、環境、土地アクセス及び労働力/労働環境/コミュニティという４つのグルー

プの問題に焦点を当てた。議定書では全体としてカナダにおける社会的、経済的、環境的に持続可能で繁

栄した鉱業の共通ビジョンを形作る勧告リストを提供した。ホワイトホース鉱業イニシアチブは時間は経

っているもののより 近の発展の強固な基盤を築いたといえる。 

 

今日、主要なカナダ産業協会にはカナダ鉱業協会（MAC）、カナダ探鉱者/開発者協会（PDAC）及びカナ

ダ石油生産者連合（CAPP）が含まれる。以下ではカナダ鉱業協会びこのような産業連合のCSRイニシアチブ

の概要を提供する。 

 

カナダ鉱業協会 

カナダ鉱業連合はカナダ鉱業セクターの国家産業協会であり、鉱物探査、鉱業、製錬、精製及び半製造

に関連する企業を代表する。メンバーにはBarrick Gold Corporation, Kinross Gold Corporation, Newmont 

Mining Corporation of Canada Limited, Suncor Energy Inc., Syncrude Canada Ltd., Teck Limited, 

Xstrata等カナダの金属産出量及び主要な産業鉱物産出量の大半を占める企業が含まれる。 

 

                          
※85： カナダ天然資源省; http://www.nrcan-rncan.gc.ca/mms-smm/poli-poli/gov-gov/wmi-imw-eng.htm; 2009年4月28日にオンラインでアクセス 
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鉱業セクターの全企業がメンバーになることが可能であり、MACの活動を支援するサプライヤのように鉱

業に間接的に従事する企業は準会員となることができる。 

 

MACの使命は“メンバーの力をあわせることによってすべてのカナダ人のためにカナダの鉱業/鉱物処理

産業の成長及び発展を促進する“ことである。この協会の役割は国内そして国際的に鉱業の利益を促進し、

鉱物に影響を与える政策に関して政府と協力し、一般市民に情報提供を行い、メンバー企業間の協力を促

進することによって共通の問題を解決することである※86。 

 

本協会は1935年にカナダ金属鉱業協会として組織された時までさかのぼる長い歴史を誇る。MACの現在の

主要な持続可能性プログラムはTowards Sustainable Mining 

(“持続可能な鉱業に向けて”：TSM)イニシアチブである。 

 

MACの‘Towards Sustainable Mining’イニシアチブ 

Towards Sustainable Mining (TSM)イニシアチブは2004年に持続可能性パフォーマンスを向上し、運営

のための社会的免許を得ることによって鉱業産業の評判を高める目的で開始された。 TSMへの参加はすべ

てのMACメンバーにとって必須である。本イニシアチブではメンバー企業に対してメンバーが報告を義務付

けられる様々なパフォーマンス指標によってサポートされているTSM原則/コミットメントに同意すること

を要求している。 

 

TSM原則 

MACのウェブサイト※87で明記されているように、メンバー企業は以下のような手段で世界的にリーダー

シップを発揮することを誓っている。 

・ 利害関係を持つコミュニティをTSMイニシアチブのデザイン/実施に関与させる。 

・ 自社業務に関して積極的に対話を支援し対話に従事する。 

・ 自社内でリーダーシップを促進することによってどこで事業を展開する場合にも持続可能な資源スチ

ュワードシップを達成する。 

・ 自社事業のあらゆる側面を優秀さ、透明性そしてアカウンタビリティを持って実施する。 

・ 従業員、請負業者及びコミュニティの健康及び安全を保護する。 

・ グローバルイニシアチブに貢献することによって金属及び鉱物の安全かつ環境に責任を持った方法で

の生産、使用及びリサイクリングを促進する。 

・ 探査から閉鎖にいたる開発の全段階を通じて自社業務の環境及び生物多様性への影響を 小化するよ

う努める。 

・ 利害関係を持つコミュニティと協力することによって放棄された鉱山のような継承される問題に対応

する。 

・ 業務のすべての側面において新技術、技術革新およびベストプラクティスの適用を通じて 継続的な向

上に努める。 

さらに、MACメンバーは以下を行うことを誓約する。 

・ 人権を尊重し、取引を行う人々を、公正に尊厳を持って扱う。 

・ 業務上関係する人々の文化、慣習、価値観を尊重する。 

・ 先住民の人々（ファーストネーションズ、イヌイット及びメティス）及び世界中の原住民の人々の独

自の役割、貢献及び懸念を尊重する。 

・ 倫理的行動を通じてビジネスを獲得/維持する。 

 

 

                          
※86： カナダ鉱業協会; http://www.mining.ca/www/About_Us/About_Us.php; 2009年4月27 日にオンラインでアクセス 

※87： カナダ鉱業協会;http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/principleseng.pdf; 2009年4月27日にオンラインでアクセス 
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・ 業務を行う各国ですべての法律及び規制を遵守し、このような原則の遵守及び 良の国際慣行を反映

した基準を適用する。 

・ コミュニティの新しい鉱業プロジェクト及び既存のプロジェクトによってもたらされる機会に参加す

る能力を支援する。 

・ 鉱山の探査、開発、業務及び閉鎖のすべての段階でコミュニティの優先課題、ニーズ及び利害に対応

する。 

・ 経済、環境、社会、教育、医療ケア基準を強化するための自立プログラムを通じて地域コミュニティ

に対して永続的な利点を提供する。 

 

MACのTSM持続可能性枠組み 

TSMの持続可能性枠組みについては図7において説明している。一定の原則（上述）を承認後、メンバー

企業は廃さい管理、エネルギー使用および温室効果ガス(GHG)排出管理、外部の奉仕活動、危機管理のよう

な複数のパフォーマンス指標の測定/報告を行う。先住民との関係や生物多様性の領域におけるその他のパ

フォーマンス指標は現在開発中である※88。 

 

TSM測定及び報告指標s 

危機コミュニケーション           外部の奉仕活動 
1. 危機管理準備                 1. 利害関係を持つコミュニティの明確化 

2. 検証                     2. 効果的なCOIエンゲージメント/対話 

3. 研修                     3. COI対応メカニズム 

.                        4. 報告 

 

エネルギー及び温室効果ガス排出管理     廃さい管理 
 1. エネルギー利用管理システム          1. 廃さい管理政策/コミットメント 

2. エネルギー利用報告システム          2. 廃さい鉱管理システム 

3. エネルギー集約性パフォーマンス目標      3. 廃さい鉱管理に割り当てられたアカウン 

4. 温室効果ガス排出管理システム          タビリティ及び責任 

5. 温室効果ガス排出報告システム         4. 年次廃さい鉱管理検証 

6. 温室効果ガス排出集約性パフォーマンス目標   5. 運用、保守及び監視(OMS)マニュアル 

 

(出典: Mining Association Canada) 

 

MAC では持続可能性の定義に関して前述のブラントランド委員会の定義（“将来世代のニーズの充足に

影響を与えることなく現在世代のニーズを満たす開発”）に従い、さらにステークホルダーを“我々の業

務に影響を受ける可能性があり、業務に関する意思決定に利害関係を持つ、もしくは持つと信じるすべて

の個人/グループを含む利害関係を持ったコミュニティ”と定義している。これには、従業員、請負業者、

先住民、原住民、鉱業コミュニティメンバー、サプライヤ、顧客、環境組織、政府及び金融コミュニティ

及び株主が含まれる※89。 

 

 

 

 

 

                          

※88： COIパネル2007 TSM検証後リビュー  終報告書 2008年3月11日; Stratos Inc; 

http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_COI_Panel/2008/COI_Panel_2007_TSM_Post_Verification_Review_FINAL.pdf; 2009年4月23日に

アクセス 

※89： 持続可能な鉱業に向けて; 原則; 2004年12月; http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/principleseng.pdf; 2009年4

月27日にアクセス 



- 40 - 

アセスメント手順

技術ガイドライン

検証システム

パフォーマンス測定
システム

先住民との関係

危機コミュニケーション

廃さい管理

報告ガイド

パフォーマンス報告

生物多様性

外部エンゲージメント

エネルギー管理

パフォーマンス指標の定義

TSM原則

G P及びパフォーマンス要素

の明確化

利害関係を持った
コミュニティ

 

図7 - TSM持続可能性枠組み※90 

 

年間ベースで、カナダに業務施設を持つメンバー企業は複数の指標を使って自社のパフォーマンスを測

定して報告する必要がある。メンバーの報告書は3年間のローテーションで第三者による検証にかけられる。

また、2007年にはMACは追加手順として2つの企業に対して検証後レビューを実施して報告書及びTSMプロセ

スの一般大衆からの信頼性を向上させた。 

 

さらに、MACではパフォーマンス指標の開発及びTSM実施のための技術ガイドライン（テキストボック

ス”TSM測定/報告指標”参照）を提供することによってメンバーを支援している。ガイダンス出版物の例は

MACメンバーのエネルギー/カーボン意識向上および管理の補助を目的として2008年12月に発表された“エ

ネルギー及びGHG排出管理ガイダンス文書”である※91。また、メンバーはMACの労働組織、先住民コミュニ

ティ、NGO、鉱業企業及び投資セクターの代表者で構成され、MACのTSM目標の形成及び達成補助を目的とす

る利害関係コミュニティ諮問パネルの専門知識も活用可能である。 

 

カナダ探鉱者/開発者協会 

本協会は1932年に設立され、現在950の企業、6,000人の個人のメンバーを抱えている。企業メンバーに

は鉱業セクターの活動を支援する様々な規模の鉱業会社/組織が含まれる。個人のメンバーには探鉱者、開

発者、地球科学者、コンサルタント、鉱業会社役員、生徒及び弁護士、貸し手、投資家などのようなその

他の支援サービスに従事する人々が含まれる。 

 

 

 

 

 

                          
※90： Stratos Inc. (2008). COIパネル2007 検証後リビュー  終報告 2008年3月11日. 
※91： 持続可能な鉱業に向けて; 
http://www.google.com/search?q=Energy+and+GHG+Emissions+Management+Guidance+Document&rls=com.microsoft:*&ie=UTF-8&oe=UTF- 
8&startIndex=&startPage=1; accessed on May 5, 2009 
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PDACの使命は“カナダ鉱物探査セクターの利益を保護/促進し、カナダにおける強固な鉱業を確立するこ

とである。PDACはカナダ国内そして国際的に 高レベルの技術環境、安全、社会慣行を促進する”※92こと

である。PDACは支持運動、情報共有およびメンバーに対するネットワーク機会の提供を通じてその使命の

達成を目指す。 

 

・PDACのe3 Plus: 責任ある探査の枠組み 

2009年3月にPDACはe3 Plus: 責任ある探査の枠組みを発表し、コミュニティエンゲージメント及び社会

的責任に関する考慮事項を含めることによって以前のイニシアチブであるe3: 探査における環境的卓越を

強化した。このイニシアチブの目的は“探査企業の継続的な社会的、環境的、健康/安全パフォーマンスの

改善及びこれら3つの側面のすべての探査プログラムへの包括的組み込みを補助する”※93ことである。 

PDACメンバーのe3 Plusへの参加は推奨されるが、強制ではない。 

 

本報告書作成段階では、イニシアチブのフェーズIのみが開始されている。フェーズIには責任ある探査

原則とガイダンス文書が発表された。 

 

・PDACの責任ある探査原則 ※94 

・ 責任あるガバナンス/管理の採択 

・ 倫理的ビジネス行為の適用 

・ 人権の尊重 

・ プロジェクトのデューディリジェンスやリスクアセスメントへのコミットメント 

・ ホストコミュニティやその他の影響を受ける/利害関係当事者のエンゲージメント 

・ コミュニティ開発及び社会的福利への貢献 

・ 環境の保護 

・ 作業者及び地域人口の健康及び安全の保護 

 

この原則はより原則の実施に関するより詳細な情報を提供する追加ガイダンスによって補完される。こ

れらの原則はどのような企業にも適用可能である一方で、各企業独自の状況にあわせて修正可能なツール

キットとして使用することも可能である。 

 

PDACはe3 Plusイニシアチブのさらなる発展のために活動し続けることが期待されている。PDACのウェブ

サイトによると、e3 Plusイニシアチブのパフォーマンス目的、報告基準、検証要件は2009年及び2010年に

かけて作成される予定である。 

 

カナダ石油生産者協会 

カナダ石油生産者協会(CAPP)はカナダの天然ガス、原油セクターを代表する。CAPPの使命は“カナダの

上流石油産業の経済的持続可能性を政府、一般大衆および業務を行うコミュニティ内のステークホルダー

との建設的なエンゲージメント及びコミュニケーションを通じて安全で環境的/社会的に責任ある方法で

強化することである”※95 

 

会員にはカナダ全土で天然ガス、天然ガス液体、原油、オイルサンド、硫黄を探査、開発及び生産する

130の企業と石油及びガスビジネスの企業に支援サービスを提供する150の準会員が含まれる。 

 

                          
※92： PDAC; http://www.pdac.ca/pdac/about/index.html; 2009年4月28日にアクセス 

※93： PDAC; http://www.pdac.ca/e3plus/index.html; 2009年4月28日にアクセス 

※94： PDAC; http://www.pdac.ca/e3plus/pg/c-principles.html; 2009年4月28日にアクセス 

※95： CAPP; http://www.capp.ca/aboutUs/mission/Pages/default.aspx; 2009年4月28日にアクセス 
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・CAPPの持続可能な目標 

CAPPの目標及び戦略の1つが“実現可能な産業を維持しつつ環境、健康及び安全パフォーマンス及びスチ

ュワードシップの継続的な改善を促進する”ことである。持続可能な産業とはさらに以下のように定義さ

れる 

・ 環境、健康及び安全政策の経済的結果に関する対話に貢献する。 

・ 環境スチュワードシップのパフォーマンス指標の開発を促進する。 

・ 公平及び最終手段原則に基づいた環境責任保証枠組みを開発する。 

・ 環境運用ガイドラインを維持する。 

・ 会員に基準、ガイドライン及び産業研修プログラムを伝達する。 

・ 産業の環境、健康及び安全パフォーマンスを重要なステークホルダーを伝達する。※96 

CAPPのウェブサイトでは持続可能な開発もしくは企業の社会的責任に関しては言及しておらず、会員が

従うべき持続可能性原則も提供していない。連合では会員となる条件としてベンチマーキングデータの提

出を要求している。CAPPは会員に対してデータの準備及び提出への標準的なアプローチを提供するための

スチュワードシップベンチマーキングガイドを作成している。収集されるデータはCAPPメンバーやステー

クホルダーグループに関連する問題を表す。以下のような持続可能性関連パフォーマンステーマが2008年

のスチュワードシップ報告書に含まれた温室効果ガス排出、大気質、土地及び更正、水、安全及び社会パ

フォーマンス。 

 

CAPPのスチュワードシップの進捗を監視する6人の独立した個人で構成されるパネルであるCAPPスチュ

ワードシップ諮問グループは産業の環境、健康、安全及び社会パフォーマンスを改善する勧告を行ってい

る。このグループでは最近になってCAPPに対して目標、目的及び具体的なターゲットを定義する長期的な

スチュワードシップビジョンを作成するよう求め、“産業及びCAPPは正しい方向に進んでいるが、もっと

できることがあるし、しなければならないと信じている”と述べた。※97 

 

鉱業及び金属に関する国際評議会 

カナダ鉱業は持続可能性を発展させるために活動する進歩的鉱業産業協会である鉱業及び金属に関する

国際評議会（ICMM）による研究や活動にも影響を受ける。ICMMでは科学や持続可能な開発の原則に基づい

て鉱業セクターの問題や優先課題に対応することを目的としている。2001年の設立から、ICMMの目標は世

界で最も大規模な鉱業/金属企業を代表し、このような企業の持続可能性へのコミットメントを発展させる

ことである。 

 

ウェブサイトに明記されているように、ICMMのビジョンは“社会にとって不可欠であり、持続可能な開

発への重要な貢献者であると広く認識される尊敬に値する鉱業/金属産業を目指すことである”※98。 

 

ICMMはイギリスに本拠を構えてはいるが、カナダにも拠点を持つ。ICMMでは2社のカナダ企業（Barrick

とTeck）を含む17のメンバーとMAC及びPDACを含む様々な地方、国家及び商品協会から構成される30の準メ

ンバーを持つ。 

 

