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A.「持続可能な発展のためのセメント産業自主行動計画」のコミットメント概要 
 

＜共同プロジェクト＞ ＜各社の活動項目＞ 

気候変動の防止 
§ セメント産業用の二酸化炭素(CO2)プ

ロトコルを作成する(同プロジェクト
は実行済)。 

§ CO2 排出量を最も効果的に削減するた
めの政策や市場メカニズムを調査する
ために、WBCSD/世界資源研究所(WRI)
やその他機関と共同で作業する。 

§ CO2 プロトコル中に設定されたツールを使用して、
CO2排出量のベースラインを求め、それを公表する。 

§ 気候変動防止(CO2排出削減)戦略を策定し、2006 年
までに目標および進捗状況を公表する。 

§ 毎年、プロトコルに沿った CO2排出量の報告を行う。 

原燃料の利用 
§ セメントキルンで使用する通常の原燃

料および代替原燃料について責任ある
取扱いガイドラインを作成する。 

§ 原燃料と代替原燃料を使用するために作成された
ガイドラインを自社に適用する。 

従業員の安全衛生 
§ 「安全衛生対策チーム」の設立 (すで

に同チームは発足した)。 
§ 安全衛生に関するメンバー企業間の情

報交換のシステムを構築する。 

§ 管理システム、モニタリング、公表に関する安全衛
生対策チームの提言に対応する。 

排出物質の削減 
§ キルン排ガス中の排出物質の測定、モ

ニタリング、報告に関する産業プロト
コルを作成する。さらにダイオキシン
や揮発性有機物質（VOC）などの排出物
質については、容易に算定する方法を
見出す。 

§ 排出物質の測定、モニタリング、報告に関するプロ
トコルを自社に適用する。 

§ 2006 年までに排出物質データを一般公表できるよ
う作成し、ステイクホルダーが閲覧できるようにす
る。 

§ 該当する排出物質の自社削減目標を設定し、その目
標値に対する達成状況を一般公表する。 

地域社会への影響 
§ セメント工場および関係する鉱山で使

用可能な環境･社会影響アセスメント
（ESIA）プロセスに関するガイドライ
ンを作成する。 

§ ESIA ガイドラインを自社に適用し、意思決定プロ
セスにガイドラインを組み込むためのツールを開
発する。  

§ 2006 年までに操業中の既存鉱山および工場用地に
ついての修復計画を立案し、これについて地元ステ
イクホルダーと情報交換する。 

経営プロセス 
§ 「主要業績評価指標」(KPI)の開発と利

用を含めたセメント産業の業績推移を
記録する方法を調査する。 

§ 3 年後に中間報告を行い、5 年後に総合
経過報告書を作成する。 

§ 既存のマネージメント、モニタリング、報告のシス
テムに SD プログラムを組み込む。 

§ 2006 年までに自社のビジネス倫理に関する声明文
を公表する。 

§ ステイクホルダーとの体系的な対話方法を構築し、
ステイクホルダーの期待を理解しそれに対応する。 

§ ステイクホルダー参加プログラムの作成経過を報
告する。 

§ 文書化されかつ監査可能な環境マネジメントシス
テムを全ての工場で構築する。 
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B. 自主行動計画の詳細 

 

  

 

 

気候変動の防止 

セメント生産は多量のエネルギーを消費する。石油や石炭などの化石燃料の使用、さらにクリン

カ製造時の化学反応過程において、気候変動の主要な原因である温室効果ガス（GHG）、すなわ

ち二酸化炭素（CO2）が発生する。セメント産業の CO2排出量は全世界の人為的排出量の 5％に

相当し、そのうちの 50％が化学反応過程、40％が燃料の燃焼によって発生する。各国政府は、気

候変動問題への関心が世界的に高まっていることを受け、エネルギー使用量と GHG 排出量に応

じた課税を各産業に適用することを検討している（例えばイギリスの気候変動税など）。従って、

CO2排出量の削減を始めとする気候変動防止対策は、今後セメント産業が真剣に取り組むべき課

題と言える。 

 

