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1.2 報告ガイドライン

サステイナビリティに対する当社の取り組みと重要事項の特定に使用されて
いる枠組み、報告ガイドライン、グッドプラクティスの基準は以下のとおり
です。
>> グローバル・レポーティング・イニシアティブ（GRI）。
>> 現地調達報告メカニズム（LPRM）。
>> ミレニアム開発目標（MDG）。
>> 国連グローバル・コンパクト（UNGC）。
>> 国連人権宣言（UNDHR）。
>> カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）。
>> 国際統合報告委員会（IIRC）の統合報告フレームワーク。
>> 持続可能な発展のためのベストプラクティスの枠組みである国際金属・
鉱業評議会（ICMM）10 原則。

サステナビリ
ティ レポート
に対する 当
社のアプロ
ーチ

1.1 本レポートについて

この 2018 年サステイナビリティレポートは、
グローバル・レポーティング・イニシアティ
ブ（GRI）の中核オプションガイドラインに従
って発行する 2 回目のレポートです。本レポ
ートは、適用される証券法および証券取引所
規則に基づく Ivanhoe Mines Ltd.（「Ivanhoe
Mines」、「Ivanhoe」、または「当社」と表
記する場合もあります）による提出文書および
開示情報を増補するものです。提出文書および
開示情報のコピーは、www.sedar.com の電子
開示システム（SEDAR）上の当社のプロファ
イルの下で公開されています。本レポートは、
サステナビリティへの取り組みに関する報告の
透明性という当社の目的を強化するものです。
この年次レポートは、主に、2018 年 1 月 1 日
から2018 年 12 月 31 日までの報告期間におけ
る当社のサステナビリティポリシー、慣行およ
びパフォーマンスに関する情報で構成されてお
り、それ以前の情報につきましては、入手可
能かつ該当する場合に限り提供されています。
本レポートは、さまざまなステークホルダーグ
ループ、投資アナリスト、および投資家にわた
る個人およびグループのニーズを満たす、関連
する開示と情報を提供することを目的として
います。

本レポートの情報は、グローバル・レポーティング・イニシアティブ
（GRI）スタンダードの中核オプションに従って作成および提示されていま
す。国別の報告コンプライアンスは本レポートの付録に記載されています。

1.3 第三者保証

本レポートは、当社が公表する 2 回目のサステイナビリティレポートで
す。本レポートは第三者による外部の保証を受けていませんが、当社は独立
した保証準備審査を行いました。この審査では、2020 年までに完全に独立
した第三者保証付きのサステナビリティレポート発行することを確実に進め
るために、当社がシステムを導入する主要領域が示されました。Platreef プ
ロジェクトは、以下に関する第三者保証を目的として、国際関連サービス基
準（具体的には、ISRS 4400 合意された手続業務に関する実務指針）に従っ
て、Ernst＆Young（EY）Incorporated と連携しました。
>> 地域経済開発（LED）
>> 企業およびサプライヤー開発（ESD）
>> 人的資源開発計画
>> リンポポ大学とのパートナーシップ
>> 雇用平等と現地雇用
>> 優先調達
結果的に、Platreef プロジェクトのこれらのパフォーマンス領域に関する情
報は、プロジェクトの規制報告プロセスの一環として第三者保証を受けまし
た。

1.4 レポートの範囲

本レポートでは、アイヴァンホー が直接または共同で管理している重要な
プロジェクトに関する情報のみが開示されています。これらは南部アフリカ
における当社の 3 つの主要プロジェクト、すなわち、(1) 南アフリカのリン
ポポ州における Platreef プロジェクト、(2) コンゴ民主共和国（DRC）のル
アラバ州における Kamoa-Kakula プロジェクト、(3) DRCの上カタンガ州に
おける Kipushi プロジェクトです。

たとえ各プロジェクトが個別の株主構成であっても、当社は全事業の 100％
を所有しているかのように、100％ プロジェクトベースでサステイナビリテ
ィを開示します。
提供された CDP ガイドラインに従って、水と気候変動を開示します。当社
の 2018 年の CDP に基づく水と気候変動に関する完全開示は、CDP のウェ
ブサイト、www.cdp.net でご覧いただけます。