ICMMの持続可能な開発枠組み 

ICMMのビジョンの中心をなすのは、10の持続可能な開発原則、公的報告及び独自の保証の3つの要素を含

む持続可能な開発枠組みである。これら3つの要素は必須であり、加入の必須条件である。企業は原則の実

施、原則の達成に関するパフォーマンス報告及びコミットメントを達成しているという独立した保証の取

得を要求される。 

                          
※96： CAPP; http://www.capp.ca/aboutUs/mission/Pages/default.aspx; 2009年4月28日にアクセス 

※97： CAPP 2008スチュワードシップ報告書; http://www.capp.ca/getdoc.aspx?DocId=149595&DT=NTV; 2009年4月28日にアクセス 

※98： ICMM; http://www.icmm.com/about-us;2009年4月28日にアクセス 
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ICMMのウェブサイト上のポジションペーパーでより詳細に説明される10の持続可能な開発原則は以下の

通りである。 

1. 倫理的企業慣行及び健固なコーポレートガバナンスシステムを実施/維持すること。 

2. 企業の意思決定プロセス内で持続可能な開発に関する考慮事項を組み込むこと。 

3. 基本的な人権を支持し、従業員やその活動によって影響を受ける他社との対応において文化、慣習及

び価値観を尊重する。 

4. 有効なデータ及び測定科学に基づいてリスク管理戦略を実施する。 

5. 健康及び安全パフォーマンスの継続的改善を目指す。 

6. 環境パフォーマンスの継続的改善を目指す。 

7. 生物多様性の保全及び土地利用計画への統合アプローチに貢献する。 

8. 責任ある製品デザイン、製品の使用、再利用、リサイクル及び処分を促進する。 

9. メンバーが業務を行うコミュニティにおける社会的、経済的、機関的発展に貢献する。 

10. ステークホルダーとの効果的かつ透明性の高いエンゲージメント、コミュニケーション及び第三者

によって検証された報告上の取り決めを実施する。 

 

これら原則のそれぞれにはメンバー企業のこれら原則実施を補助するための追加のパフォーマンスガイ

ドが含まれる。パフォーマンスの測定と報告に関連して、ICMMはグローバルレポーティングイニシアチブ

（GRI）とパートナーを組んで持続可能な開発枠組みの公的報告要素を策定した。ICMMは10の原則のそれぞ

れに対する関連する指標をGRIの持続可能性報告ガイドラインもしくは鉱業及び金属セクター付属文書に

含むことを希望した。ICMMの持続可能な開発原則及び関連するGRI指標はIMCCウェブサイト上で入手可能で

ある※99。ICMMはそのメンバーに対して 高レベルのGRI基準の達成、GRI基準達成に関する報告を要求して

いることは注目に値する。 

 

また、ICMMメンバー企業は第三者による持続可能な開発枠組みの 初の２つの要素（10の原則を使用し

たパフォーマンスの測定及び実施、GRIに従ったパフォーマンスの報告）を満たしているという第三者によ

る保証を得ることも要求される。メンバーはその後、どのように10の原則を遵守したか説明し、A+ GRI基

準を達成し、自身の持続可能性レポートの第三者による保証を得ることによって本枠組みの保証要素を満

たす。 

 

ICCMはそのメンバー企業に持続可能性コミットメントの達成/促進の補助を行う。ICMMは環境スチュワー

ドシップ、健康及び安全、物質スチュワードシップ、社会経済開発、天賦の資源イニシアチブ、埋蔵量、

資源及び持続可能な開発枠組みの実施を支援するこれらのテーマに関連する20以上のプロジェクトのエリ

アで6つの作業プログラムを持っている（テキストボックスを参照）。 

 

さらに、ICMMでは調査、ベンチマーキング、ケーススタディ、ベストプラクティスの紹介、課題の共有、

解決策発見のための作業グループの作成、ツールキットの開発、文献検証を可能にする広範囲にわたる図

書館を含む様々な手段を通じて補助を提供する。ICMMでは大半のプロジェクトをメンバー企業、政府、環

境NGOコミュニティによる積極的な参加及びエンゲージメントを通じて実施し、環境NGOコミュニティは

ICMMメンバーに関連ステークホルダーからの追加支援及び意見を提供する。 

 

 

 

 

                          
※99： ICMMでは資源ガイドを作成している; http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/public-reporting; 2009

年4月23日にアクセス 
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ICMMの作業グループのテーマ: 

環境スチュワードシップ 

- 同一条件での閉山 

- 生物多様性に関する優れた取り組みとオフセット 

- 土地利用計画 

健康及び安全 

- HIV/AIDS, 結核、マラリア 

- 金属に関する職業暴露限度 

- 安全及び健康会議 

物質スチュワードシップ 

- ライフサイクル管理 

- 化学物質管理 

- 持続可能な消費 

社会経済開発 

- コミュニティ開発 

- ビジネスと人権 

- 先住民 

- 緊急対応 

天賦の資源イニシアチブ 

- 鉱物課税 

- 天賦の資源イニシアチブ 埋蔵量及び資源量 

- 埋蔵量及び資源量に関する国際報告システム 

(出典: ICMM) 
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5. CSRに対するカナダ鉱業会社の対応 

5.1 現状 

 

今日の鉱業は運営における社会的免許の維持に対する依存及び気候変動のような産業を変える問題の出

現の結果よりより大きな持続可能な開発への対応プレッシャーにさらされている。“運営のための社会的

免許”という用語は多国籍企業の世界中の事業において 小限の基準を満たすよう求める世界的プレッシ

ャーを説明するために作られた。この免許は良好なコミュニティとの関係及び鉱業によって影響を受ける

資源のよい世話役となることを通じて維持される。カナダ政府は関連するコミュニティ及び企業の権利を

保護し、気候変動のような出現しつつある問題に対応するための規制枠組みを確立している。ステークホ

ルダーグループは組織化し、鉱業会社への圧力を強めている。鉱業は基準を策定するために協力している

が、このような基準の多くは急速に発展し続けている。 

 

カナダ鉱業会社は企業の社会的責任に関するこのような展開にどのように取り組むかの決断を迫られて

いる。このセクションではこのような対応を検証する。本報告書ではカナダ鉱業会社及びカナダにおける

鉱業に焦点を当てる。カナダ企業の国際業務に関連する持続可能な開発への対応については詳細には説明

しない。カナダには世界でも も大規模な鉱業会社が本拠を置いている。カナダの 大手鉱業会社15社の

2008年の収益は10億カナダドルを超える（表3を参照されたい）。持続可能性を取り巻く重大な活動は 大

手の鉱業会社だけに限られるわけではないが、このような 大手企業が持続可能なイニシアチブに献身す

るだけの資本を持った企業であることが多いのは間違いない。複数の鉱業会社が行動と公開を通じてリー

ダーシップを発揮してきた。このグループの主要な活動及び も可視性の高い活動を行っているグループ

について焦点を当てる。※100 

 

表3 – カナダ鉱業会社の収益上位15社 

企業 収益（千ドル） 
Potash Corp./Saskatchewan Inc. 9,446.5 
Xstrata Nickel Inc. 8,643.1 
Barrick Gold Corp. 7,913.0 
Teck Resources Limited 6,466.8 
Vale Inco Limited 5,361.0 
Cameco Corporation 2,678.1 
Goldcorp Inc. 2,419.6 
Goldcorp Inc. 1,956.4 
First Quantum Minerals Limited 1,740.4 
Kinross Gold Corporation 1,617.0 
Sherritt International Corporation 1,509.5 
Fording Canadian Coal Trust 1,329.7 
Highland Valley Copper 1,147.2 
Yamana Gold Inc. 1,054.6 
Noranda Income Fund 1,020.3 

（出典: OneSource. 2009. 2008の収益に基づく） 

 

 

5.2 鉱業における企業の社会的責任枠組み 

 

鉱業会社は多くの持続可能性問題に直面している。企業がこのような問題への対応として採択する一般

的な2つの方法は社会、環境、経済パフォーマンスを含むトリプルボトムラインアプローチ※101とGRI G3報

告枠組みである。その他複数の枠組みやアプローチが利用可能である。 
 

                          
※100：本セクションではCSRを取り巻く企業活動の厳選した例を紹介する。紹介する例は包括的なものではなく、各サブセクションで議論さ

れる主題に適切なものを選択した。 

※101： “トリプルボトムライン”という用語は1994年にJohn Elkingtonによって発明され、彼の1998年の著書“Cannibals with Forks: the 

Triple Bottom Line of 21st Century Business”で発表された。 
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図8ではカナダの鉱業企業に関連する７つのCSRトピックに集中し、企業に対して本報告書について通知

する枠組みが提示されている。これは、同じくらい有効で関連性のあるトピックの組み合わせもあること

を認識し、サンプルとして提示されるものである。 

 

環境管理 健康及び安全 ガバナンス 

• 大気 

• 水 (消費、汚染) 

• エネルギー消費 

• 排出及び汚水 

• 土地再生 

• 生物多様性、土地管理 

• 環境漏出 

• 作業環境の健康及び安全 

• 事故報告及びパフォーマンス管  

理 

• 労働上の疾病 

• コミュニティの健康 

 

• ガバナンス構造、役割及び責任 

• 戦略、目標及びターゲット 

• 管理プロセス 

• 憲章及び政策 

• リスク管理 

気候変動 従業員の責任 

• 温室効果ガス管理 

• 温室効果ガス排出 

• 緩和戦略 

• 適応戦略 

• コンプライアンス 

• ガバナンス 

• 温室効果ガス報告 

 

 

鉱業会社 

 

• 従業員の誘致及び保持 

• ワークライフバランス 

• 研修及び教育 

• 人権 

 

コミュニティエンゲージメント 製品のスチュワードシップ 報告及び公開 

• コミュニティ投資 

• コミュニティ開発 

• 地域コミュニティおよび慣習権 

• 人権(公的コメント、自己分析) 

• 従業員関与 

 

• 製品の使用による影響 

• ライフサイクル分析 

• 製品法令コンプライアンス 

• プロセススチュワードシップ 

• 物質スチュワードシップ 

• 資源スチュワードシップ 

• 重要な環境的/社会的パフォーマ

ンス指標 

• 報告及びコミュニケーション 

• ステークホルダーフィードバック

• 第三者の保証 

• 認知される基準の採択 

                                    (出典: Deloitte) 

図8 - 鉱業とCSRの枠組み 

 

5.3 ターゲットとなる問題 

 

この報告書ではカナダ鉱業産業のCSRの現状にとって重要で関連性のある問題（以下を参照）に焦点を当

てる。 

・ ガバナンス 

・ 公開及び報告 

・ ステークホルダー及びコミュニティエンゲージメント 

・ 気候変動 

・ 生物多様性と土地管理 

・ 製品スチュワードシップ 

・ 作業者の安全 

 

5.4 ガバナンス 

 

CSRにおけるガバナンスとは企業の取締役及び重役レベルのリスクを適切に管理し機会を利用するため

の適切な管理/報告制御システムを準備する責任/アカウンタビリティを意味する。 役員には適切な注意を

払い情報を得た上で意思決定を行うだけでなくリスクを適切に管理するという忠実管理義務がある。ガバ

ナンス機能は取締役及び重役レベルの両方で存在し、ステークホルダーがガバナンス改善の必要性を推進

している。 
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このセクションでは主要企業のガバナンス構造及びそのような構造が可能にする幅広い活動について論

じる。持続可能性パフォーマンスに関するコーポレートガバナンスについては、ベストプラクティスは以

下のような要素について論じている※102。 

・ 取締役会の監視 

・ 戦略計画及びパフォーマンス 

・ 経営陣の執行 

・ 公的公開 

 

以下では 初の3つの要素について論じる。公開に関しては次のセクションで説明する。 

 

取締役会の監視及びガバナンス構造 

カナダの産業リーダーはCSRに関するリスクを管理し、新しい機会を活用するためにガバナンス構造を確

立している。厳選された企業において観察されるガバナンス構造に関しては表4でまとめている。 

 

リーダー達は取締役会レベルの監視、重役レベルでの諮問及び目標設定、ビジネスラインレベルにおけ

る運用実施といったように統合ガバナンス構造アプローチを取っていることが明白である。我々の観察で

はCSRの監督は取締役会の環境、健康、安全（EHS）もしくは同等の小委員会の責任となることが多いよう

である。PotashCorpではこの責任は取締役会そのものが負っている。 

 

重役レベルではガバナンス構造の一貫性はやや下がり、観察された企業の中には特別な持続可能性に集

中した委員会によって業務にける持続可能性パフォーマンスのアカウンタビリティを追求している企業も

あった。PotashCorp, Barrick及びInmetはこのような構造を持つ企業の3つの例である。検証された企業の

中では、ガバナンスセクションにおいてサイトベースの持続可能性コーディネーターの役割をはっきりと

説明している企業はPotashCorpだけであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
※102： Ceres気候変動ガバナンス枠組みから採用 
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表4 - 企業の社会的責任に関するガバナンス構造 (厳選した例) 

会社名 
ガバナンス企業 

（団体） 
取締役会レベル 

役員レベル/上級経

営陣 
運営 

Potash Corp 取締役会 

 
● 

  

 持続可能性委員会 

 

 
● 

 

 サイトベースの持

続可能性コーディ

ネーター 

  

● 

Barrick Gold 

Corporation 

 

取締役会の環境、健

康及び安全委員会 ● 

  

 上級環境、健康、安

全、持続可能性委員

会(EHSS)  

 

● 

 

Teck Resources 

Limited 

 

取締役会のコーポ

レートガバナンス

委員会 

● 

  

Goldcorp Inc. 

 

取締役会の持続可

能性、環境、健康、

安全委員会 

● 

  

HudBay Minerals 

Inc. 

 

取締役会の環境、健

康及び安全委員会 ● 

  

Inmet Mining 

Corporation 

 

安全、環境、コミュ

ニティ 

(SECA)委員会 

● 

  

 SECA部 

 

 
● 

 

 

目標、ターゲット、ポリシーによって支持されるＣＳＲ戦略 

検証を行った企業間でカナダのリーダー達は指針となり方向を示すためのCSR戦略を設定していること

が観察された。強固な戦略は企業レベルの情報に基づいた計画の賜物である。CSR戦略が有効なものとなる

には、細切れや、付け足し、片手間ではなくビジネス戦と一致したCSR戦略を作成する必要がある。観察さ

れた も効果的な戦略では以下のような特徴を共有していた。 

・ 明確な目標及びターゲットの設定 

・ ポリシーやガイドラインによって支持されている 

・ 情報に基づいており、受け入れられた産業基準に一致している 

・ 企業に関連し、ステークホルダーにとって重要な明確に定義された問題に集中している 

 

さらにこのような戦略はインプットやアウトプットではなく影響の議論及び説明に焦点を置いている。

これは例えば、純粋なエネルギー消費量ではなく保全プログラムによって節約できるエネルギー量、もし

くは消費される水の量ではなく生み出される湿地の総面積を公開することを意味する。有効な戦略はビジ

ネス目標と適切に一致しており、企業にとって付加価値を生み出すようにデザインされている。 後に、

リーダー達は戦略を運用し、複数の部門間で統合する。以下ではこれら4つの傾向に関する説明を行う。 

 

目標とターゲット 

目標とターゲットは持続可能性と企業の社会的責任パフォーマンス推進に欠かせないものである。トッ

プを行く企業は理解しやすく、具体的、測定可能、アクション志向であり、関連性があり、時間の制約を

受ける明確に定義された目標を設定する。目標は具体的な措置がどのように目標と一致し、目標がどのよ
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うに重要な問題と一致し、重要な問題がどのようにキーとなるビジネス/ステークホルダーの懸念と関連す

るかを示す目標階層において も適切に構造化される。パフォーマンス目標はしばしば持続可能性イニシ

アチブもしくはプロセスの実施に関連するアクション志向の目標によって補完される。 

 

例えば、Teck※103は持続可能性に関する 優先目標をハイライトするにおいて非常に優れた取り組みを行

っている。Teckはこのような目標をGRI G3報告枠組みに沿った複数のカテゴリーに分けることによって明

確性を確保し、理解も容易になっている。 

 

持続可能な開発に関連した意思決定の指針を示すための規範及びポリシー 

持続可能な開発に関連する意思決定は複雑であり、複数のステークホルダーと意思決定パラメータが関

連する。カナダ鉱業におけるリーダーはポリシー、行動規範、及び憲章を設定することによってCSR問題に

関する透明性が高く効果的な意思決定を促進している。 そのような指針文書は取締役会レベルから運営レ

ベルまで使用が可能である。表5では厳選した例を示している。 

 

例えば、Barrick Gold Corporationではコーポレートガバナンスガイドラインを作成することによって

取締役会レベルにおける意思決定に情報を提供し、公開、インサイダー取引、海外ビジネス、運営/管理ス

タッフのセキュリティ指針を実施している。Barrick Gold Corporationの企業責任に対するアプローチは

倫理、従業員、コミュニティ、環境、健康及び安全という４つの柱からなる企業の社会的責任憲章によっ

て形成されている。 

 

表5 - CSRポリシー、ガイドラインの厳選された例 

会社名 関連行動規範、ポリシー 

Potash Corp. 