GHG 排出削減に向けた第一歩が、「GHG 排出量を測定･報告するための世界共通の枠組み」を設

定することである。各企業はこの枠組みにより、重要な削減目標を設定し、そのコストと進捗状

況の把握が可能となる。こうしたことから、「持続可能な発展のためのセメント産業自主対策」の

参加 10 社は、WBCSD および WRI（世界資源研究所）と協力し、GHG 排出削減対策

(www.ghgprotocol.org) の一環として統一した「CO2 プロトコル」を設定することを決定した。 

 

このプロトコルは、世界各国のセメント企業が利用することを前提としており、セメントの製造

工程から直接･間接的に発生する CO2 排出量を、総量(年間に排出する CO2 の総トン数)および原

単位（水硬性製品 1 トン当たりの CO2排出 kg 数）に基づいてモニタリング･報告する共通の手法

を設定している。また、このプロトコルにより、排出量の進捗状況を測定･報告するベースライン

を設定することも可能となっている。 

  

しかし同プロトコルは、CO2やその他 GHG についてセメント産業全体の削減目標を設定するも

のではない。具体的な削減目標を提示し、その達成を目指して適切な戦略を選択することは各企

業の責任である。気候変動の防止はセメント産業界でも特に注目されている問題である。従って、

CO2 の排出を効果的に抑制する戦略は市場において大変重要である。排出物質削減の選択肢とし

ては、工程と設備のエネルギー効率改善におけるイノベーション、低炭素燃料への移行、代替原

料の利用による石灰石使用量の削減、CO2の捕獲･隔離技術の開発、排出権取引などの市場メカニ

ズムの活用や自主取り組みが挙げられる。 

セメント産業は「持続可能な発展」を実践することにより、

クライメイトリーダー(Climate Leader)プログラムへの極

めて重要な参加者となり得る。 

（ワシントン DC の対話集会に参加した政府関係者） 
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以上のプロトコル実施に続く「持続可能な発展のためのセメント産業自主対策」の第 2 段階は、

市場メカニズムと社会政策の活用法を主要なステイクホルダーと協力して探り、各企業が CO2の

排出において有意義な削減を達成できるよう支援する点にある。 

 

 

今後の活動予定 

共同プロジェクト 

§ 適切なステイクホルダーと

協働して、セメント産業用

の CO2プロトコルを作成す

る。（このコミットメントは

バテル研究所の調査と並行

して実行された。） 

§ CO2 排出量を最も効果的に

削減するための政策や市場

メカニズムを調査するため

に、関係当局、WBCSD/WRI、

その他機関と共同で作業す

る。 

各企業の活動 

§ 各企業は 2006 年までに CO2プロトコル中に設定されたツー

ルを使用して CO2排出量のベースラインを決め、それを公表

する。 

§ 各企業は気候変動防止戦略を策定し、2006 年までに目標や進

捗状況を公表する。 

§ CO2プロトコル実施の結果として、各企業は毎年、次の報告

を行う: 

・ CO2 の総グロスおよび総ネット排出量 (CO2 トン)

（www.wbcsdcement.org/sub_c02.asp に示すプロトコル

に従う） 

・ 水硬製品単位重量あたりの CO2 排出量（KgCO2/セメント

１トン） 

・ 1990 年のベースラインと比較した CO2 排出量(総 CO2

トン)の差異 
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原燃料の利用 

今後も増大する世界人口の需要に応えて行くためには、原料・エネルギー・廃棄物の利用、再利

用、リサイクルをより効率的に行う必要がある ―― この点は産業界が広く認識するところであ

る。 

 