労働安全衛生統計の目的上、本レポートの総労働力は、2018 年 12 月 31 日
現在、採用および/または医療調査に適格で安全統計に貢献している平均
3,231 人の従業員および請負業者を意味します。
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1.5 常勤共同会長お
よび創設者からの共
同メッセージ
Robert Friedland

アイヴァンホーマインズ の
ステークホルダーの皆様へ

当社のすべての従業員とパートナーを代表
して、第2版となる年次サステナビリティ
レポートを公表させていただきます。この
レポートは、当社の従業員、コミュニティ
イニシアチブ、責任ある採掘慣行、2018 年
のサステナビリティパフォーマンス、そし
て間もなく当社が生産を開始する金属の将
来の市場を形成しつつある情勢に対する当
社のビジョンを説明するものです。
商業採掘の操業を開始する前の早い段階から当社が持続可能
性と責任ある鉱山の開発に重点を置いていることは、透明
性、誠実性、説明責任、そして従業員および操業を行う地域
に対する敬意の文化に対する私たちのコミットメントを反映

当社のアプローチ
共同会長からのメ
ッセージ

当社のアプローチ
共同会長からのメ
ッセージ
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昨年 9 月、中国を代表する国際的資源企業の 1 つであ
る CITIC Metal Group が、5 億 6,000 万米ドルの初期投
資を通じて アイヴァンホー の戦略的なグローバルパー
トナーに加わりました。CITIC は最近、エクイティフ
ァイナンスを通じて、アイヴァンホー に 4 億 5,700 万
米ドルの追加投資を行うことを約束しました。CITIC
は、革新的で環境的および社会的責任のある鉱山の開
発において、最先端の国際的なベストプラクティスを
導入するという同じコミットメントを共有していま
す。CITIC はまた、多様な文化を深く認識しています。
これは、アフリカにおける大規模鉱山資産の建設と運
営を成功させるために不可欠な要素です。アイヴァン
ホー と CITIC は 15 年以上にわたり緊密な協力関係を
共有しており、アイヴァンホー の将来を形作る上で
CITIC が果たす重要な役割を反映して、CITIC Metal の
社長である Yufeng（Miles）Sun が共同会長として アイ
ヴァンホー チームに加わりました。

非常勤共同会長
Yufeng (Miles) Sun

しています。

25 年前、当社はアフリカ南部の伝説的な鉱物フィールドと
その周辺で大きな発見に向けた探求を始めました。

現在、コンゴ民主共和国（DRC）の Kamoa-Kakula と南アフ
リカの Platreef における 2 つの国際的に知られる発見に基づ
いて、世界最高の 2 つの新しい鉱山の開発を進めています。
また、かつて世界で最も豊かな銅・亜鉛鉱山であったDRCの
Kipushi での生産再開にも取り組んでいます。世界規模の 3
つの鉱山で生産を開始するという目標を達成するために、当
社はコミュニティ、民間、公共、そして国有のパートナーと
緊密に協力しています。
当社の先見の明のある地質学者は、鉱物発見において素晴ら
しい業績を誇っています。彼らが当社の将来の成功を可能に
しました。したがって、当社の開発チームはこれまでの発見
を世界規模の鉱山に変えることに重点を置いている一方、探
査チームは現場で穿孔を行い、アフリカ南部における次の素
晴らしい鉱物発見を模索しています。

Kamoa-Kakula は 2021 年に生産を開始する予定であ
り、段階的な拡大とともに、世界第 2 位の銅鉱山にな
ると予測されています。Platreef と Kipushi でも素晴ら
しい開発の進歩が見られており、どちらのプロジェク
トも生産に向けて前進しています。