 

核となる価値、行動規範 

安全、健康及び環境ポリシー 

作業環境における敬意ポリシー 

持続可能性に対するコミットメント 

持続可能性ビジョン 

Barrick Gold 

Corporation 

 

サプライヤ行動規範 

セキュリティポリシー 

ビジネス行動/倫理規範 

公開ポリシー 

インサイダー取引ポリシー 

詐欺対策ポリシー 

海外ビジネスポリシー 

企業の社会的責任憲章 

取締役会レベルのコーポレートガバナンスガイドライン 

Teck Resources 

Limited 

 

倫理規範 

企業責任憲章 

持続可能な行動規範 

安全及び健康ポリシー 

Goldcorp Inc. 

 

ビジネス行動/倫理規範 

環境及び持続可能性ポリシー 

労働上の健康/安全ポリシー 

 

持続可能な開発に関する国際的に受容された原則及び基準の認識 

鉱業セクターにおける主要カナダ企業は持続可能な開発の原則に関連する国際的に受容された原則や基

準を認識している。2007年の持続可能性レポートにおいてGoldcorp Inc.は以下について言及している。 

 

                          
※103： 2008年にTeck Cominco LimitedはTeck Resources Limitedに会社名を変更した。Teck Resources Limitedは一般的にはTeckとも呼ば

れる。 
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・ UNグローバルコンパクト 

・ 国際シアン化物規範 

・ 抽出産業透明性イニシアチブ 

・ 世界経済フォーラムの詐欺対策イニシアチブ 

・ 赤道原則 

・安全及び人権に関する自発性原則 
 

Goldcorpのような企業はこのような原則だけに言及しているだけでなく、意思決定の指針となる社内ポ

リシーや規範の作成時にこのような原則を考慮することによってこのような原則を意思決定に組み入れて

いる。表6では厳選された鉱業企業による自発的コミットメントの公開についてハイライトしている。 
 

表6 – 厳選された鉱業会社業による自発的コミットメント 

 

 

会社名 

 

カナダ鉱

業協会 ;

持続可能

な鉱業に

向けて 

UN グロ

ーバルコ

ンパクト 

 

ICMM 持

続可能な

開発枠組

み 

 

国際シア

ン化物規

範 

 

セキュリ

ティ及び

人権に関

する自発

性原則 

抽出産業

透明性イ

ニシアチ

ブ 

 

世界経済

フォーラ

ム詐欺対

策イニシ

アチブ 

 

 

赤道原則 

 

Goldcorp 
Inc 

 
● 

 
● ● ● ● ● 

Barrick 
Gold 
Corporat
ion 

● ● ● ● ● ● 

  

Teck 
Resource
s 
Limited 

● ● ● 

     

Kinross 
 

● ● 
 

● 
    

Inmet 
Mining 
Corporat
ion 

● ※ 

      

※ Inmetは2008年にUNグローバルコンパクトに参加すると表明している。 

 

コミットメント及びパフォーマンスに対する期待 

コミットメントを認識しこれに参加することは重要なステップであるが、本当の意味でのパフォーマン

スは取り組みが既存の業務にどれだけ組み込まれているかによって測られる。活動家、ステークホルダー

グループは発表したポリシーやコミットメントと比較したパフォーマンス分析を要求する決議を提出する

ことで知られている。企業コミットメントは一度発表されるとパフォーマンスによってステークホルダー

の期待にこたえなければならないという点で企業にリスクをもたらす。NewmontとGoldcorpでは 近株主の

要請を受けて自社のコミュニティエンゲージメントポリシー及びパフォーマンスの第三者による検証を行

い、類似のリスクに対応している。 

 

Inmetの重要性判断基準: 

・ 従業員もしくは下請け業者の安全、健康への影響 

・ 利益に対する影響 

・ 規制を達成する能力 

・ 企業の評判に対する影響 

・ 環境への影響 

・ 地域コミュニティへの影響 

・ 外部ステークホルダー及び社会一般から表明された懸念 

                                            (出典: Inmet. 2007) 



- 51 - 

重要性の判断 

主要企業は当面の活動にとってどの問題が も関連性が高いかの判断は重要性分析を含む統合プロセス

であることを理解している。カナダのトップ鉱業会社はベストプラクティスによって提供される情報に基

づいた一貫したプロセスを通じて重要性の判断を行う。 

 

AA1000やGRI G3のような産業基準は重要性判断の手法を提供する。 

企業は報告プロセスの一貫としてどの問題が企業にとって重要で関連性があるかを判断する手法を公開

することが期待されている。例えば、Inmetでは重要性の判断基準として使用する基準のリストを公開して

いる。 

 

2007年の持続可能性報告書において、Teckは重要性判断プロセスについて説明している。このプロセス

によってビジネスにとって関連性があり、ステークホルダーにとって重要な問題が選択される。このプロ

セスではステークホルダーからの意見、内部リスク分析、法令要件及びステークホルダーへのコミットメ

ントのような要因が組み込まれる。 

 

5.5 報告及び公開 

 

ガバナンスの場合と同じように、投資家やステークホルダーからは企業の透明性を高め、企業の社会的

責任に関連する問題に関するコミュニケーションを行うよう期待が高まっている。公開には複数の側面が

あり、法令及び非法令環境の両方においてステークホルダーグループに複数のチャンネルを通じて様々な

情報を伝達する必要がある。報告は企業の社会的責任の重要かつ認知された主義である。 

CSRの文脈においては、報告とは経済的、社会的、環境的パフォーマンス及び持続可能な開発への貢献の

報告を意味する。産業協会では報告の重要性を認識している。この概念は鉱業コミュニティにおいてはICMM

の10番目の原則（下記を参照）として組み込まれており、評議会の3ステップ持続可能性開発枠組みの重要

な構成要素となっている。 

 

環境、社会、経済及び労働慣行もしくは適正作業指標を含む持続可能性パフォーマンスに関する報告は

近年、特に大規模国際鉱業会社においてますます一般的なものになってきている。 近の鉱業における持

続可能性開発調査※104では調査を行った19の大企業※105のうち、14社は持続可能性報告書を作成しており、

残り5社は年次報告書およびアカウント（AR&A）において持続可能性情報を公開している。 

 

ICMM: 10番目の原則. 

我々のステークホルダーと効果的かつ透明性の高いエンゲージメント、コミュニケーション及び第三

者によって検証された報告取り決めを実施する。 

* 我々の経済的、社会的、環境的パフォーマンス及び持続可能開発に対する貢献を報告する。 

* タイムリーで正確かつ関連性の高い情報を提供する。 

* 開かれた協議プロセスを通じてステークホルダーとのエンゲージメントを実施し、対応する。

                                         (出典: ICMM. 2009) 

 

 

 

 

 

 

                          
※104： Deloitte & Touche LLP. 2008. 情報源: 鉱業産業における持続可能な開発報告の分析 

※105： この調査では大企業を50億アメリカドル以上の資本を持つ企業と定義した。 
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                                      (出典: ICMM) 

図9 – ICMMの持続可能な開発枠組み 

上記の図内のテキスト： 

Principles-原則 

Reporting-報告 

Assurance-保証 

 

すべての鉱業会社が報告を行っているわけではないものの、行っている企業は以下のいずれかの理由で

報告を行っている。※106 

・ 信頼の構築 – プロジェクトを頓挫させる可能性のあるステークホルダーとより関係を築くために鉱

業では非常に重要である。 

・ 投資家への報告 – CDB、株主決議、投資家選別のような傾向、もしくは持続可能な開発及びガバナン

スを重要な非財務的要因と考える主流投資家の利害へのアピールなどの要因によって推進される。 

・ リスク管理 – 企業はますます持続可能な開発の問題を重要なリスク管理プロセスに組み入れている。

持続可能性報告はリスク管理プロセスの拡張と認識されている。 

・ リーダーシップの発揮 – 主要企業は優れた管理及びパフォーマンスを発揮する以外にも地域リーダ

ーとしてコミュニケーションを行う能力によって得るものが多い。 

 

報告を行う大企業の増加傾向はカナダ市場で観察されている傾向を映し出す鏡のようである。カナダの

上位10社※107の鉱業会社の中で7社は 近になってダウンロード可能な持続可能性報告書を発表し、残りの3

社は自社ウェブサイトで指標及び情報を報告した。カナダの大規模鉱業会社では報告慣行を設定しており、

その洗練性の度合いは企業によりまちまちである。報告を行う企業間での差異に関わらず、CSR報告を通じ

た透明性の向上への明確な傾向が見て取れる。 

 

持続可能性情報の大半は持続可能性報告書もしくはウェブサイトを通じて公開されるが、より 近にな

ってこのような情報を年次報告書に記載する傾向が生まれつつある。例えば、Teckでは自社の持続可能性

情報を年次報告書で発表しており、環境、健康及び安全パフォーマンス及び人々についてカバーしている。 

 

 

                          
※106： Deloitte & Touche LLP. 2008. Ibid. 

※107：報告された2008年収益に基づき10億USドル以上の収益を上げている企業と定義される。  

ICMM持続可能開発枠組み 
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Barrickでは年間責任報告書※108及び各事業サイトにおける詳細な責任報告書を提供することによってさ

らに一歩先を行く報告を行っている。サイト報告書では環境責任、健康、安全責任及び社会責任について

詳細な情報を提供している。 
 

カナダ鉱業会社間では報告及び公開に関する以下のような傾向及び慣行が観察された。 

・ 持続可能性パフォーマンスに関する年次の自発的報告 

・ 報告に関する認識された基準の採択 

・ 第三者による保証 
 

持続可能性パフォーマンスの年次の自発的報告 

カナダにおける先進報告実施企業では2003年以来企業の社会的責任に関する自発的報告書を発表してい

る。HudBay Minerals Inc, Inmet Mining Corporation, Potash Corpでは2002年からCSR報告書を発表して

おり。Barrick Goldは2002年、Teckは2001年からCSR報告書を発表している。企業レベル報告書に加えて、

複数の鉱業企業ではサイトレベルの報告書を発表している。例えば、Barrickでは26の自社サイトで報告書

を作成している。Goldcorpでは5つのサイトで同様に報告書を作成している。 
 

報告に関する認識される基準もしくは枠組みの採択 

報告された情報の有効性を保つには、このような情報はタイムリーに関連性があり、正確かつ比較可能

である必要がある。認識される基準に従うことによって指標間における比較可能性が促進され、ステーク

ホルダーに対してその情報に関連性があるという安心感を与えることができる。 
 

カナダでは複数の枠組みが報告に影響を与えてきた。 

・ ICMM持続可能な開発枠組みと10の原則 

・ アカウンタビリティ原則基準、保証基準、ステークホルダーエンゲージメント基準を含むAA1000基準

コレクション 

・ グローバルレポーティングイニシアチブG3報告基準及び鉱業及び金属セクター付属文書 

・ カナダ鉱業協会の持続可能な鉱業に向けた報告枠組み及びパフォーマンス指標 
 

ICMM持続可能な開発枠組みは報告を推進しており、少なくともカナダ 大手の鉱業会社のうち3社で認識

されている。 
 

AA1000基準もカナダ鉱業企業において広く使用されており、ステークホルダーエンゲージメント、報告

から関連する問題の重要性分析まで幅広く使用されている。 
 

 GRI枠組みはカナダの主要鉱業会社によって採用されている。さらに、多くの企業がまだ草案段階では

あるが鉱業セクター付属文書を通じて指標に関する報告を行っている。以下の表では、複数の企業が も

広く使用される基準であるGRIを使用していることが明確である。複数の主要鉱業企業ではGRIに依存して

報告に影響を与えている、GRI G3にしたがって報告を行う企業もあれば、鉱業セクター付属文書を使用す

る企業もある。検証されたカナダ先進企業ではGRI G3基準に準拠して報告することを選択している。Teck

はA+アプリケーションレベルを自己宣言している※109。 持続可能性報告書を発表している大手カナダ鉱業

企業7社の内、5社がGRIに一致した情報を報告している。 
 

カナダ鉱業協会は持続可能な鉱業に向けたイニシアチブ及び関連するパフォーマンス指標を通じてカ

ナダ鉱業における透明性及び報告を推進する原動力となってきた。多くの主要企業はTSMパフォーマンス

指標にしたがってパフォーマンスを報告するとともに、温室効果ガス排出及び総物質排出のような実際の

パフォーマンスデータを報告している。 
                          
※108： Barrickでは非財務報告書に関して“責任報告書”という用語を使用している。 

※109： GRIでは報告のレベル及び企業が報告を行う指標数に対応してA, B, Cの3つのアプリケーションレベルがある。3つのレベルに‘+’を追

加されている場合、報告書において外部保証が使用されているかどうかを表す。A+レベルは 高のアプリケーションレベルである。 
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表7 - カナダ鉱業会社の報告ステータス一例 

会社名 年次CSR報告 GRIの採用 第三者の保証 CDP開示 
Potash Corp. 
 

2002 年以来年次報
告 

G3基準公開に対し
て報告 

第三者による保証
なし 

Yes 

Barrick Gold 
Corporation 
 

2002 年以来年次報
告 

G3基準公開に対す
る報告 
アプリケーション
レベルAを自己宣言

Environmental 
Resources 
Management による
選択された指標に
関する保証の実施 

Yes 

Teck Resources 
Limited 
 

2001 年以来年次報
告 

G3基準公開に対し
て報告 
アプリケーション
レベル A+を自己宣
言 

Deloitte & Touche 
LLP によって実施さ
れる選択された指
標の保証 

Yes 

Goldcorp Inc. 
 

2005 年以来年次報
告 

G3基準公開に対し
て報告 
アプリケーション
レベルBを自己宣言

第三者による保証
なし 
 

2007年に初めて提
出 
 

HudBay Minerals 
Inc. 