他産業から出る廃棄物を原料として利用すれば、天然資源を掘削することなくキルンとミルで使

用する原料を入手できるため、セメント産業は環境への影響を大幅に低減できる可能性がある。

鉱業や電力産業が生み出す鉱物系副産物には、セメントやコンクリートの製造に利用できる物質

を含むものが多数ある。実際、一部の廃棄物処理に既にこうした再利用を実施している。経済的

に見合う再利用方法がまだ開発されていない廃棄物もあるが、個々のセメント企業の取り組みは

既に始まっており、こうした分野で業界の先陣を切ることによって得られるメリットは大きい。 

 

その他の家庭･産業･農業廃棄物には原料として利用可能な鉱物がほとんど含まれていないが、従

来の化石燃料の代替（またはこれらと併用）として利用することは可能である。こうした廃棄物

の利用は、セメント企業が社会に提供できる重要なサービスであり、セメント生産で消費する化

石燃料の削減、そして大量に投棄･焼却処分せざるを得ない廃棄物の有効利用につながる。 

 

廃棄物の大部分は代替燃料または原料としての利用に適しているが、中には再利用できないもの

もある。公衆安全衛生上の理由から、放射性廃棄物や感染性医療系廃棄物、あるいは品質低下に

つながる恐れのある物質を焼却することに前向きなセメント工場はない。各企業は責任を持って

各工場で使用される廃棄物の種類や取扱い方法についての方針を策定する。企業の多くは既にガ

イドラインを設定し、利用できる物質をその利用条件とともに指定しているが、ガイドライン自

体の内容と再利用対象の物質は企業によって大きく異なり、こうした事項は公的に規定されるこ

とも少ない。 

 

このような複雑な状況に多くのステイクホルダーグループは懸念と不透明性を感じており、社会･

産業が抱える廃棄物問題の解決に向けたセメント産業の資質が問われている。廃棄物を利用する

ことで事業上の利益が生まれることは間違いない。しかし、我々は廃棄物利用が従業員、近隣住

民、周辺環境に対して害を与えず、かつ安全に取扱われる場合に限りそれらを使用するつもりで

ある。従って「持続可能な発展のためのセメント産業自主対策」では、開かれた建設的な対話を

通し、セメントキルンでの廃棄物利用に伴うリスクと利益（この中には廃棄物の利用に伴う安全

セメント工場で油やスラグ、その他の廃棄物（Natural 

waste）を利用して社会に貢献する――これは他の国と共

有すべき素晴らしい発想だ。 

（中国セメント･ワークショップ《北京》の参加者） 



 

 

自主行動計画(抜粋)   7 

衛生･経済性･排出物質･社会の懸念などを含む）を調査する予定となっている。この試みにより、

世界中のセメント企業が利用できるガイドラインが設定されることを願っている。 

 

今後の活動予定 

共同プロジェクト 

§ 適切なステイクホルダーと連携しながら、

セメントキルンで使用する通常の原燃料

と代替原燃料について責任ある取扱いガ

イドラインを作成する。 

各企業の活動 

§ 各企業は、通常の原燃料と代替原燃料の責任

ある取扱いガイドラインを適用した事業活

動を展開することにコミットする。 
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従業員の安全衛生 

従業員と協力会社に衛生的かつ安全な労働環境を保証することは、セメント産業にとって最も重

要な任務のひとつである。こうした安全衛生面にはセメント産業全体が一層留意すべきであり、

我々はその履行のために全力を挙げる意向である。既に「安全衛生対策チーム」が今後の作業方

法について検討を始めており、自主対策に関わるプロジェクトとコミットメントの実施において

中心的役割を果たすことになっている。 

 