四半世紀以上におよぶ徹底的な努力を経て、アイヴァ
ンホー は現代の世界トップの探査企業の 1 つから、大
手生産者へと大きく躍進しようとしています。当社は
これまでの探査と開発の成功を非常に誇りに思ってい
ます。当社は、環境、健康、安全の卓越性という当社
の目標を尊重してくれている、ますます拡大する南ア
フリカとコンゴの女性と男性のチーム、そして当社の
事業拠点付近に住む家族に有意義で前向きな影響を与
えている当社のコミュニティ強化プログラムを一層に
誇りに思っています。
当社は、特に世界の主要都市の多くにおいて、気候変
動と大気汚染が地球上の生活の質に悪影響を及ぼすこ
とを十分認識しています。今すぐ団結して行動を起こ
さない限り、将来の世代、つまり私たちの子供たちや
孫たちに最大のつけが回ってくることを特に懸念して
います。気候変動と大気汚染に国境はなく、私たちみ
んなに実存的な課題を突き付けています。
地球温暖化ガス排出の主な原因である輸送およびエネ
ルギー生成のための化石燃料の燃焼から人類を引き離
すことに対する緊急の世界的な必要性は、今後何年に
もわたって鉱物の需要を促進し、「グリーンな金属」
の責任ある採鉱者が、地球の最大の問題のいくつかを
解決するうえで重要な役割を果たせるようにするため
の道が開かれてきています。

SINAH TJALE - IVANPLATS で
は常に健康と安全を最優先
にしています
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私たちの新しい鉱山は、よりきれいな空気と水のために世界
が必要とする多くの金属を生産することになります。ゼロエ
ミッション、エネルギー効率の良い輸送、そしてクリーンで
再生可能なエネルギーのグリッド規模の供給と貯蔵には、プ
ラチナ、パラジウム、ロジウム、ニッケル、そして特に銅の
新しい長期的な供給源が必要となるでしょう。

当社のチームは、世界有数の自動車およびテクノロジー企業
と密接に協力しています。本質的に明らかなことが 1 つあり
ます。それは、銅は「グリーンな金属」の王者だということ
です。世界で最も差し迫っている環境問題を解決するとなる
と、太陽光発電、風力発電、水力発電、電気自動車と燃料電
池電気自動車など、ほとんどすべての解決策が銅につながり
ます。
平均的な電気自動車は標準的な自動車の 4 倍の銅を必要とし
ます。将来的には、より大きな電気自動車によってはるかに
多くの銅が使用されることが予想されます。驚くべき技術の
進歩と世界中の自動車メーカーによる大規模な投資のおかげ
で、世界的な電気自動車の採用のペースは加速することが予
想されています。風力と太陽エネルギーは、従来型発電に比
べ、最大で37倍も銅の使用量が多いため、将来の銅需要のさ
らに重要な要因です。

世界的に、良好で新しい銅プロジェクトは不足していま
す。Kamoa-Kakula は、年間生産量が 70 万トンを超えると予
測されており、世界がより持続可能でエネルギー効率の高い
未来に向かって進むにつれてますます重要な役割を果たして
います。Kipushi もそのきわめて純度の高い銅・亜鉛によっ
て同様の将来性があります。
Platreef は、自動車や工場から排出される有害な排出物を制
御するための触媒コンバーターで必要とされるパラジウム、
プラチナ、ロジウムの主要生産地となります。プラチナは燃
料電池電気自動車にも不可欠です。同様に、Platreef は電気
自動車のバッテリーの重要な成分であるニッケルと銅を大量
に含んでいます。
当社が生産することになる金属は重要なものばかりです。そ
れらを生産する方法も同様に重要です。当社にとって、サス
テイナビリティパフォーマンスが高いということは、それら
の金属を責任を持って生産しながら、事業拠点周辺のコミュ
ニティでも信頼される大切な隣人であることを意味します。
最近のブラジルでの鉱滓堆積物貯留池の崩壊は、すべての
鉱山労働者がリスク管理慣行を見直す機会となっていま

四半世紀以上におよぶ徹底的な
努力を経て、アイヴァンホー
は現代の世界トップの探査企業
の1つから、大手生産者へと大
きく躍進しようとしています。
当社はこれまでの探査と開発の
成功を非常に誇りに思っていま
す。