2004 年以来年次報
告 

適用されず 
 

第三者による保証
なし 

Yes 

Inmet Mining 
Corporation 
 

2005 年以来年次報
告 

G3基準公開に対す
る報告 
 

適用されるTSM指標
に対して3年に1回
実施 

Yes 

 

第三者による保証 

その他の抽出産業セクターや資源集約的なセクターと同じように、鉱業会社も様々なステークホルダー

からの重大なプレッシャーにさらされている。可視性の高まりによって精査もますます厳しくなる。この

結果、報告を行う鉱業会社は複数のアプローチを使用して報告される情報の信頼性、質及び信用性を高め

ている。品質検証における内部監査の改善に加えて、多くの主要報告企業は外部もしくは第三者による保

証への動きを強めている。 
 

表7で示されている通り、持続可能性報告において検査された6社の企業のうち、BarrickとTeckだけが自

身の報告に関して第三者による保証を実施している。その他複数の企業が現在第三者保証の利点について

検証中であると回答している。 

 

5.6 ステークホルダー/コミュニティエンゲージメント 
 

ステークホルダーエンゲージメントは比較的確率された考え方であり、複数の既存の出版物において効

果的なステークホルダーエンゲージメントに関するガイドラインやベストプラクティスのアドバイスを提

供している。ベストプラクティスはこのトピックに関して出版されている出版物の多さから予想されるほ

ど産業内で広まっていない。 
 

カナダ鉱業協会のワークブックでは次のように記述している“ステークホルダーはプロジェクトによっ

て直接的/間接的に影響を受ける人物もしくはグループであり、プロジェクトに利害関係を持ち、ポジティ

ブ、もしくはネガティブに結果に影響を与える能力を持つ。” 
  

  ステークホルダーには地域で影響を受けるコミュニティもしくは個人及びその公式/非公式の代表者、連

邦政府/地方政府当局、政治家、宗教リーダー、市民団体組織、特別な利害を持つグループ、学術コミュニ

ティ、もしくはその他ビジネスが含まれる※110。鉱業の場合、影響が比較的大きく長期にわたって広範囲に

影響が及ぶ可能性があり、効果的なステークホルダーのエンゲージメントが重要になる。 

                          
※110： カナダ鉱業連合会(MAC). 2003. アウトリーチ及び対話 持続可能な鉱業に向けた共通理解の構築フィールドガイド 2009年4月22日に

アクセス: http://www.mining.ca/www/Towards_Sustaining_Mining/Performance_Indicators/External_Outreach.php 
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ステークホルダーにはビジネスプロジェクトもしくは事業の成功/失敗に影響を与える能力がある。ステ

ークホルダーエンゲージメントプロセスは進化を続けている。IFCでは“「ステークホルダーエンゲージメ

ント」という用語は企業と影響を受ける可能性のある人々の間で様々な活動やアプローチを含み、プロジ

ェクトのライフサイクル全体にわたるより幅広く、包括的で継続的なプロセスを説明するための手段とし

て出現しつつある。※111” 

 

これは定評ある持続可能性コンサルティング企業であるSustainAbility※112の３世代を通じたステーク

ホルダーエンゲージメントの進化に関する考えと一致している。 
 

・ 第一世代: 反応的企業は評判の低下や抗議を回避するために特定の利害グループからの圧力に対応す

る。 

・ 第二世代: リスク/評判管理のシステマティックな一部企業は未然に幅広いステークホルダーとのエ

ンゲージメントを実施することによって彼らの視点を理解し、意見を求める。 

・ 第三世代: 機会へのフォーカス企業はより価値チェーン内の広範囲にわたるステークホルダーのエン

ゲージメントを実施することによって革新や新規製品/市場の共同作成を通じて競争性を高めている。 

 

ステークホルダーエンゲージメントの公開に関して、最近の持続可能性報告に関する研究※113ではカナダ

企業はすテークホルダーの明確化及びエンゲージメントプロセスの定義を行うにあたって有効性を増して

いるが、ステークホルダーからのフィードバックの公開及びこれがどのように意思決定を推進しているか

に関して不安を高めている。 

 

カナダ鉱業会社では様々な程度でステークホルダーエンゲージメントを採用している。ステークホルダ

ーエンゲージメントプログラムを確立している企業間では特に4つの傾向が明確だった。 

・ ステークホルダーエンゲージメントプロセスの確立及び管理 

・ 産業に受け入れられたベストプラクティスの採択 

・ ステークホルダー協議及び継続的な改善 

・ 持続可能性報告に関するステークホルダーからのフィードバック 

 

このような側面の詳細にしたがい、２つの事例を紹介する。 

 
ステークホルダーエンゲージメントプロセスの確立及び管理 

主要なカナダ鉱業会社は地域コミュニティ、先住民及びその他のステークホルダーとのエンゲージメン

ト管理プロセスを確立している。 

 

持続可能性報告書を作成しているカナダ鉱業会社はステークホルダーエンゲージメントプロセス、具体

的な問題及びステークホルダーからの問題に関するフィードバックについても報告を行っている。

Goldcorp, Teck, Barrick及びPotashCorpは自社の持続可能性報告書においてステークホルダーエンゲージ

メントセクションを設け、エンゲージメントにおいて採用したアプローチ、主要なステークホルダーグル

ープについて報告している。 

 

Goldcorpは2007年の持続可能性報告書においてステークホルダーグループを明確化（以下を参照）し、

エンゲージメントで使用するプロセスの詳細を提供した。 

                          

※111： 国際金融公社(IFC). 2007. ステークホルダーエンゲージメント: 新興市場でビジネスを行う企業のためのグッドプラクティスハン

ドブック 

※112： 持続可能性 2007. ステークホルダーエンゲージメント成功のための取り組み及び原則 

※113： Stratos. 2008.カナダ企業持続可能性報告; ベストプラクティス 2008 
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MAC TSMイニシアチブを通じて、カナダ鉱業会社はステークホルダーエンゲージメントプロセスの実施及

び管理の改善に努めている。MACが発表した2007の進捗レポートでは前年に比べて改善が見られ、すべての

企業において少なくとも“利害関係のあるコミュニティの明確化”のための基本的なプロセスが存在し、

大半の企業において効果的なCOIエンゲージメントと対話、COI対応メ報告のエリアで洗練されたプロセス

が存在した。 

 

ステークホルダー分析の例として、 Barrickでは社会影響分析(SIA)を採用して業務を行う地域に存在す

るコミュニティの理解、そして可能性のある影響（ポジティブな影響とネガティブな影響）の理解を行っ

ている※114。 

 

Goldcorp Inc. ステークホルダーグループ 

・ 株主 

・ 従業員(及び請負業者) 

・ ホストコミュニティ(先住民グループを含む) 

・ 政府 

・ 市民団体 

・ 資本市場参加者 

・ サプライヤ 

(出典: Goldcorp Inc., 2007 Sustainability Report)  

 

産業に受け入れられたベストプラクティスの採択 

カナダ企業はステークホルダーエンゲージメントにおいて外部ガイダンスに依存する既述のように、MAC

は外部アウトリーチマニュアルを通じて透明性を高め、ステークホルダーエンゲージメントプロセスを改

善する動きを先導してきた。 

 

AccountAbility 1000ステークホルダーエンゲージメント基準、コミュニティ開発ツールキットのような

その他のガイドラインも鉱業産業において高い影響力を示してきた。 

 

例えば、Teckは自社ステークホルダーエンゲージメントプロセスに影響を与える基準のリストを発表し

ている（以下を参照）。 

 

Teck Resources Limited, ステークホルダー開発プロセスに影響を与えた基準 

・ AccountAbility1000ステークホルダーエンゲージメント基準(SES) 

・ ICMMコミュニティ開発ツールキット 

・ 社会/環境持続可能性に関するIFCパフォーマンス基準 

・ MACの持続可能な鉱業に向けた外部アウトリーチ構成要素 

・ サリバンラウンドテーブル 

・ ステークホルダーエンゲージメントマニュアル: 言葉から行動へ 

・ UNミレニアム開発目標 

(出典: Teck Resources Ltd. 2007) 

 

ステークホルダー協議及び継続的な改善 

MAC枠組み及びICMMコミュニティ開発ツールキットで明確化されたように、プロジェクト監視及び運用意

思決定におけるステークホルダー協議及び継続的な改善は効果的なステークホルダーエンゲージメント実

現の鍵である。 

カナダ鉱業会社は程度は異なるがそのような活動を行っている。例えば、Barrickは 2007年にホストコ

ミュニティ、地域/地方政府、非政府組織及びその他利害関係を持つステークホルダーメンバーと1800以 

                          

※114： Barrick. 2007. 企業責任 - 社会影響分析 2009年4月26日にアクセス: 

http://www.barrick.com/CorporateResponsibility/Community/SocialImpactAssessments/default.aspx 
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上のミーティングを実施したと報告している。協議の頻度及び激しさはプロジェクトのステージによって

異なる。Barrickが明記するように、開発/協議活動中により多くのミーティングが開催され、政府やコミ

ュニティミーティングは毎週行われている。ただし、鉱業が数年にわたって運営されている場合には四半

期に１回のミーティングで十分である。 

 

Barrickが説明しているように協議プロセスではオープンハウス、サイト見学、コミュニティ/従業員ニ

ュースレター、ウェブベースのコミュニケーション、公式/非公式のQ&Aメカニズム、一対一のディスカッ

ションなど様々な形式が採用されている。 

 

ステークホルダーエンゲージメントはその種類と性質に応じて地域ステークホルダーエンゲージメント

と企業エンゲージメントに分類されることがよくある。 

 

持続可能性目標及び報告に関するステークホルダーフィードバック 

企業レベルでは、カナダ企業はますますステークホルダーパネル採用の動きを強め持続可能性目標や報

告そのものについてのフィードバックを受けている。このベストプラクティスには一般的に報告書の構成

要素に関する直接的なフィードバックを提供するためのステークホルダーパネルの召集、及び報告内での

フィードバック及び明確化された問題への対応の発表などが関連する。このようなフィードバックと透明

性によって持続可能性報告及び目標の信用性と関連性が強化される。 

 

TeckとInmet Miningの両社は2007年に初めて企業ステークホルダーパネルを開催して持続可能性報告書

や目標に関するフィードバックを求めた(Inmet Mining事例を参照)。 

 

事例:持続可能性目標に関するInmet Miningステークホルダーパネル 

2007年にカナダに拠点を置き銅、亜鉛、金を生産するグローバル鉱業企業であるInmet Miningは初めて

ステークホルダーパネルを開催した。Inmetでは少人数のステークホルダーグループを招待してInmetの戦

略的安全、環境、コミュニティ事項（SECA）目標を議論したと報告した。 

 

この対話はステークホルダー参加者との一連の導入的電話会議によってサポートされた。 Inmetは産業、

環境非政府/政府組織、鉱業、持続可能性エキスパート、投資家コミュニティから代表者を選択した。この

グループには企業の社長、最高執行責任者、副社長、SECAも含まれる。 

 

Inmetでは持続可能性および具体的な持続可能性問題に対するアプローチの議論に加えて、代表者から

Inmetにおける企業責任の実施に対する障壁の性質を理解したいという要求も受けた。 Inmetではステー

クホルダーパネルからの意見は非常に有意義であったト述べ、これからの議論にもパネルを関与させる計

画を明らかにした。このようなパネルは戦略的方向性に関して客観的な意見を求め、キーとなる産業参加

者からの同意を構築する効果的な方法である。 

 

事例: 運営上の意思決定への定期的な関与 (Suncor) 

Suncor Energyは金属企業ではないが、統合エネルギー企業として金属産業と類似し、多くの側面で露天

掘りと比較できる大規模な業務を行っている。 

 

Suncor Energyはステークホルダーエンゲージメントのリーダーと認識されている。Suncor Energyは複

数のステークホルダーと関与する一方で、Suncorの業務の多くが伝統的な先住民の領地上、もしくは領地

付近に位置していたために先住民との関係にも特別の焦点を当ててきた。 

 

Suncorのステークホルダーリレーションポリシーではステークホルダーエンゲージメントプロセスの指
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針を示し、先住民との関係に関する情報はその先住民事項にかかるポリシーによって情報を提供している。

ステークホルダーリレーションポリシーの中心には協力、透明性及びすべての考え方に対する尊重へのコ

ミットメントがある。 

 

Suncorでは先住民代表者に情報を提供し、彼らを意思決定に関与させる。この一例はAamjiwnaangファース

トネーションが居住する土地の付近に位置した古いインフラによる汚染サイトの回復作業中に見られた。

Suncorはプロセスの初期の段階で回復戦略に関してAamjiwnaangと協議を持ち、回復活動に彼らを関与させた。 

 

2年毎に、Suncorは独立した調査企業を通じてオピニオンリーダー、非政府組織、政府代表、投資家に

Suncorがどのようにステークホルダーと関与するか、や企業の社会責任へのコミットメントを含む幅広い

問題に関する率直な意見を求めている。 

 

企業内のステークホルダーリレーション担当者で構成される社内ステークホルダーリレーション委員会

は定期的に会合を持ち経験や取り組みの共有、出現しつつある問題の議論、Suncorのステークホルダーエ

ンゲージメントに対するコミットメントが達成されていることの確認を行う。また、この委員会では前線

の従業員がステークホルダーにより効率的に対応するためのツールや資源も開発する。 

 

5.7 気候変動 

 

過去10年にわたって莫大な量の気候変動に関する科学的研究がなされてきた。気候変動による影響は既

に明白であり、水の可用性における変更、水を媒介として感染する病気の拡散、食品の安全性、海面や氷

量の変化などが含まれる。 

 

ポリシーや規制の発展を通じた政府による認識の高まり、カーボンマーケットの出現、産業界が実施す

る措置からも明白なように気候変動は世界的に認識された問題である。国際鉱業/金属評議会は気候変動お

よび特に温室効果ガス（GHG）による影響を鉱業が直面する“疑いの余地なく最も重要な（環境）問題”で

あると論じている。さらに、この問題は産業に対して複数のリスクをもたらす（以下を参照）。気候変動

に対する影響で言えば、鉱業はそれほど重要な影響は与えていない。鉱業における主要な温室効果ガス排

出源は電気消費である。CIEEDAC※115のデータによると、鉱業は2007年カナダ産業において消費された電力

の5.6%を消費しており、総温室効果ガス排出の5.9%を鉱業が排出している※116。 

 

ここ数年、カナダ鉱業会社はカナダ鉱業協会TSMイニシアチブのようなイニシアチブを通じて温室効果ガ

ス排出に関する報告を行っている。MACが確立した4つのパフォーマンスエリアの中で、温室効果ガス管理

が最も弱かった※117。 

 

最近になって、鉱業会社は気候変動の問題に対応するためにより重大な措置をとるようになってきてい

る。MACのTSMイニシアチブを通じて排出について報告するだけでなく、カナダ鉱業は以下の傾向から明確

なように気候変動への対応措置をとっている。 

・ より広範な報告及び公開 

・ エネルギー管理を通じた温室効果ガス削減 

・ 気候変動戦略策定 
 

                          
※115： カナダ産業エネルギー利用-利用データ及び分析センター(CIEEDAC)はSimon Fraser大学の適用科学学部の学術プログラムの一部であ

る資源及び環境管理学部のエネルギー及び物質研究グループの一部である。 

※116： CIEEDACのカナダ産業のエネルギー、生産及び強度指標データベース 2009年4月24日にアクセス: 

http://www.cieedac.sfu.ca/CIEEDACweb/mod.php?mod=NAICS05&menu=1602 

※117： カナダ鉱業連合会 2007. 持続可能な鉱業の進捗に向けた報告書 2007. 2009年4月23日にアクセス: 

http://www.mining.ca/www/Towards_Sustaining_Mining/index.php 
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鉱業に気候変動が与える影響 

・ 規制リスク – アメリカとカナダで差し迫っている規制の制定は業務に重大な影響を与える可

能性がある。 

・ 物理的運営リスク – 気候変動および気候パターンの変動はサイトアクセスや業務に長期的な

影響を与える可能性がある。 

・ 財務リスク – カーボンによる制約を受ける市場におけるカーボンライアビリティによる財務

的影響から発生するリスク 

・ 市場リスク – 規制や消費者行動の変化による需要パターンの変化によってマーケティング可

能な製品への需要が変化する可能性がある。 

・ 戦略リスク – 資本投資に関する意思決定を行う企業は将来的な規制、利用できる技術、カー

ボン価格などがすべて不確定な現状では重大な戦略リスクに直面している。 

・ 人的資本リスク - 採用や人材の保持、教育、研修、健康、安全及び人的資本のその他の分野

が関連してくる。 

(出典: Deloitte) 

 

気候変動報告及び開示 

MAC TSMプログラムは恐らくカナダ鉱業において も広範にわたり も確立された温室効果ガス排出報

告プログラムである。 基準年は2000年に設定され、22団体のメンバーがこのプログラムを通じてエネルギ

ー消費や温室効果ガス排出について報告している。100 kt CO2e以上を排出する施設は2004年以来カナダ政

府によって確立されている温室効果ガス排出報告プログラムを通じて排出データの提出を要求される。カ

ーボンディスクロージャープロジェクトの成長にあわせて、ますます多くの鉱業会社が本プログラムを通

じてデータを提出している。2007年にはカナダ 大手の鉱業のうち12社がCDPにデータを提出している。CDP

は温室効果ガス排出を含むだけでなく、回答者にエネルギー消費及び戦略、ガバナンス、リスク及び機会

のような質的要素の報告も求めており、より包括的である。 

 

年次のCSR報告書を作成する企業にとっては、このような報告書内で気候変動やカーボンマネジメントに

ついて論じることがますます一般的になっている。 

 