労働関連の疾病･負傷発生率については、個々の企業の実績を報告するシステムは確かに存在する

が、セメント産業全体の数字を現時点で把握することはほぼ不可能である。バテル研究所の調査

結果でも、当分野に関する一般情報の入手は困難なことが明らかとなっている。しかし、現在分

かっている範囲で判断すると、セメント産業の事故･負傷発生率は、石油化学製品、石油精製など

の他産業の数字よりも高い。これは容認できない事実であり、また、セメント産業全体の威信に

も関わる問題である。対策チームに対し、安全衛生面の実績を測定･モニタリング･報告する基準

となる各企業共通のシステムを開発するよう要請しているのはそのためである。尚、このシステ

ムは各企業で実践されることが前提となっている。 

 

安全な操業を意図して建物と設備を設計すれば災害や事故などの発生率が下がることは間違いな

い。また、セメント産業に設備類を供給している企業も、最高レベルの安全基準を満たすべく、

常に自社製品の改良に励んでいる。しかし、労働関連の疾病･負傷発生率を下げる最も強力な手段

は、定期的に実施する効果的な「安全衛生訓練」および「安全を重視する企業風土」に他ならな

い。当プロジェクトに関わる企業は全て安全衛生プログラムを実施しているが、対策チームは今

後、情報交換を通して各企業の経験の共有化を図り、負傷事故の共通原因を特定し、継続的な改

善に向けて提案を行っていく予定である。 

 

現在、災害発生率の報告には世界共通のフォーマットがなく、各社の実績を比較するのは難しい。 

企業名 国名 年度 報告形式 

サイアムセメント タイ 2000 労働損失日数／20 万人時 

セメックス (セメント

産業部門) 

メキシコ 2000 労働損失日数／100 人 

ラファージュ (セメン

トビジネス) 

フランス 2000 労働損失日数／100 万労

働時間 
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今後の活動予定： 

共同プロジェクト 

§ 「安全衛生対策チーム」（このコミットメント

はバテル研究所の調査に並行して設立され

た）による活動を促進し、安全衛生実績の効

果的な測定、モニタリング、報告システムを

確立する。 

§ 当対策チームは以下の事項を遂行する。 

・ 災害や事故が起こる割合、原因と種類な

どの情報を交換するシステムを作る。 

・ 各企業における体験を共有化する。 

・ 予防策の提案を作成する。 

各企業の活動 

§ 各企業は安全衛生対策チームの提言に

応じ、以下に挙げる事項を遂行する。 

・ 事故に関する追跡調査や防止のため

に、既存システム、手順及び研修な

どを改善する。 

・ 共通フォーマットで実績を評価し公

開する 
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排出物質の削減 

大部分の製造業の場合と同じく、セメント産業の排出物質のほとんどは詳細にモニタリング･報告

され、排出物質に関する環境基準が遵守されている。産業界の一員として、セメント産業は規制

当局と前向きに協力し、こうした環境基準の妥当性と効果を裏付ける必要がある。しかし、セメ

ント産業は単に法令の遵守にとどまらず、責任を持って自らの排出物質を管理していることをス

テイクホルダーに示さなければならない。 

 

ほとんど全ての製造業は大気中に排出物質を出すが、セメント製造もこの例外ではない。排出さ

れるガスの大部分は無害だが、中には環境への有害性が確認または懸念されているものがある。

例えば硫黄酸化物（SOxと総称）は大気中で水などと結合し、森林や建造物に害を及ぼす「酸性

雨」の原因となる。また、揮発性有機化合物（VOC）や窒素酸化物（NOx）は一般に「スモッグ」

と呼ばれるものの一部であり、局地的に低レベルの汚染を引き起こす。そのスモッグは、呼吸器

疾患の原因となる微細な粉塵を含んでいる。排出量を周到にモニタリング･管理しなければ、健康

に害を及ぼす可能性のある物質は他にも確認されている。粉塵やその他浮遊粒子状物質はその代

表例である。 

 