当社のアプローチ
共同会長からのメ
ッセージ

当社のアプローチ
共同会長からのメ
ッセージ
す。Platreef と Kamoa-Kakula の当社の新しい鉱山は、地下
鉱滓の大部分をペーストバックフィルとして採掘作業場に戻
し、残りは最先端の監視システムを備えた小規模の鉱滓堆積
物貯留施設に組み上げるように設計されています。Kipushi
で採掘する予定の鉱石は純度が非常に高く、量は適度であ
り、小規模で現代的な堆積物貯留施設の建設が可能です。
しかし、近年のブラジルの事故およびその他の同様のインシ
デントを考慮して、当社は、従業員および近隣のコミュニテ
ィをさらに保護するために、計画している堆積物貯留施設に
ついて、追加の独立した技術監査を実施しています。
金属のサプライチェーン管理に関する倫理的問題に対する世
界的な認識の高まりは、当社の鉱山の設計、建設および運営
において重要な要素となっています。非常に暑くて困難な状
況の中で何千人もの人が手作業を行っているアフリカの他の
場所にある従来の、深く狭脈のある地下鉱山の多くとは異な
り、当社の鉱山は安全を優先し、コンピューター機器を操作
する新世代の高度に熟練した女性と男性を雇用する、空調完
備の高度に機械化された事業となります。注目に値する厚さ
があり、比較的平らな性質の当社の地下鉱体では、最新・最
先端のバルクスケールの採鉱技術を使用できます。

当社はまた、環境への影響を最小限に抑えるために、主に水
力や太陽光などのクリーンで再生可能なエネルギー源から発
電された電力を使用して鉱山に電力を供給することに注力し
ています。Kamoa-Kakula と Kipushi はすでに水力発電を使用
しています。そして、太陽光発電とバナジウムフロー電池を
組み込んで、グリッドで供給される電力を増強する方法をす
べての事業で検討しています。また、技術の進歩に伴い、さ
らに排ガスを削減し、従業員の安全を確保するために、ディ
ーゼル車に代わるものとして、電気自動車や自動運転車を採
掘車両として導入する予定です。
当社のプロジェクトは、失業率が高く生活環境が厳しい地域
を拠点とするものです。長期的な性質の大規模な探査と採掘
のために、利益がもたらされるようになるのは数十年の作業
と何十億ドルもの投資を行った後になることから、コミュニ
ティや受入国で永続的かつ積極的な影響を与えるためには、
地方自治体および中央政府と協力し、安定した財政、規制、
および課税の枠組みを創出する必要があります。機会と課題
に一丸となって対処することで、私たち皆が恩恵を享受する
ことができます。
当社の取締役会全体を代表して、コンゴ民主共和国及び南ア
フリカ共和国の アイヴァンホー のステークホルダー、そし
て当社の国際的な株主のために永続的な価値を創造すること
に邁進し、妥協しないことをお約束します。
当社は過去 25 年間にわたり、アフリカにおける受入国の男
性、女性、子供たちに対する強いコミットメントを示してき
ました。そして今、当社は責任ある鉱山開発のショーケース
となる鉱山を建設し、その過程において、未来の世代のため
により住みやすく健康な世界を築くことを支援することを決
意しています。何と言っても私たちが住めるのは地球以外に
ないのです。
一新された KIPUSHI のポン
プステーションの点検
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当社のアプローチ
社長兼 CEO からの
メッセージ

私たちのアプローチ
社長兼 CEO からのメ
ッセージ

アイヴァンホーマインズ の
ステークホルダーの皆様へ

アイヴァンホーマインズ の第 2 版サステナ
ビリティレポートは、健康、安全、環境、
社会的責任の関する当社の 2018 年のパフ
ォーマンス、ならびにアフリカ南部で 3 つ
の主要鉱山が生産に向けて前進しているの
に伴い、サステナビリティレポートをさら
に充実させるために進行中の活動について
説明しています。
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KAKULA のコンベア斜坑におけ
る測量技師 CHIPENG KAVUL と鉱
業エンジニア PONTIEN KALALA

本レポートを作成する目的は、サステイナビリティパフォー
マンスと課題を当社のステークホルダー、特に現地のコミ
ュニティ、従業員、株主に明確かつ簡潔な形で伝えることで
す。本レポートはまた、当社の有能なチームのメンバーを誇
りをもって披露する場を提供するものでもあります。