エネルギー管理を通じた温室効果ガス排出削減 

カナダ鉱業協会によると、鉱業のGHG排出の95%は化石燃料の燃焼に関連している。溶解や精製は鉱業に

おいて もエネルギー集約的な事業であり、エネルギー管理を大幅に改善している。CIEEDACによると、一

次金属製造産業※118は1990年から2007年にかけてエネルギー集約性（GDPあたり）を26%改善しており、これ

は年間1.5%の改善にあたる（図10を参照）。この結果、同じグループは温室効果ガス排出集約性（GDPあた

り）を48%削減している（図11参照）。本産業グループからの絶対的な温室効果ガス排出は1990年の31.7 Mt 

CO2eから2007年の25.7 Mt CO2eにまで削減され、合計削減量は6 Mt CO2e近くなっている。MACによると、

カナダ鉱業抽出業務は圧縮空気、換気、メーター測定及びエネルギー効率のようなエリアでもエネルギー

管理能力を改善している※119。MACではこれらの改善は産業のエネルギー効率性や重油のようなカーボン集

約的なエネルギー源からの転換に対する投資によってもたらされたものだ、と論じている。カナダの金属

鉱業及び非鉄金属精錬/精製セクターではエネルギーの約45%を電気空生成しており、これは1990年の20%

から大幅にアップしている。 

 

 

 

 

 

                          
※118： 北米産業分類システムSystem (NAICS)コード33100, 一次金属製造業者 

※119： カナダ鉱業連合会 (MAC). 2007. 持続可能な鉱業の進捗に向けた報告書2007 GHG排出とエネルギー管理進捗報告書 



- 60 - 

 

図10 - カナダにおける一次金属製造産業のエネルギー集約性 

 

 

図11 - カナダにおける一次金属製造産業のGHG排出集約性 

 

 

カーボンマネジメント戦略 

主要なカナダ鉱業会社はカーボン管理戦略を実施することによって問題への対応を図っている。効果的

なカーボン管理戦略には緩和、適応及び新しい機会という気候変動の重要な3つの側面に対応する要素を含

んでいる(図12)。 



- 61 - 

 

図12 - 気候変動戦略枠組み            （出典: Deloitte） 

 

緩和ではコンプライアンスや規制枠組みと一致するレベルまで排出を削減することに加えて、排出削減

に関連する節約を通じてコスト削減も行う。適応は運営上及び戦略上の適応の両方を意味する。 初に、

異常気象のような長期的な物理的影響や気候、気温もしくは海面におけるその他の変化によって事業の物

理的側面の適応が必要になる。第二に、消費者の好みの変化や規制上の変更によって予想される市場の需

要の変化によって製品需要や製品提供の長期的安定性への変化が発生する可能性がある。 後に、新しい

機会の追求とは、新しい市場、取引、規制による機会を利用するための革新的技術に関連する、しないに

関わらず変化に関連する利益を 大化することを意味する。著名な戦略教授であるMichael Porter氏は

2007年の記事において企業に対してその他の戦略的脅威もしくは機会に取り組むのと同じ方法で気候変動

に取り組むよう助言している※120。 

 

事例: Teckのカーボンシナリオプラニングセッション 

包括的なカーボン対策戦略の策定において、Teckは2007年に様々なカーボンシナリオによってもたらさ

れるリスクや機会を分析する目的でカーボンシナリオプラニングセッション（以下を参照）を実施した。

価格や規制に関する不確定性を含む不確定性に取り組むために、企業はシナリオプラニングアプローチを

使用して時代の変化に適応するためのフレキシブルな戦略を開発している。 

 

Teck Resources Inc. カーボンシナリオプラニングセッション目標: 

・ 企業が直面する重要な問題もしくは具体的な戦略的意思決定を適切な専門知識を持って明確

化する。 

・ 変化及び将来を取り巻く不確定要素を推進する要因についての理解を深める。 

・ 様々な将来的な結果について説明した、関連性があり、やりがいがあり、同時に実現可能な

シナリオを策定する。 

・ このようなシナリオを使用して戦略的オプションの作成/評価の材料として使用する。 

・ 様々なオプションを実施する上での意思決定基準、戦略リスク、機会を明確化する。 

・ 望ましい戦略オプション実施の戦略及びアクションプランを策定する。 

・ 経営陣の間で現状、戦略、戦術に関する共通理解および同意を形成する。 

(出典: Teck Resources Inc., 2007) 

 

                          
※120： Porter et al. 2007. 気候ビジネス/ビジネス環境 ハーバードビジネスリビュー2007年10月１日. 

新しい機会
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新しいビジネス機会の追及

インフラを気候変動にあわせて
適応

事業を市場条件における気候

関連の変更にあわせて適応

排出削減（規制、非規制）
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事例: Barrickの気候変動プログラム 

2007年にはBarrick Goldはカーボンフットプリントを削減するためのエネルギー効率、再生可能エネル

ギーターゲットを含む新しい気候変動プログラム※121を採択した。副社長及び北米担当顧問は次ぎのように

語っている、“Barrickは気候変動が社会及び我々の長期的な成功にもたらすリスクを認識したプログラム

を開発した。我々は再生可能エネルギーの使用をサポートし、我々の事業のエネルギー効率全体を改善す

る明確な戦略を設定した。これは、環境にとっても我々の株主にとってもよい結果と言える”  
 

このプログラムでは1)エネルギー効率の向上及び2)再生可能エネルギーの使用の向上の2段構えのカ

ーボン排出削減アプローチを取っている。ターゲットは以下で説明されている。  
 

 2012 2017 

エネルギー効率 

 

8パーセント改善 

(通常の予測を超える) 

10パーセント改善 

 

再生可能エネルギー 

 

エネルギーの 6%を再生可能エ

ネルギーから取得 

10パーセントを再生可能エネ

ルギーから取得 
 

この戦略の3番目の側面は気候変動に関する考慮事項のビジネス管理プロセスや投資意思決定への組み

込みである。Barrickではカーボンアダー※122の実施を誓約し、GHGリスクに金銭的価値を付加することによ

って、マネージャーが将来の温室効果ガス排出のコストを含めることによって様々なエネルギー源を平等

に比較することが可能になる。これは代替エネルギー源の使用を促進するために予期されている。 
 

後に、Barrickは自社の事業によってエネルギー利用およびGHG排出の監視と追跡を強化すると誓約し

た。情報は独立した第三者によって検証され、その正確性と認識されたカーボンアカウンティング/報告基

準とのコンプライアンスが確認される。気候変動リーダーはプログラムの監視を行うことによって、鉱業

が気候変動目標を達成する補助を行う。 
 

Barrickによると、新しい気候変動プログラムは既に進行中のエネルギー節約プロジェクト及びチリにお

ける7000万ドルの風力発電所、アルゼンチンにおける850万ドルの高地風力タービン、ネバダ州における

1000万ドルの太陽光発電への投資を含む再生可能エネルギープロジェクトへの 近の投資に基づいて構築

される。 
 

5.8 生物多様性と土地管理 
 

生物資源が提供する製品やサービスがなければ、生命は存在しない。生態系サービスは人間の食物、清

潔な水、住居、健康、仕事、レクリエーション及び文化にとって不可欠である。その結果、危機に瀕する

種や生息地への対応及び生物システムの保護及び回復の必要性が認識されている。鉱業は一般的には保護

エリア、もしくは生物多様性の高いエリアにおける生物多様性※123に直接の影響を与えないが、自然もしく

は半自然状態のすべての土地には生態系機能にとって重要な生物多様性要素が含まれている。この結果、

多くの企業は事業の事業境界を越えた影響を 小化し、そのような境界内の効果的な事業の継続のために

フットプリントを可能な限り小さく保つ必要性を認識している。 
 

カナダの規制では再生計画を要求しているが、生物多様性計画の具体的な要件はない。この結果、カナ

ダで事業を行う鉱業会社は一般的に地域の要件によって要求されない場合は再生活動に生物多様性計画を

含めていない。生物多様性の問題に関する注目度の増加、生物多様性の産業基準への組み込み、及び産業 

                          
※121： Barrick Gold Corporation. 2008. 国境を越えて - 責任ある鉱業に関するBarrick Goldの四半期に１回の報告書 2008年7月号 

※122： “カーボンアダー”とはGHG排出緩和の将来的コストを計算する手段です。カーボンアダーは投資オプション比較時に前提となるCO2e

の将来的な予想価格である。カーボンアダーを使用することによって化石燃料コスト及び再生可能な電力生成、及び需要サイド管理投資を比

較する場合に使用される。” 気候変動Pewセンター 

※123： 国連生物多様性に関する条約では生物多様性を“地上、海洋、及びその他水中生態系を含むすべての生物の多様性及びこのような生物が形

成する生物的複雑性。これには種の内部における多様性、種と種の間の多様性、生態系の多様性も含まれる”と定義されている。”と定義している。 
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コミットメントによって鉱業企業はこの問題についてより透明性の高い直接的な方法で対応するに至って

いる。 
 

生物多様性の保護は10のICMM原則の１つであり、報告要件はGRIに含まれている。 

生物多様性の保護はMACのTSMイニシアチブ原則におけるコミットメントの１つである。2009年にMACは

TSMイニシアチブの一貫として生物多様性保存枠組みを発表した。 
 

我々の観察の結果、持続可能性におけるカナダ鉱業リーダーは生物多様性の重要性を認識しており、生

物多様性保護に向けた措置を取っている。Teck, Barrick, PotashCorp及びGoldcorpは自社の持続可能性報

告書の中で生物多様性に関する具体的なセクションを設け記述する。SherrittやIron Ore Corporation 

(IOC)のようなその他のより包括的でない報告実施企業では、生物多様性への対応措置に関して環境セクシ

ョン内で明記されている。カナダ企業がより一致団結した集中した方法で生物多様性の保護に取り組み始

めていることは明らかだった。 

一般的な活動には以下のようなものが含まれる。 

・ 生物多様性の保護の持続可能性枠組みや戦略への組み込み 

・ 戦略やポリシー、ガイドラインの策定による生物多様性保護のサポート 

・ 生物多様性計画の進捗を評価するための監視プログラムの設置 

・ 外部組織とのパートナーシップによって生物多様性目標を実現する 

・ 生物多様性目標と比較したパフォーマンス評価基準の作成 

これらの措置のうち3つに関してさらに詳細に説明し、続いて企業特有の措置について紹介した事例を見

ていく。 

生物多様性の持続可能性枠組みへの統合 

上述の通り、Teck, Barrick, PotashCorp及びGoldcorpのようなカナダ鉱業会社は自社の持続可能性枠組

み内で環境フォーカスの柱として生物多様性保護を認識している。生物多様性保護をキーパフォーマンス

エリアとして認識することによって生物多様性保護を持続可能性枠組みへ組み込むことはこの問題に関し

て団結した措置を取る最初の一歩である。 

 

戦略、ポリシー及びガイドラインの策定 

カナダの持続可能性リーダーは生物多様性保護に対応するための戦略もしくはアプローチを策定してい

る。このような戦略やアプローチはポリシー、行動規範もしくはガイドラインのようなメカニズムによっ

てサポートされる。 
 

例えば、2007年にTeckは生物多様性の概念と保護ポリシーを持続可能性行動規範および環境、健康、安

全及びコミュニティ管理基準（EHSCMS）に組み入れている。次のステップとして、Teckは生物多様性戦略

及び付随する各事業への回覧用のガイダンスマニュアルを作成して生物多様性への対応を運用化している。 
 

PotashCorpの安全、健康、環境ポリシーでは環境への影響を最小化することによって、自然の生物多様

性を保護することを誓約している（下記を参照）。 
 

PotashCorpのSHE管理システムで明記される生物多様性管理に対する期待 

・ 施設は生物多様性やその他の環境への影響を最小化する一方で連邦、州、地域の規制要件を

遵守できるように設計/建設されている。このような規制要件が存在しない場合、PotashCorp

は人々と環境を適切に保護する基準とベストプラクティスを策定するよう努力する。 

・ 施設は生物多様性への影響を最小化するように運営/保守されている。 

・ すべての施設はSHE報告要件の一部としてパフォーマンスデータを報告するよう求められる。 

(出典: PotashCorp) 
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成功のためのパートナー 

生物多様性の管理には専門知識が必要である。自然保護に焦点を置いたパートナーシップによって生物

多様性及び自然保護を促進する組織及び事業を行う土地の管理者として行動する鉱業会社の双方にとって

有益な状況を生み出すことができる。 

 

生物多様性の保護におけるパートナーシップの例 

2008年にBarrickは 鉱業会社として初めて世界最大の保護組織である自然保護に関する国際リーダー

シップ評議会のメンバーとなった。 

 

PotashCorpのサスカチュワン州ペーシャンスレークにおけるサイトではサイト上で保護される２つの湿

地はサスカチュワン野生動物連盟の野生動物プログラムの一部である。Sherrittはビジネスと生物多様性

オフセットプログラム（BBOP）の積極的な参加者である※124。2006年9月以来、AmbatovyプロジェクトはBBOP

のパイロットポートフォリオの一部である。 

 

Teckは政府機関、先住民グループ、非政府組織、産業、大学及び土地所有者のパートナーシップである

カナダ山間合弁事業(CIJV)に参加している。CIJVは地域のパートナーシップを通じた鳥類の保護を提唱す

る北米鳥類保護イニシアチブの傘下で運営されている。 

 

事例: Xstrata Canadaによる生物多様性パフォーマンス基準の策定 

Xstrata plc (国際的に事業を展開するスイス鉱業企業)のカナダ事業では生物多様性の問題に取り組む

重要性及び利点を認識している。Xstrata plcは反対運動の軽減、投資対象として選ばれるなどの間接的な

利点を挙げている。 

 

ステークホルダーからのフィードバック、社内検証及びXstrataが採択した17の持続可能性関連基準の分

析結果を受けて、Xstrataは生物多様性をキーとなる持続可能性課題として明確化した。Xstrataでは環境

の生物多様性および風景的機能に関連する具体的な基準を策定することによって対応を図った。この基準

ではTSM生物多様性に関する枠組みのような当該企業の新しく出現しつつある基準の遵守をサポートして

いる。また、この基準は予想されるTSMパフォーマンス指標に対するXstrataカナダ事業の準備を行う役割

を果たしている。Xstrata基準では事業による環境、生物多様性及び風景に対するすべての主要な影響を明

確化、分析、評価及び除去もしくは対応することを要求している。 

 

この基準に従い、2007年及び2008年にすべてのカナダ事業サイトにおいてサイト分析調査が実施され、

サイト固有の生物多様性保護計画の作成が着手された。 

 

事例: Highland Valley Copperの生物多様性目標達成のための科学調査 

(Teck) 

2005年から2007年にかけてTeckはブリティッシュコロンビア州のHighland Valley Copper (HVC)鉱山に

おいて当地における固有鳥類コミュニティの鉱業活動に対する反応を文書化するための調査※125を行った。

調査結果は興味深く、驚くべきものだった。観察された鳥種の数は初期の予想を超えており、約４分の３

（７２パーセント）の種が鉱業/開山による影響の結果から生息地を利用していることが観察された。当該

地域の産業化の結果特定の種の鳥類の数が減少していると見積もられた。ただし、Teckでは鉱業サイトを

生息地として好む特定の種が当該地域に入ってきたために全体的な生物多様性は比較的強固に保たれてい

る、と報告している。 

 

                          
※124： BBOPは生物多様性オフセットの可能性を追求するための企業、政府、保護専門家によるパートナーシップである。 

※125 ：Teck Resources Ltd. 2007. Highland Valley鉱業エリアの鳥類数調査: Highland Valley Copper. 
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Teckは研究において収集されたデータはHVCにおいて健康で繁栄した鳥類グループにとって必要な生息

地を生み出すために必要な将来的な鉱山開発の指針となるだろう、と報告している。さらに、この研究

そのものも鉱山開発、生態系の回復及び住民や訪問者によるその後の野生生物の利用などについて説明

しており、一般大衆の教材の役割も果たしている。さらなるモニタリングを行うことによって、生息地

がどの程度機能し続け、鳥類の多様性を維持できるかが明らかになると予測される。 

 

Teckのモニタリング活動は鉱山開発に大きな利益を与えており、Teckの地域生物多様性管理計画の指針

となり、Teckとその活動に関する注目を高める役割を果たした。 

 