一部のステイクホルダーは現行の排出基準を不十分と考えており、多くはセメント産業の排出物

質の種類とその影響、そして既存対策に関する確かな情報を求めている。こうした情報は個々の

企業が提供しているが、測定と報告の方法が世界的に統一されていないため、各企業･各国間で現

行のデータを比較することができない。従って、「持続可能な発展のためのセメント産業自主対

策」における優先事項のひとつは、関連のステイクホルダーおよび専門家と協力し、「排出物質

のモニタリングのための共通プロトコル」と「データ報告の標準フォーマット」を設定すること

である。 

 

 

 

 

 

 

プロジェクトチームの最初の任務は、プロトコル初版に掲載する物質の優先リストを作成するこ

とにある。このリストには、対話集会によって特定された 3 つの主要な大気汚染物質、すなわち

窒素酸化物（NOx）･硫黄酸化物（SOx）･粉塵または浮遊粒子状物質を含める予定である。これ

中国では 2000 年に合計 1,000～1,200 万トンの粉塵がセメント産業によ

って排出されている。この量は、8 つの生産ラインで 1 日 4,000 トンを

生産する工場の年間生産量に相当する。 

（中国セメント･ワークショップ《北京》の参加者） 

セメント産業は、具体的な対策と目標を

特定し、これらに応えなければならない。

（ブリュッセルでの対話集会に参加した

NGO 代表） 
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らの排出物質をモニタリング･報告する共通基準をプロトコルで設定することにより、排出実績を

報告する際の透明性が確保され、ステイクホルダーに進捗状況を逐次報告することが可能となる。

また、これは排出物質削減への推進力ともなる。適切な排出物質削減目標と報告手法を設定する

ことは個々の企業の責任だが、各地域および世界の環境汚染問題が今後も注目される以上、こう

した削減目標は各企業の事業活動に重要な影響を与えるであろう。 

 

特に揮発性有機化合物（VOC）とダイオキシンには注目しなければならない。これらの物質に関

しては、世界標準のプロトコルの検討に先立ち、効果的かつ有意義な排出物質の測定･モニタリン

グ方法について研究する必要がある。一度こうした研究が完了すれば、何れの物質も将来のプロ

トコルに掲載されることだろう。 

 

今後の活動予定 

共同プロジェクト 

§ 下記排出物質の測定、モニタリング、報告

に関する産業プロトコルを作成する。 

・ NOx 

・ SOx 

・ 粉塵/浮遊粒子状物質 

§ 合わせてダイオキシンや揮発性有機物質

（VOC）など他の排出物質をより適切に算

定する方法を見出す。 

§ 両プロジェクトについて外部ステイクホ

ルダーと協議し、外部からそのプロトコル

の認証を受ける。 

各企業の活動 

§ 各企業は、認証を受けたプロトコル（排出物

質の測定、モニタリング、報告に関する要綱）

を適用する。 

§ 各企業は排出物質データを一般公表できる

よう作成し、ステイクホルダーが閲覧できる

ようにする。 

§ 2006 年までに各企業は排出関連物質の削減

目標を設定し、その目標値に関する進捗状況

を一般公表する。 
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地域社会への影響 

セメント工場と鉱山は当該の地域社会に大きな影響を及ぼす。セメント生産に欠かせない鉱山と

セメント工場が地域の景観や経済に与える影響は大きい。また、セメント企業が立地選定や用地

の取得･閉鎖に伴う社会･経済的影響をどのように評価･管理するかにより、当該の地域社会の生活

はもとより、セメント産業に対する評価も大きな影響を受ける。産業界の一員として「操業権」

を維持するためには、地域社会の住民の支援と信用を勝ち取り、これを維持しなければならない。

そしてこれは、当該の地域の環境を尊重することを意味する。 

 

特定の用地への影響を把握･管理する上で最も有効な手段が、周到かつ綿密な「環境･社会影響ア

セスメント」である。このアセスメントにおいて科学的分析を行い、ステイクホルダーと連携す

ることにより、各企業は用地周辺の重要な環境･社会問題を特定し、これらに効果的に対処する方

法を策定することができる。用地の開発･変更（特にセメント工場の建設）には多額の投資が必要

なため、作業開始前にこうしたアセスメントを実施し、早い段階で問題を特定･解決することが重

要である。また、アセスメントは操業の段階および用地の閉鎖に際しても有効であり、前者では

改善を要する分野の特定、後者では修復作業方法の評価に役立つ。 

 