事例: Iron Ore Company of Canadaにおける廃さい管理（Rio Tinto plc） 

Iron Ore Company of Canada（IOC）はRio Tinto plcが部分的に所有する子会社であり、革新的なパー

トナーシップを通じてステークホルダーとの関係を改善し、開山コストを削減し、ニューファウンドラン

ドのLabrador Cityにおける鉄鉱石鉱山における生物多様性を強化した※126。 

 

40年にわたって、IOCは2300万トンの廃さいをサイト付近にあるWabush湖に排出していた。この廃さいの

排出は法令要件を遵守していたものの、湖の物理的/生物的バランスに影響を与えており、湖に20kmの長さ

にわたって赤みがかかっていたこともあった。これはコミュニティにとって重大な懸念事項であり、IOC

にとっても重大なリスクとなっていた。 

 

対策として、IOCは外部グループと複数のパートナーシップを組み、廃さいの管理の改善の選択肢を調査

した。初期の段階では、 IOCはLabrador Cityの市長、ニューファウンドランドのMemorial大学、漁業資源

保存評議会及びResources Futures Internationalの代表者を含む諮問グループを設置した。その後廃さい

鉱の管理オプションの可能性を調査するために、IOCは資源産業における生物多様性スチュワードシップイ

ニシアチブ（BSRI）とパートナーを組んだ。技術調査によって廃さい鉱に関して湿地と高地エリアを混合

した生息地を開発する可能性が存在することが確認された。ステークホルダーとの協議を通じて廃さいを

Wabush Lakeの人口湖エリアにくず鉱を排出するための戦略が立案された。この戦略には生物多様性の保全

に貢献するだけでなく、運営コストを 小化し、鉱山閉鎖後の土地利用のオプションを 大化することが

期待される人口湿地の開発が含まれていた。費用概算を行った結果プロジェクトは収入でコストがカバー

できる、もしくは従来の再植林よりコストを低く抑えられることが分かった。 

 

Rio Tintoによると、このプロジェクトは運営中の鉱山サイトに湿地、生物多様性および保全を組み込む

ことによってカナダにおける環境スチュワードシップに新境地を切り開いたとのことである。 

 

5.9 製品スチュワードシップ 

 

製品スチュワードシップには製品のライフサイクルを通じて製品の影響を削減するという概念が含まれ

る。鉱物は自然発生する物質であり、少量であれば安全だがライフサイクルを通じて健康/環境上のリスク

をもたらす可能性を持っている。鉱業会社及び金属生産者は製品がライフサイクルの各時点において安全

に管理されている、という個々の責任及びその他のステークホルダーに対する共同責任を持っている。こ

れには、安全な生産の監督、社会が必要とし続ける金属及び鉱物製品のリサイクル及び処分が含まれる。 

 

製品スチュワードシップには3つの主な利点がある。 

・ 生産者に対して市場の環境、安全、健康ニーズを明確化し、管理するための効果的なツールを与える。 

・ 製品の使用に対する洞察を深める。 

・ 顧客との関係を強化する助けとなる。 

                          
※126： Rio Tinto plc. 2004.廃さいから構築する生物多様性 2009年4月26日にアクセス: 

http://www.riotinto.com/SustainableReview/common/pdfs/IOC.pdf 
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このようなイニシアチブに関して得られた洞察は持続可能な開発戦略を構築する上で非常に価値がある。 

 

カナダ鉱業会社は製品スチュワードシップの改善に向けた手順を踏んでいる段階であるが、製品スチュ

ワードシッププログラムもしくは持続可能性イニシアチブを正式に認識し制定するほどの成熟レベルには

まだ達していない。我々の観察では、製品スチュワードシッププログラムは必ずしも定義されているわけ

ではなく、EHS（環境、健康及び安全）といった既存の持続可能性イニシアチブ/プログラムに包含されて

いる。 

 

製品スチュワードシップイニシアチブにはステークホルダーと協力して製品ライフサイクル及びサプラ

イチェーンを通じて関連する影響やリスクを軽減することも含まれる。これにはサプライヤとの協力、回

復、リサイクリング及び処分のような鉱業会社の直接的なコントロールの及ばない影響に対する対応も含

まれる。 

 

カナダ企業は製品スチュワードシップに向けて以下のような措置を取っている。 

・ Barrick Goldにおける化学物質および物質（爆薬、電気及び燃料）を安全かつ責任ある方法で管理す

るための物質管理プログラム 

・ Teckにおける電子デバイスから金属を回収するためのE-廃棄物処理施設 

・ Teckにおける製品スチュワードシップ委員会監督による製品スチュワードシッププログラム 

・Goldcorpにおける業務におけるシアン化物が健康及び安全に与える影響を管理するためのシアン化物

管理プログラム 

 

以下2つの事例では具体的な慣行についてハイライトしている。 

 

事例: Teckにおけるe-廃棄物処理 

カナダの製品スチュワードシップに向けた動きの例として、Teckではライフサイクルの終わった金属の

処理に関連して興味深いプロジェクトを実施している。 

 

製品のライフサイクルについて考慮することは有意義である。例えば、採掘された金属は消費者製品や

電子デバイスのようなその他の製品に部品として組み入れられることが多い。電子製品は毎日のように交

換されているが、リサイクルされるものは少なく、ほとんどは埋立地で埋め立てられる。多くの電子デバ

イスには鉛、カドミウム及び水銀のような毒性物質が含まれる。このような廃棄物は一般的にe-廃棄物と

呼ばれている。カナダ環境省の概算ではカナダでは2005年に156,000トンのe-廃棄物を生産しており、生産

量は2010年までに約224,500トンに達すると予想している。e-廃棄物の埋め立ては環境上の懸念であり、電

子デバイスに組み込まれる貴金属を回収する可能性が失われることは言うまでもない。 

 

近、TeckのTrail事業におけるビジネス開発チームは数千トンのライフサイクルの終了したTV, モニタ

ー、コンピューター、プリンターをリサイクルするため、Teckの精錬所溶鉱炉の適応に向けて努力してい

る。シュレッダーにかけられたe-廃棄物は補助的に溶鉱炉に供給される。ゲルマニウム、亜鉛、インジウ

ム及び鉛のような金属は金属粉末として回収され、Trail事業の標準的な製品に組み込まれた。古いTVのプ

ラスチックや木材は燃料として消費され、蒸気を生成する。この蒸気は回収されサイト内の別の場所にお

ける別の溶鉱炉に熱を供給するために使用される。シリカや鉄のような物質は完成した製品に組み込まれ、

Portalandにおけるセメント製造での使用のために販売される。2006年および2007年には6,600トン以上の

e-廃棄物が溶鉱炉を通じて処理され、150トンの鉛が回収、再利用され、埋め立てられる運命を免れた。 

 

Teckでは高い需要に応じてキャパシティを拡張し、DVDプレイヤー、VCR、携帯電話および電池を含むよ

り広範囲にわたるe-廃棄物製品を処理する方法を検討中である。 
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事例: Goldcorpにおけるシアン化物管理 

金は2007年度に5番目に産出量の多かった金属であり、金属鉱物の総産出金額の約10%を占める。金の抽

出に一般的に使用される化学物質であるシアン化物は適切に使用しない場合、人間の健康や環境に重大な

害を与える可能性がある。国際シアン化物管理規範はシアン化物の安全な取り扱いに対応するために策定

された。本規範に署名する19の金生産企業のうち、6社がカナダ企業であり、これは他のどの地域も上回る

数字である。本規範はシアン化物の生産、シアン化物の生産者から鉱山への輸送、オンサイト保管及び使

用、停止、財務補助、作業者安全、緊急対応、研修、ステークホルダー関与、実施検証に対応するための

自発的産業プログラムである。 

 

カナダ 大手の金生産企業であるGoldcorpは2007年に本規範に署名し、3年以内に指定の事業において本

規範の承認を得る予定である。 

 

5.10 作業者の安全 

 

鉱業は産業活動であり、本質的にリスクが関連する。事故が発生した場合には、企業に重大な影響が及

ぶ。 も目に見える影響は深刻な安全事故に関連する企業の評判に対するダメージである。コスト的な側

面から見ると、負傷には直接的なコストと間接的なコストの両方が関連する。直接的コストには治療費や

リハビリが含まれる。間接的コストには負傷や医療ケアに対応するために費やす時間、保険費用の上昇、

負傷した従業員が失った時間の他のスタッフによる補填、他の従業員や顧客などからの信用の失墜が含ま

れる。 

 

カナダの主要鉱業会社間では安全パフォーマンスを向上させるために安全管理、パフォーマンス追跡に

関するパフォーマンスを強化する傾向がある。数年にわたって、安全パフォーマンスが改善しており、利

点はますます取るに足らないものになってきている。パフォーマンスは産業を通じて広く受け入れられて

いる3つのパフォーマンス指標を使用して追跡されている。 

・ 死亡事故 

・ 報告可能な事故の頻度 

・ 時間の損失につながる負傷の頻度 

 

報告可能な事故の頻度は報告可能な事故発生率とも呼ばれ、一般的に200,000労働時間（曝露時間）ごと

の事故発生件数に基づいている。一般的に報告されるその他の指標には以下が含まれる。 

・ 規制措置数 

・ 失われた労働日数 

・ 労働時間の損失につながる負傷 (件数) 

・ 浪々時間の損失につながる負傷の深刻度 

・ 医療時間負傷率 

 

観察の結果、表8で示されているように、カナダ先進企業は安全管理を行う上で効果的な対応に関する以

下6つの核となる要素を取り入れていることが分かった。 
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表8 – 企業の作業者の安全に対する対応 

要素 詳細 

ガバナンス 

 

安全管理を担当するガバナンス構造  

リーダーシップ、アカウンタビリティ及び健康/安全パフォーマンス管理の

役割の明確な定義が含まれる。取締役会、重役及び運営レベルの鍵となる個

人の役割を明確に定義する。 

研修 

 

運営上の安全、研修及び安全文化を浸透させるための要件を満たすための研

修プログラム 

勇気あるリーダーシップに関する事例を参照されたい。 

リスク管理及びリス

ク分析 

 

定期的に危険を明確化し、運営に関連するリスクを分析するためのプログラ

ム 

リスク管理のための適切な措置を取ることによって事故、事件、刑事的措置

の影響を防止もしくは削減する。 

事故調査 

 

類似の事件の再発を防止すための知識の開発を目的としてデータ回収及び

分析を通じて深刻な安全事故の原因を突き止めるためのプロセス 

緊急管理及び対応 負傷、事故、漏出、危険物質、火災を含む作業環境における緊急事態に対応

するための研修プログラム、危機管理プロセス及び専門スタッフ 

パフォーマンス管理

及び報告 

 

正確かつタイムリーな方法で安全パフォーマンスに関する報告を行うため

の追跡/報告構造 

これによって、長期的な傾向分析やその他の企業とのパフォーマンスベンチ

マーキングが可能になる。 

 

事例:″勇気あるリーダーシップ″ (Barrick Gold Corporation) 

近年、健康及び安全パフォーマンスは順調に向上している。アメリカ労働省の統計によると2002年から2008

年にかけて負傷率が30%改善されており※127、年間5%の改善率を示している。このような順調な改善の結果、企

業の中には安全に関する改善が難しいという安全パフォーマンスの停滞を経験している企業もある。 

 

Barrickは 近になって安全パフォーマンスにおいて顕著な改善を経験した。Barrickはこのような改善

を自社内における安全文化の浸透の結果であるとしている。’’勇気あるリーダーシップ’’研修はこのような

文化の変更の中心的な役割を果たしている。 Barrickはこの研修について次のように説明している“勇気あ

る安全リーダーシップ研修は安全と健康に関する共通のビジョン及びそのビジョンを達成するために必要

な個人の行動を促進するものです。勇気ある安全リーダーシップ研修の 後に従業員は我々のビジョン「す

べての従業員が毎日安全かつ健康に帰路につく」というビジョンへのコミットメントに署名します。”※128 

このプログラムでは安全を改善する上での個人的なリーダーシップの重要性を確立し、変化への心理的基

礎を築き上げる。 

 

2002年以来、BarrickにおけるHemlo事業ではその安全格付けによって 鉱山/砂利安全健康協会（MASHA）

から表彰を受けた。2003年から2007年にかけて毎年BarrickのWilliams鉱山は表彰を受け、David Bell事業

は安全に関して2002,2003, 2005, 2006, 2007年に表彰を受けている※129。 

 

Barrickが勇気あるリーダーシッププログラムの実施を通じて可能にした素晴らしい進歩を目の当たりにし

たTeckでも安全パフォーマンスを改善するためのプログラムの作成を考慮していることを示唆している。 

 

 

                          
※127： アメリカ労働省2009  鉱山の安全及び健康の概要 2009年5月5日にアクセス: 

http://www.msha.gov/MSHAINFO/FactSheets/MSHAFCT10.HTM 

※128： Barrick Gold Corporation. 2007. UNグローバルコンパクト2007 進捗に関するコミュニケーション（COP）レポートCommunication on 

Progress (COP) Report. 

※129： カナダビジネスジャーナル 2008. Hemlo鉱山; ポジティブな違いを生み出す 
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6. CSRと鉱業における将来的な流れ 

6.1 概要 

 

カナダ鉱業における持続可能性に対する企業の対応は迅速に展開しており、鉱業リーダーもそれと共に

成長を求められている。このセクションでは、2つの新しい問題及び持続可能性計画に対応するための新し

いツールと方法論について紹介する。 

・ 新しい問題: 水 

・ 新しい問題: 生物多様性オフセット 

・ 新しいツール: 持続可能性投資の評価モデル 

・ 新しいアプローチ: シナリオプランニング 

 

6.2 新しい問題: 水 

 

多くの世界で水の需要が供給を上回っており、近い将来より多くの地域でこの不均衡が発生することが

予測されているのは周知の事実である。水は我々の も重要な資源の1つであり、石油やエネルギーよりも

重要である。水の供給量と品質の低下はビジネスに多大なる影響を及ぼすことが予想されている。国際的

には、企業の水割当量は減少しており、多くの人々がより厳格な規制、水に関するコストの高騰、水問題

に関するコミュニティのフォーカスの高まり、及び企業の水慣行に対する一般大衆からの精査の高まりを

予想している。 

 

近の報告※130では、需要の高まりと水供給量の低下に関して特に悲観的な見方をしている。この報告書

ではセクターにおける複数のリスクをハイライトしている。 

・ 鉱業は鉄鉱石の処理において大量の水を消費し、事業を移転することはできないため、当セクターは

地域における水の可用性の変更及び水利用に関するコミュニティの懸念による影響を受けやすい。 

・ このセクターでは鉱業及び精製に関連する大量の排水も生成する。 

・ 豪雨や洪水によって事業が中断する可能性がある。 

 

水リスクの拡大に対するアプローチ 

1. サプライヤから製品使用を含む価値チェーン全体での企業のウォーターフットプリント（例：

水利用および排水排出）を測定する。 

2. 自社のウォーターフットプリントに関連する物理的、規制上、評判上のリスクを分析して、そ

の評価を企業のエネルギー/気候リスク分析と一致させる。 

3. 水の問題を戦略的ビジネスプランニングやガバナンス構造に組み込む。 

4. 水リスク分析、長期計画および実施活動に重要なステークホルダー（例：地域コミュニティ、

非政府組織、政府団体、サプライヤ及び従業員）のエンゲージメントを実施する。 

5. 水パフォーマンス及び関連リスクを公開、伝達する。 

(出典: Ceres. 2009) 

 

カナダは豊富な淡水資源を持っているという点で幸運である – ブラジルとロシアに次いで世界3位に

ランクされている。一方で、カナダは1人当たりの水消費量ではOECD29カ国中28位にランクされている。 
 

 

 

                          
※130： Ceres. 2008.水の欠乏と気候変動: ビジネスと投資家へのリスクの増大 
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カナダ人より水を使うのはアメリカ人だけである※131。カナダ環境省※132では60%の淡水が火力発電に使用

されている一方で、18.5%が製造において消費され、鉱業はカナダにおける水の総消費量の4%を占めている。 

 

水の供給に関して高まる圧力を考えると、企業は水リスクへの曝露について深刻に調査を開始すること

が望ましい（前頁の“水リスクの評価”を参照されたい）。既に水リスクの分析を開始している企業もあ

る。Teckは2007年にグローバル水リスク分析を実施した。同じ年に、Barrickは運営中の鉱山及び閉鎖され

た鉱山の両方でグローバル水資源保護基準を策定してサイトにおける水資源保護プログラムを標準化した。

WBCSDでは水ツールを開発してグローバルな事業及びサプライチェーンにおける水リスクを分析している。 

 

6.3 新しい問題: 生物多様性オフセット 

 

鉱業活動によって生物多様性に対して簡単に緩和できない、もしくは鉱業会社の直接的なコントロール

の及ばない範囲で残留的影響がもたらされることが認識されている。世界銀行の抽出産業リビュー、ICMM

の持続可能な開発枠組み、CSRに関するナショナルラウンドテーブルおよび開発途上国におけるカナダ抽出

産業などから分かるように生物多様性保護に関するステークホルダーの期待は高まっている。この対応と

して、抽出企業及びそのステークホルダーは自社業務ににおける“正味の生物多様性損失なし”を実現す

るための新規アプローチを模索している※133。生物多様性オフセットではこのような影響を補償するメカニ

ズム（図13参照）を提供し、生物多様性とビジネスの両方に利益をもたらす可能性がある。ビジネス及び

生物多様性オフセットプログラムでは生物多様性オフセットを以下のように定義している。 

 

生物多様性オフセットはプロジェクト開発及から発生し、適切な防止/緩和手段実施後も継続する生物

多様性に対する重大な悪影響を補償するためにデザインされた措置によって発生する測定可能な保全

結果である。生物多様性オフセットの目的は種の構成、生息地構造、生態系サービスなどに関して生

物多様性の正味損失なし、そして可能であれば生物多様性の向上を達成することである※134。 

 

カナダでは開発を可能にしつつ種と生息地を保護する役割を果たす生物多様性オフセット概念の適用を

通じてガイドラインを制定している。漁業及び海洋省では漁業法に正味の損失なしの原則を適用し、生息

地保全及び保護ガイドラインを通じてガイダンスを提供している。生物多様性資源の破壊の可能性に直面

する開発者は開発エリア付近での類似の生息地の開発、もしくは既存の生息地の生産能力の向上のような

補償オプションを提供する※135。 

 

産業内での生物多様性オフセットに関する重大な経験はまだ比較的制限されているが、産業に受容され

る基準及び市場が現れることが予想されている。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                          
※131： OECD. 2008. ワールドファクトブック 環境 – 水消費 

※132： カナダ環境省 2008. 淡水ウェブサイト: 水利用 2009年5月4日にアクセス: www.ec.gc.ca/water 

※133： Nazari, Mehrdad and Proebstel, Don. 2009. 鉱業における生物多様性オフセット Mining.com. 

※134： ビジネスと生物多様性オフセットプログラム 2009. 

※135： 鉱業及び金属に関する国際評議会 (2005). 生物多様性オフセット – 産業業界のブリーフィングペーパー ロンドン: 鉱業及び金属

に関する国際評議会 
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プロジェクトデザインの概念展開

 
                                (出典: mining.com) 

図13 - 生物多様性オフセットの概念の図解 

 

 基準や方法論の確立によって、生物多様性オフセットは鉱業会社とNGOが同じように追い求める双方にとっ

て望ましい結果に貢献する可能性を秘めている。将来的には、企業は市場やその他の組織を通じて保全/生物

多様性オフセットを購入するオプションを持つことになることが予想されている。市場ベースの状況では、企

業は効果的な保全を通じて生物多様性オフセットを販売できる可能性があり、これは収入源となりうる。 

 

6.4 新しいツール: 持続可能性投資の評価モデル (CommDev) 

 

評価ツールは持続可能性にとって非常に重要とみなされいる、経営陣にとって持続可能性投資による直

接的な財務利益を分析するための方法である。持続可能性は役員にとっては理解を得るのが難しいと長い

間考えられてきたが、CommDev※136が国際金融公社(IFC)、RioTintoAlcan及びDeloitteとのパートナーシッ

プで現在開発しているこのようなツールの出現によって状況が変わる可能性がある。 

 

このツールは“持続可能性投資のプランニング及び財務評価モデル”と名づけられ、鉱業プロジェクト

の持続可能性投資ポートフォリオの現在の正味の価値（NPV）を見積もり、具体的なプロジェクトにあわせ

てカスタマイズ可能であり、持続可能性投資の優先順位付け、構造化、タイミング決定及び資源割振りの

枠組みを提供する。このツールによって現在の財務的価値を分析し、持続可能性投資を合理化/ 適化する

製品の欠如を埋める役割を果たすことが期待されている。このようなツールなしでは、内部/外部の関係者

が理解できるような言葉で持続可能性投資の価値を伝え、持続可能性投資を鉱業会社の業務もしくは財務

モデルに組み込むことは困難である。 

 

このツールには重要な機能であり、以下が期待されている※137 

・ （様々な確立に基づいて）価値生成要素や価値保護要素を含む特定の持続可能性投資ポートフォリ

オの予測される現在の正味の価値（NPV）を概算する。 

 

                          
※136： CommDev（石油、ガス及び鉱業持続可能コミュニティ開発資金とも呼ばれる）は実用的なキャパシティビルディング、研修、技術補

助、実施支援、意識向上、及びツール開発のための資金メカニズムである。 出典: CommDev. 

※137： CommDev. 2008. 持続可能な投資のためのプランニング及び財務評価 プレゼンテーション 
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・ 具体的な投資の相対的利点を示すことによって合理的な分析及び戦略策定を促進し、意思決定の戦

略的枠組みを提供する。 

・ 1つの企業の1つのプロジェクト内の様々なポートフォリオやシナリオを比較するために 適である。 

 

このツールは少なくとも21の産業界参加者によって提供された少なくとも83の持続可能性プロジェクト

事例のデータベースを活用している。ユーザから提供されたプロジェクトデータと組み合わせることによ

って、本ツールは複数のランダムなシナリオを処理して特定の結果の可能性を決定する。この結果が指定

プロジェクトの正味の現在の価値となる。 

 

後に、本ツールは価値の生成と価値の保護という価値の2つの側面に焦点を当てている。価値の生成は

持続可能性プロジェクトに関連する直接的コストと利点を意味し、価値の保護は持続可能性投資の間接的

なリスク緩和の可能性を意味する。本報告書作成時点では、本ツールはまだ開発中であり、より幅広い参

加者と共に継続していくことが予想されている。 

 

6.5 新しいアプローチ: シナリオプランニング; 気候変動による不確定要素に備えたプランニング 

 

気候変動は企業にとって多数の不確定要素をもたらす。気候変動の性質/タイミング、影響は知られて

おらず、技術ベースの解決策はまだ利用できない段階である。規制環境は不確定であり、もたらされる可

能性のある新しい機会について真剣に考えたことのある人は少ない。シナリオプランニングはこのような

不確定要素への対応を助けるアプローチであり、ビジネスが も可能性の高い将来的な状況に備える上で

の助けとなる。 

 

可能性のある幅広い結果に対応できるシナリオは健全な戦略計画を効果的にサポートする。気候変動及

び長期的な持続可能性の問題は本質的に複雑であり、不確定の程度も高いためシナリオプランニングアプ

ローチ採用の絶好の機会を提供する。このアプローチによって企業は不確定要素を競争上の利益に変えら

れる可能性がある。 

 

以下では本アプローチの概要を提供する。本アプローチには4つのステージが関連する（図14を参照され

たい）。 

1. 不確定要素の主たる推進要因を明確化するビジネス上の必要性 

気候変動戦略では通常 も重大なリスク及び機会を生み出す4つの条件に対応する。 

・ 規制の不確定要素 

・ 技術的不確定要素 

・ カーボン価格設定 

・ 物理環境 

2. 使用制限および可能性のあるシナリオの作成理由 

不確定要素の各推進要因に関して、プランナーは将来にこのような要因が持ちうる 高/ 低の値を明確

化する。カーボン価格はどのくらい高く/低くなるだろうか？GHG排出に関する規制はどれほどきついもの

になるだろうか?４つの推進要因それぞれに2つの値を割り当てることによって、プランナーは16のシナリ

オを作成するが、戦略計画において効果的に考慮するには多すぎる。優秀なプランナーは可能性の低い組

み合わせや意味をなさない組み合わせを除去する。 

3. 基本的な質問をし、回答することによって戦略を構築する 

経営陣が現在の状況、将来的な目標および戦略オプションについて基本的な戦略質問に回答することに

よって、シナリオの結果に対応した戦略を策定し始める。シナリオ駆動のアクションプランには以下両方

が含まれる。 
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・ 核となる戦略要素: このような要素はシナリオ特有のものではなく、どのシナリオを実現するかに

関わらず実施すべきである。 

・ 緊急戦略要素: 緊急戦略要素はシナリオ特有のものであり、核となる戦略要素と同時に策定すべき

である。ただし、企業は特定のシナリオが展開していると認識する場合にのみこのような要素を実

行すべきである。このような要素は企業が 初に投資を行い、シナリオが展開した場合には実行す

る権利（義務ではない）を持つ、アクションオプションを含む。 

 

 

                                     (出典: Deloitte) 

図14 - シナリオプランニングアプローチ 

 

4. 戦略の再検討及び修正 

 経営者はその後実際に展開した実際のシナリオに基づいた核となる戦略要素及び適用可能な緊急戦略要

素を実施する。経営陣はシナリオの定期的な研修のスケジュールを設定し、新しい法律や具体的なカーボ

ン価格レベルのようなシナリオの再分析の理由となるキーとなるイベントを明確化すべきである。 

 

巨大ネルギー会社のShellでは長年にわたってシナリオプランニングを使用して長期的なプランニング

を実施している。発表された報告書※138ではShellは2050年に向けた2つの極めて異なるエネルギーシナリオ

について説明した。この技術によって、信念、データ及び洞察によって情報を提供された可能な未来につ

いての洞察が提供される。このような長期的な計画を鉱業や持続可能性問題に適用することによって企業

は不確定要素に対応することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
※138： Shell. 2008. Shellの2050年に向けたエネルギーシナリオ 2009年4月28日にアクセス: www.shell.com/scenarios 

産業条件 

核となる戦略要素 緊急要素 
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7.カナダにおける環境鉱業技術の発展 

7.1 概要 

 

鉱業ライフサイクルを通じて、環境に様々な影響が出る。鉱業活動は人里離れた、農村地域で実施され

ることが多いため、脆弱な生息地に影響が出る可能性がある。探査及び開発中には、建設キャンプからの

廃棄物を処理する必要がある。道路及び施設が建設されることによって様々な方法で地域の生息地に影響

を与える。鉱山が生産段階に入ると、事業によって水やエネルギーが消費され、汚水、スラッジ及び廃さ

いが排出される。閉山段階では事前の段階で出た影響の回復、中性化もしくは元に戻す責任を負う。しか

し、酸性坑廃水、廃さい堆積場からの漏水及び廃さい施設の障害など閉鎖後にもさらなる問題が発生する

可能性がある。カナダにおける鉱山閉鎖上の最も重大な問題の1つが使われなくなった鉱山サイトの廃止で

ある。NRCanによると※139、カナダには6,000を超える廃止され、見捨てられた廃さいサイトがある。表9で

は直接的な環境への影響、環境問題についてまとめている。 

 

明確化された問題の中でも、酸性坑廃水の問題は今日の鉱業産業が直面する最も深刻な環境問題であり

続けており、カナダにおける科学/鉱業コミュニティもこの問題にフォーカスしている。このような理由か

ら、本章ではこの問題について主に焦点を当てる。 

 

表9 - 鉱山ライフサイクル中の環境への影響 

探査/開発 操業 閉山 閉山後 

貯蔵からの燃料の漏出

地下水の汚染 

廃棄物の処分 

生息地の破壊 

外観への影響 

 

廃棄物処理 

エネルギー消費 

粉塵 

水処理  

スラッジ管理 

汚水排出 

酸性坑廃水 

土地の再生 

再植林 

危険な化学物質 

 

廃さい施設の突然の障

害 

置き去りにされた設

備、固体廃棄物、下水

一般大衆の安全 

 

 

7.2 酸性坑廃水 

 

酸性廃水は一般的には酸性坑廃水（ARD）と呼ばれ空気と水にさらされた硫化物鉱物の自然な酸化の結果

発生する。カナダ環境省は以下のように説明している“カナダにおけるほとんどの金属鉱山には必要な鉱

物に加えて特に黄鉄鉱のような硫化物鉱物も含まれる。このような硫化物鉱物が空気や湿気にさらされる

と、酸化が発生し硫酸が生成される。鉱業によって主に砕けた小さなズリや細かく粉砕された廃さいで構

成される廃棄物が発生するため、このようなプロセスにさらされる表面エリアが劇的に増加する。”※140 (図

16でこのプロセスが示されている。). 

 

ARDによって発生する主な環境問題は廃石及び廃さいからの地表水や地下水への急速な重金属の排出で

ある。酸性の高い流出水には様々な濃度のヒ素、カドミウム、銅、鉄、鉛、ニッケル及び亜鉛が含まれる。

これらは赤みとしてはっきりと目に見えるものである(図15を参照されたい)。このような汚水は下流の水

中生物、特に魚に対して有害な影響を与える。 

 

 

                          
※139： カナダ環境省 1996. 運営終了後の廃棄物管理; カナダ環境の現状 2009年5月6日アクセス: http://www.ec.gc.ca/soerree/ 

English/SOER/1996report/Doc/1-7-4-7-6-5-1.cfm 

※140： カナダ環境省2009. 酸性坑廃水 2009年3月13日にアクセス: 

http://www.ec.gc.ca/soer-ree/English/SOER/1996report/Doc/1-7-4-7-6-3-2-1.cfm 
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図15 – スペインのリオティント川におけるARDの影響 

 
図 16 – ARDプロセス※141 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
※141： Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal. 2004. 2009年5月13日にアクセス: 

http://maps.grida.no/go/graphic/mining_effects_on_rainfall_drainage 
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酸素+水+硫化物=硫酸→重金属→魚の大量死
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7.3 カナダ鉱山環境廃水中和(MEND)プログラム 

 

ARDの問題に対応するため、また酸性坑廃水に関連する責任を削減するもしくは除去するための科学に基

づいた技術を開発するために、1988年にカナダ鉱山環境廃水中和（MEND）プログラムが生み出された。MEND

は酸性坑廃水の影響を削減するための科学ベースの技術を開発するための 初の国際的なマルチステーク

ホルダーイニシアチブである。MENDの成功の中心にあったのは広範囲にわたるカナダの専門家ネットワー

クからのフィードバックに基づいた複数年の研究戦略である。 

MENDプログラムでは当初、5つの研究エリアに集中していた※142。 

 

1. 予測 - 分析技術の向上を図ることによって酸の生成を予想し、数学モデルを生成することによって

廃さいやズリ中の酸生成プロセスをシミュレーションする。 

2. 予防と制御 – 酸の生成を予防、もしくは少なくとも 小化する技術を開発し、これらの処分、管理、

閉鎖技術を実証する。 

3. 処理 – 化学/受動処理システムを開発/実証し、石灰処理スラッジ安定化法を検証する。 

4. モニタリング - サイトモニタリングを改善し、フィールドサンプリング法や参照基準を開発し、新

しいモニタリング技術の分析、閉鎖基準の策定を行う。 

5. 技術の移転 – 国内及び国際レベルで情報の移転を促進し、情報バンクを作成する。 

 

当初のMENDプログラム(1989-1997)はARDの理解に大きく貢献した。技術的進歩は上述の5つのエリアで見

られ、このような進歩は文書化され、2001年の包括的なMENDマニュアルの発表によって一般に利用可能と

なった。このMENDマニュアルは重要なARD問題に対応し、200以上の技術文書及びMENDにおいて作成された

ワークショップメモの情報を要約した。 

 

このプログラムの結果、重大な技術的進歩が可能となった。ARDに関する一般的な誤解は情報を得た上で

行われる分析によって取って代わられた。当初はARDは一時的な短期間の問題であり、再生や再植林を通じ

て対応するのがベストであると信じられていた。現在では、ARDは数十年間潜伏する可能性があり、この問

題が明らかになった場合には非常に止めることが難しいと理解されている。恐らく、 も重要な進歩は再

生や再植林に集中するよりも予防こそがARDの問題に対応する 善の方法である、という理解である。 

 