これまで、数多くの用地において開発前に環境影響アセスメントが実施されている。その多くは

資金提供元の要請によるものだが、アセスメントの内容と範囲は多様である。一方、一般の認識･

理解度は低いものの、社会影響アセスメントも欧州復興開発銀行や世界銀行などの資金提供元の

要請によって一部のプロジェクトで実施されている。また、こうしたアセスメントが既存のプロ

セスの一環となっている国もある。しかし、社会･経済面への影響は評価されない場合が多い。環

境･社会影響アセスメント（ESIA）過程（地元のステイクホルダーとの密接な連携を含む）に関

する一連のガイドラインを設定することによってセメント企業が得る利益は大きい。我々は主要

ステイクホルダーやその他の人々と協力し、全てのセメント工場とそれに伴う鉱山における全て

の新規プロジェクト、用地の取得･開発･閉鎖に適用可能なガイドラインを今後設定する予定であ

る。 

 

 

 

 

 

何と言っても山が失われたことが悲しい。山は景

色の一部としてかけがえのないものだった。 

（バンコクの対話集会に参加した地域活動家） 

セメント工場周辺の地域社会は、工場に対

して大いなる支援を期待している。 

（バンコクの対話集会に参加した地域活

動家） 
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地元のステイクホルダーのニーズと期待を把握することは、地域社会と効果的に連携する上での

基本的な第一歩だが、その際の決まった手順はない。優先事項と期待の内容は地域社会によって

大きく異なる。当然ながら各地域社会はセメント企業に対して個別の対応を望む。過去の事例か

らも明らかなように、地域社会の問題は各現場レベルで対応することが最も効果的である。セメ

ント工場と鉱山周辺における地域社会との連携および社会投資プログラムについては優れた事例

がいくつかあるが、コミュニケーションの改善はおおむね関係者全員に利益をもたらす。プロジ

ェクトスタッフの主要メンバーは貴重な実務経験を得ることができたが、各スタッフは地域社会

と連携する技術に一層磨きをかける必要がある。尚、バテル研究所の研究成果の一部として、コ

ミュニケーションおよびステイクホルダーとの連携に関するガイドブックがセメント工場を対象

に作成･出版されているので、今後これを活用する予定である。 

 

セメント産業は、鉱山とセメント工場跡地の修復に対する責任を古くから意識してきた。各セメ

ント企業は対象の現場を個別に検討し、地域社会に対するその潜在的価値を環境･社会･経済面か

ら評価しなければならない。過去の事例からも明らかなように、関連の地元ステイクホルダーと

協力し、現場開発過程において、可能な限り早い段階で修復計画を策定する方法が最も効果的で

ある。鉱山の場合、修復工事の方法は現場の地形や住民の関心、気候などによって制約されるた

め、この作業は現場開発前に開始してもよい。ただし、住民の期待や経済状況の変化、優良活動

事例などに対応すべく、定期的に軌道修正しなければならない。一方、セメント工場用地の場合

は土地利用の選択肢が時とともに大きく変化するため、前もって再開発計画を策定することは事

実上不可能である。従って工場跡地の開発計画は用地の閉鎖間近に策定する必要がある。 

 

今後の活動予定 

共同プロジェクト 

§ 関心を抱くステイクホルダーと協

働して、全てのセメント工場と関連

する鉱山で使用でき、さらに全ての

新規プロジェクト、用地の取得・開

発・閉鎖の際に使用できる環境･社

会影響アセスメント（ESIA）プロセ

スに関するガイドラインを作成す

る。そのガイドラインは、外部認証

を受ける。 

各企業の活動 

§ 各企業は外部認証を受けたガイドラインを適用し、

用地開発やマネージメントのための意思決定プロ

セスをガイドラインの中に組込むためのツールを

開発する。 

§ 2006 年までに、各企業は操業中の既存鉱山の修復

計画を立案する。操業中の鉱山を新たに取得する場

合は、購入時点より 3 年以内にこれらの計画を立案

する。この計画について各現場周辺のステイクホル

ダーと話合いの場を持ち、定期的に見直し・更新を

行って行く。 

§ 工場の閉鎖時期が判明したら、各企業は具体的なセ

メント工場の用地修復計画を立案する。修復計画は

地域住民に対しても公開する。 
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経営プロセス 

セメント企業およびセメント産業に「持続可能な発展」の原則と目標を取入れることで、我々の

ステイクホルダーに対する株主価値と利益が長期的に保証されることは間違いない。「持続可能

な発展のためのセメント産業自主対策」では、特にこの原則と目標を 3 つの側面、すなわち社内

システムとプロセス、ビジネスパートナー、市民社会との連携に取入れることを促進する。 

 

経営システムへの「持続可能な発展」の原則の統合 

より持続可能な社会を実現させるためには、「持続可能な発展」の原則をあらゆる事業決定･活動

に反映させなければならない。各企業は今後もこうした統合を管理するためのインセンティブ プ

ロセスと管理システムを開発して行く。これらの活動は、いずれも各企業の風土や社内システム

を始め、市場やステイクホルダーの期待に応じて固有のものであり、具体的には従業員を対象と

した教育プログラム（サステイナビリティに向けた企業のコミットメントが個々の従業員の日常

業務に意味するものを理解･探求させることが目的）などが含まれる。 

 

主要業績評価指標とその目標を綿密に設定すれば、社内外のステイクホルダーが業績を具体的に

測定･評価できるようになるため、改革が推進される。WGC(セメント産業部会)グループ全体と各

企業の SD に関する進捗状況を追うべく、有意義な指標の設定を目指すのはそのためである。 

 

多くのセメント企業は、既に環境マネジメントシステムを一部あるいはほとんどの工場で実施し、

各工場の環境実績を測定･モニタリングしている。セメント生産が環境に及ぼす影響は、現場ごと

に対応することで初めて効果的に管理できるため、こうした工場別のシステムは改善を継続させ

る上で最善の方法である。そのため全ての WGC メンバー会社は、文書化された監査可能なシス

テムを全工場に配備すべく一致協力することに同意している。  

 

投資家や政府などは、セメント産業の事業活動と倫理基準に対し、地域ごとの状況に左右されな

い確実性と一貫性を求めている。各企業ともこの原則を遵守しているものと思われるが、事業活

動を文書化（事業のあらゆる側面においてステイクホルダーとの連携･環境基準･人権などを遵守

するという原則を規定したもの）し出版することで得られる利益もある。実際、こうした声明は

既に数多く存在している。WBCSD は現在、他部門の多国籍企業の声明やサリバン原則＜www. 

globalsullivanprinciples.org＞などの国際的な原則の効果を評価しているが、その評価結果は、ひと

つの出発点として各企業の参考となるであろう。 

 

 

セメント産業は我々の経済にとって極め

て重要である。 

（カイロの対話集会に参加した公共利益

グループ） 
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ビジネス･パートナーとの関係 

他の事業との関係を見ると、廃棄物の再利用などの「システムによる利益」を活用する試みは既

に始まっている（22 ページ「原燃料の利用」を参照）。セメント産業は、サプライヤー･顧客･他

の産業部門と密接に連携することにより、地球資源の効率の最大化とセメント生産の改善に必要

な「双方向システム」を作り上げることができる。 

 

 

 