MENDはそれ以来、フォーカスを研究の実施から、情報の提供及び国際研究団体との協力に移している。

この目的で、MENDは国際酸防止ネットワーク（INAP）のパートナーとなっている。 

 

7.4 国際酸防止ネットワーク(INAP) 

 

1998年4月に、6社の企業が国際酸防止ネットワーク（INAP）を正式かすることに合意した。このアイデ

アは1997年のバンクーバーにおける酸性坑廃水に関する国際会議において産業、政府、コンサルタント、

及び大学代表者によるカナダ鉱山環境廃水中和（MEND）プログラムに類似した(グローバル規模の)酸性坑

廃水イニシアチブに関するアイデアを議論する非公式のミーティングを通じて生まれた。この産業委員会

には現在、カナダ、オーストラリア及びアメリカの代表者が含まれる。 

 

 

 

 

 

                          
※142： Tremblay, Gilles A. Hogan, Charlene M. 2001. MENDマニュアル1巻 – サマリーMEND 5.4.2a. カナダ天然資源省. 
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7.5 酸性坑廃水に対応するための技術進歩 
 

明確化された5つのエリアでいくつもの進歩があったが、本セクションでは処理やモニタリングではなく

ARDの排出防止のための技術に焦点を当てる。既に述べたとおり、この研究の詳細な結果はMENDマニュアル

集に含まれている。※143 

 

サンプリングと分析 

MENDプログラムを通じて、効果的なサンプリングと分析は酸性坑廃水の予測、予防及び処理に不可欠で

あることが証明されている。プログラムの開始以来、重大な科学的進歩があり、カナダ全土及び国際的に

広く活用されている。酸性坑廃水技術では信頼性の高い、代表性のあるデータを必要とする。データはサ

ンプリング及び分析法にかけられるため、優れた取り組みに従う必要性がある。 
 

地表地下水及び廃さいのサンプリングによって酸の生成の開始をモニタリングし、閉鎖された高山の廃

棄物管理エリアからの排水の質のモニタリングに加えて、固体サンプリングによる酸の生成の可能性モニ

タリングに関する進歩もあった。 
 

研究によって、サンプリングサイズ、位置、必要とされる程度の汚染源からの隔離、及び品質管理の問

題に対応している。効果的なサンプリングによって正確な廃棄物の分類が可能になる。 

歴史的に、エンジニアが大半のサンプリング及び分析を実施していたというのは興味深い事実である。

近の発展によって、そのようなサイトで発生する地質学、水分学、鉱物学及び化学を理解する専門家の

関与がより包括的な試験及びサンプリングを保証するために不可欠であると証明されている。 

 

予想 

予想はARDの影響を理解し、適切な処理戦略を策定する上で重要な手順である。実験室における試験、フ

ィールド法及び数的モデリングに関する開発が行われている。 
 

実験室における廃棄物の特徴づけは廃棄物の酸性ポテンシャル（AP）と中性化ポテンシャル（NP）を判

断するために使用される2部に分かれた分析手順である酸素ベースアカウンティングによって開始される。 

APとNPの差から廃棄物の酸生成可能性が判断される。湿度セル試験とカラム試験を含む運動試験は風化の

シミュレーションを行い、硫化物酸化率、炭酸塩消耗率、酸生成ラグタイム及び金属漏出率のような特徴

に関するデータを取得するために実施される。 
 

また、フィールド条件下での硫化物廃棄物の挙動を評価するための試験も実施され、実験室で実施され

た運動試験の結果の有意義な調整が可能になる。フィールド試験には酸素消費量測定、酸素消費測定、流

出水および地下水モニタリング、廃棄物特徴づけ及びその他のサンプリングや分析を含むモニタリングに

おけるフィールド測定や観察が関連する。 
 

数値モデルは長期にわたる廃水の酸性及び質を概算するために使用される。一般的に、モデルはサイト

特有のデータの欠如や可変性の高いデータによる制限を受ける。廃さいモデルや地球化学モデルを含めて

MENDではズリ、廃さい及び露天掘りの水質予想において様々な進歩があった。 

 

予防と制御 

MENDはこの領域において重大な貢献を果たしており、総予算1800万ドルの半分以上を予防及び制御に関

連するプロジェクトに費やしている。酸を生成する鉱業サイトにおける経験から可能な限り酸性坑廃水の

防止を第一の目標に設定すべきであることが証明されている。これは技術的に複雑な分野であり、多数の

領域からの専門家の関与が必要となる。多くの発展があったが、ここでは酸生成エリアの湿性被覆と乾性

被覆に焦点を当てる。 
 
                          
※143：MENDマニュアルはNRCanから入手可能である。NRCanのウェブサイト上で追加情報が入手可能である: http://www.nrcan-rncan.gc.ca/ 
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MEND研究によって湿性被覆の存在によって硫化物鉱物の酸化が抑制され、酸の排出が防止できることが

証明されている。水は大気から水中の硫化物への酸素の発散に対するバリアの役割を果たす。湿性被覆は

カナダ全土の多くのサイトにおいて未酸化の硫化物廃棄物の水中処分、もしくは酸化廃棄物の氾濫を通じ

て適用されている。湿性被覆は長期にわたって湿性被覆を維持する能力、抑止構造の完全性、局地性、地

震によるサイト固有のリスク、深刻な暴風雨などの問題から幅広く適用可能なわけではない。 

 

乾性被覆はサイトの停止にともなうズリや廃さいのカバーに一般的に使用されている。MENDはキャピラ

リーバリアを活用してあらゆる気象条件においてひとつ（もしくは複数の）層を飽和状態に近い状態に保

ち、反応性の高い廃棄物に水の被覆をかけ、大気からの酸素の流入やその後の酸性廃水の生成を削減する

複数層の土壌被覆システムに関する研究を実施している。 

 

また、MENDでは天然の土壌ではなく硫化物を含まない廃さいや有機廃棄物のような代替被覆素材の使用

を調査することによって被覆素材供給に関する問題に対応しようとしている。また、研究ではその他の産

業からの廃棄物（例：堆肥、石灰で安定化した下水スラッジ、紙工場スラッジ）を乾性被覆における酸素

還元表面バリアとして使用できる可能性も示されている。 

 

ARD予防におけるその他のオプションには廃岩の混合及びレイヤリング、分離、隔離、硫化物固体の分離

による処分、埋め戻し、硫化物廃さい及びズリのすでに採鉱されつくした露天掘鉱山内での処分などの技

術が含まれる。さらに、気候モデリング及び永久凍土や寒冷気候地帯における酸性坑廃水防止に関する考

慮事項に関連してカナダの気候特有の問題も調査されている。 

 

事例: Whistle鉱山における酸性坑廃水防止※144※145 

オンタリオ州のサドベリー付近にあるWhistle鉱山は1998年に所有者であり操業者であるCVRD Incoによ

って停止されていた。鉱山のライフサイクルにおいて、約700万トンのズリが生成され、その大半（640万

トン）は酸を生成するものであった。閉山に関する多数のオプションを考慮した結果、CVRDではすべての

ズリを露天鉱山に移動し、複数層の土壌被覆をかぶせた。 

 

採用されたアプローチでは概念的かつ詳細な被覆システムモデリング/デザイン、土壌大気音でリング、

詳細なモニタリングと分析及び土地形状評価及びモデリングを考慮した。これは、乾性被覆システム及び

埋め戻しを含めてMENDプログラムを通じて実施された科学的研究に基づいていた。 

 

停止に関して次の2つのオプションが明確化された: 1) ズリ堆積場の被覆; 2)ズリを露天掘鉱山に移動

し、ズリで露天堀鉱山を埋め戻す。ズリ堆積場被覆システムにおける浸透水の問題によって後者のオプシ

ョンが選択された。ピット湖が存在しなかったことと、埋め戻された露天掘鉱山の傾斜急から湿性被覆は

実現不可能であった。 

 

作成された複数層被覆システムは埋め戻された鉱山における長期的な酸性坑廃水の削減を可能にするよ

う設計されていた。サイトで実施された被覆システムのフィールド試験のパフォーマンス監視から得られ

た結果とフルスケールの建設費用の概算見積もりを使用することで被覆システムバリア層の適切な素材を

選択した。この層の目的はキャピラリーバリア概念を使用して予期されるすべての気候条件下で、バリア

層内で飽和状態に近い状態を保つことだった。これによって酸素の低放散条件による酸素の侵入が制限さ

れた。被覆システムの設計アプローチにおいてはサイトにおける被覆システムフィールド試験による被覆 

                          
※144： Ayres, B., Lanteigne, L., , Smith, Q., O’Kane, M. 2007. CVRD Incoのカナダ、オンタリオ州におけるWhistle鉱山における閉鎖

計画及び実施 鉱山閉鎖2007. 

※145： Ayres, B., Lanteigne, L., O’Kane, M. 2005. カナダのWhistle鉱山における埋め戻された鉱山カバーシステムの設計及び建設事例 

2005,鉱業及び環境に関する国際会議 Skelleftea, Sweden, 6月27日-7月1日. 
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素材及びコストの決定、土壌-大気モデリングへの情報提供が行われた。このモデルを使用することによっ

て複数の複数層被覆システムの代替案のパフォーマンスを評価し、物質層の 適な厚さを決定した。流去

水の管理システムの設計及び鉱山被覆の 終的な地形の設計を補助するために、浸食及び地形発展数値モ

デリングが実施された。 
 

Whistle 鉱山被覆ではパフォーマンス監視システムを設置してサイトの水バランスの取得し、被覆シス

テムのパフォーマンスを制御する特質の理解の強化、環境への被覆システムの反応の追跡、被覆システム

のパフォーマンスに関するステークホルダーの信頼の強化が図られた。 
 

ある研究によると、2006年12月までに収集されたフィールドデータから判断して2005年に建設が終了し

てから 初の1年間、被覆システムは予想通りの働きをしていることが確認されている。Whistle鉱山の閉

鎖システムの設計と実施においては詳細かつ多くの領域にわたるアプローチが取られた。 

 

カナダ鉱業における環境技術における将来的な問題： オイルサンド 

将来のカナダにおける環境技術開発では疑いの余地なく、アルバータ州のオイルサンド事業のフットプ

リントの高まりに対応することになる。オイルサンドはエネルギー集約的な生産、水利用、生息地改変及

び廃さい管理に関連する温室効果ガス排出を通じて大気に影響を与える。計算によると、オイルサンド生

産から発生する温室効果ガス排出は2003年のカナダにおける総排出量の3.4%に等しい※146。別の報告書では

2007年にはオイルサンド事業は1年につき約5億5000万m3の水利用のライセンスを発行されたが、これは300

万人の人口を持つ都市の年間の水消費量に等しい※147。 
 

廃さい池は現在アルバータ州のアサバスカバレーの50平方マイルをカバーしている※148。 
 

オイルサンド事業から発生する環境問題の規模及び範囲に対応するにはまだ大きな課題が残されている。

カーボン排出、処理水の削減及びくず鉱池の再生のための技術の開発は今後数年にわたって科学者やエン

ジニアの重要課題となり、カナダが天然資源開発者として成功できるかを決定する要因になるであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
※146： Bramley, M., Neabel, D., Woynillowicz, D. 2005. カナダのオイルサンド開発に対する気候の影響 Pembina協会 

※147： Griffiths, M., Woynillowicz, D. 2009. アルバータにおける気候変動、エネルギー開発および水資源 Pembina協会 

※148： Kunzig, R. 2009. カナダ石油ブーム ナショナルジオグラフィックマガジン 2009年3月 
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結  論 

 

本報告書の目的はカナダ鉱業におけるCSRを促進する傾向、鉱業に懸念を抱くステークホルダーグループ

の様々な活動及び鉱業セクターのこのような問題への対応の概要を提供することだった。 

 

本報告書では鉱業会社に関連するステークホルダーグループ、及びこのようなステークホルダーグルー

プが特定の企業もしくは開発プロジェクトと協力する、もしくはこれらに反対する場合に行う活動につい

て説明している。多くのステークホルダーグループや組織が組織され、活動し、社会的正義、人権及び汚

染のような様々な問題に従事している。直接行動やプロジェクト妨害に関する事例もあるが、エンゲージ

メントプロセスにおいてはステークホルダーと鉱業会社間のより協力的関係に流れが傾きつつある。 

 

ステークホルダーグループの洗練度のレベルは向上している。インターネットを使用した意識向上キャ

ンペーンは一般的であり、株主決議やマルチステークホルダーイニシアチブのような新しい戦略も増加傾

向にある。企業はステークホルダーの懸念に対応するにあたりますます洗練されてきている。採用の程度

は企業によって異なり、現在のところ 大手の鉱業会社に集中しているものの、報告、ガバナンス、気候

変動、生物多様性およびその他の問題への対応のようなCSRベストプラクティスは瞬く間に成熟し、中規模

鉱業企業にも広がっている。このような活動は利己的なものではない。正式なCSR戦略及び措置によってリ

スクを緩和し、一般大衆からの当該企業のイメージアップにつながる。 

 

政府はステークホルダーグループと同じようにCSRの問題への関心を高めている。 

 

一般市民によるCSR問題に対する意識の高まりによって政府は政府内でCSRを促進し、産業に対してCSR

取り組みの採択を加速化するようリーダーシップをとる圧力が高まっている。さらに、人口の増加、グロ

ーバライゼーション及び関連するエネルギー需要の増加、気候変動および資源の枯渇のような世界的な傾

向によるプレッシャーによってカナダ政府は自然環境やコミュニティの権利のような公共利益を保護する

ためにより厳格な役割を果たすようになっている。これは政府の気候変動のような問題への規制の強化や

生物多様性の促進などへの動きから明らかである。 

 

 CSR問題に関して産業協会の役割は発展を遂げている。CSRを採択する人々は革新と透明性を推進してい

る。カナダ鉱業協会(MAC)と金属及び鉱業に関する国際評議会(ICMM)は2つの例である。出現しつつある基

準の策定に参加する鉱業会社は新しい傾向をよりよく予測し、産業グループからベストプラクティスを採

択することができる。カナダにおける環境鉱業技術の発展は目覚しいものであり、活発な政府及び産業に

よって促進された。接続性の進歩やグローバルな協力体制の容易さによってMENDのようなイニシアチブが

グローバルなステージに躍り出る結果となった。このような出現しつつある科学/産業ネットワークを活用

する企業は他社よりも早く 先端の技術を導入しようと躍起になっている。ステークホルダーの懸念が科

学的協力を可能にする同じ接続性によって拡大されている現状ではこれはさらに重要さを増している。 

 

後に、CSR問題が発展するスピード、このような問題の深さ、複雑性及び相互関連性によって企業から

の適応性の高く洗練された対応が必要とされる。将来的な経済において成功する企業とはCSR問題に適切に

対応し、このような問題がもたらすリスクと機会にうまく対応する企業である。 
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Business and Biodiversity Offset Program (BBOP). www.forest-trends.org 

Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP). www.capp.ca 

Carbon Disclosure Project (CDP). www.cdproject.net 

CERES. www.ceres.org 

Environment Canada. www.ec.gc.ca 

Global Reporting Initiative. www.globalreporting.org 

GlobeScan. www.globescan.com 

Indian and Northern Affairs. www.ainc-inac.gc.ca 

International Council on Mining and Metals (ICMM). www.icmm.com 

International Development Research Centre (IDRC). www.idrc.ca 

International Institute for Sustainable Development (IISD). www.iisd.org 

International Network for Acid Prevention (INAP). www.inap.com.au 

International Union for Conservation of Nature (ICUN). www.iucn.org 

Investor Network on Climate Risk (INCR). www.incr.com 

Metis National Council. www.metisnation.ca 

Mining Association of Canada. www.mining.ca 

Natural Resources Canada (NRCan). www.nrcan-rncan.gc.ca 

Oil, Gas and Mining Sustainable Community Development Fund (CommDev). www.commdev.org 

Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC). www.pdac.ca 

United Nations Environment Program. www.unpri.org 

World Business Council for Sustainability Development (WBCSD). www.wbcsd.org 
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