市民社会との関係 

「持続可能な社会」にセメント産業単独で貢献することは不可能である。従って、今後も他者の

意見を聞き、他者と協力することで障害を取り除き、セメント産業における「持続可能な発展」

を達成しなければならない。こうした姿勢は、特に政府との関係において重要である。「持続可能

な発展」の原則は、既存の規制枠組みを検討し、それらの規制が発展の障害となる状況を特定す

る際、共通の出発点となり得る。 

 

「持続可能な発展のためのセメント産業自主対策」では、ステイクホルダーとの連携を特に重視

している。セメント産業のこれまでの取り組みは、地域社会と良好な関係を築く点では相応の効

果を挙げているが、各国または世界のステイクホルダーグループに対しては若干心許ない。現在

直面している問題を始め、どうすれば真に重要な貢献ができるかを知る上で、こうしたグループ

の協力は欠かせない。今後、自主対策に基づいて実施される共同プロジェクトには全て、関連の

ステイクホルダーが参加する予定である。また我々は個別の活動として、全ステイクホルダーと

連携･情報交換し、進捗状況について報告するための体系的な方法も開発する意向である。 

 

今後の活動予定 

共同プロジェクト 

§ SD に関するセメント産

業の業績（SD 目標や経

過把握をするための主

要業績評価指標 KPI の

開発とその利用を含め

る）をどのようにして追

跡記録するかについて

調査する。 

§ 5 年後に総合経過報告

書を作成する。また 3 年

後に中間報告を行う。 

各企業の活動 

§ 各企業は、既存のマネージメント、モニタリング、報告のシステムに

SD プログラムを組み込む。これには、経営責任の明確化、KPI とその

目標値の設定、社内の SD 認知プログラムの策定、社内外に対する SD

プログラムや SD 目標の公表などを含む。 

§ 各企業は、文書化されかつ監査可能な環境マネジメントシステム(これ

らはまだ存在しない)を全ての工場で構築する。 

§ 各企業は、2006 年までにビジネス倫理の声明文を公表する。これには、

社会的責任に対する企業の取り組み方法を含める。 

§ 各企業はステイクホルダーとの組織的な対話方法を構築し、ステイク

ホルダーの期待を理解しそれに対応する。これは、地域計画および地

域社会の支援プログラムの一部を成す。 

§ 各企業はステイクホルダー参加プログラムの作成経過を報告し、関連

するステイクホルダーに対する主要問題について経過を報告する。 

セメント産業はもっと早い時期に市民と積極

的に関わる必要がある。 

（リスボンの対話集会に参加した NGO 代表）
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進捗状況の報告 

各種活動を通じて最大の株主価値を創造すべく、ステイクホルダーと株主の双方に現在の活動内

容を報告しなければならない。各企業は今後、それぞれの進捗状況を報告し、個々のステイクホ

ルダーグループに関連の情報を提供するための戦略を立案することになるが、WGC グループと

しては、5 年後の総合経過報告書の提出に向け、進捗状況に関する中間報告書を 3 年後に公表す

る予定である。 

 

イノベーションと技術移転の必要性 

日々変化する社会状況と市場に応じて革新を続けない限り、その産業はやがて時代に取り残され

てしまうだろう。また、より持続可能な未来の創造に向け、段階的な変化を引き起こすためには

思い切った措置が必要である。しかしこうした措置は、設備や製品構成における技術的な進歩に

限定されない。地域社会と連携する技術を始め、従業員への権限委譲と教育、セメント製品のマ

ーケティングと活用におけるイノベーションもまた必要である。 

 

一方、各国間および各現場間における技術移転もこのプロセスの重要な部分である。セメント産

業の特異な点として、新技術が工場の新設に伴い、開発途上国の成長市場に導入される傾向が挙

げられる。つまり、技術自体は先進工業国から開発途上国に移転するが、当該の技術を効果的に

活用･管理するための実践的知識は逆方向に流れる。こうした傾向は各企業のグローバル化によっ

て加速しつつある。 

 

 