1.6 社長兼最
高経営責任
者からのメ
ッセージ：

Lars-Eric Johansson

本レポートは、採掘プロジェクトの開発と進行中の探査に関
連する当社のサステイナビリティと責任への配慮に対する私
たちの戦略的重点を文書化しています。また、サステイナビ
リティと責任ある採掘の目的を達成するために、当社がパー
トナー、受入コミュニティ、および従業員とどのように協力
しているかについても詳しく説明しています。
当社は卓越性、個人的な説明責任、誠実性、そして社会的・
環境的責任に関する明確かつ価値に基づく原則の下で活動
しています。従業員、請負業者、パートナー、および当社が
事業を営むコミュニティの人々と協力して、ステークホルダ
ーの利益を考慮し、最先端の技術を採用し、安全慣行を改善
し、そして環境への影響を最小限に抑える強固で永続的な関
係を構築することに努力しています。

当社のコミュニティ強化イニシ
アチブ、および受入コミュニテ
ィ、地元の起業家、そして従業
員を含むステークホルダーとの
合意に基づき、当社の発見によ
る社会的および経済的恩恵を広
く共有することを確実にしてい
ます。

当社は、プロジェクトの受入コミュニティ内に住む人々に対
してサステイナビリティの恩恵を長期的にもたらすことがで
きるパートナーシップを形成することに努力してきました。
私たちの継続的な成功には、現地のコミュニティ、地方自治
体、中央政府、および非政府組織との協力が必要です。
さらに、当社のコミュニティ強化イニシアチブ、および受入
コミュニティ、地元の起業家、そして従業員を含むステーク
ホルダーとの合意に基づき、当社の発見による社会的および
経済的恩恵を広く共有することを確実にしています。

2012年に英国を拠点とする Eco-Livelihoods の支援を受
けて アイヴァンホー によって設立された Kamoa-Kakula
Sustainable Livelihoods Project は、当社の Kamoa-Kakula プ
ロジェクトの周辺地域に住む家族の経済的エンパワーメント
に大きく貢献しています。これらのコミュニティ支援イニシ
アチブには、魚と鶏の養殖、農業プロジェクト、成人識字率
向上プログラム、および新しい学校、住宅、診療所、道路、
電力インフラの建設が含まれます。
当社の Maru a Mokopane イニシアチブは、デジタル情報共
有システムを確立し、Platreef 鉱山周辺の地域住民が自由に
利用できるようにする革新的な活動です。このイニシアチブ
は、南アフリカの青少年が国の未来を決めるという当社の
信念を反映しています。情報と技術へのアクセスは、彼らが
成功を収めるのを支援する最も重要な手段の 1 つといえま
す。現在、アイヴァンホー が開始し、支援しているプログ
ラムを通じて、地質学の学士号を取得した南アフリカの複数
の学生が、カナダのローレンシア大学で修士号および博士号
（PhD）の取得を目指しています。

このサステナビリティレポートでは、昨年の初版レポートと
同様に、「特別レポート」という形で特に当社が誇りを持つ
多数のサクセスストーリーをご紹介しています。
建設から生産へとプロジェクトを進めるにあたり、当社は高
品質で長寿命の発見が責任を持って安全に開発されることを
確実にすること重視しています。Kamoa-Kakula は、休業災
害なしで、1,200 万時間以上（7 年以上）の作業時間を達成
しました。また、Platreef で実施された立坑開削安全イニシ
アチブは、2018 年に大幅な安全性向上をもたらしました。
当社の従業員と彼らの安全、近隣のコミュニティ、そして環
境を尊重して責任を持って鉱山を開発することは、引き続き
当社の最優先事項です。
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当社のアプローチ
サステナビリティ委員会
委員長からのメッセージ

当社のアプローチ
サステナビリティ委員会>
委員長からのメッセージ
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KAMOA-KAKULA
でのレンガ
作り

大切なステークホルダーの皆
様へ

1.7 サステナ
ビリティ委員
会委員長から
のメッセージ：
Guy de Selliers

特に気候変動、責任ある水管理、鉱物資源
の採掘による利益の幅広い分配、天然資源
の保全、人権など、世界が重大な問題に直
面している今、アイヴァンホー では、世界
クラスの 3 つのプロジェクトを構築するに
あたり、人と地球に対する責任を強く意識
しています。

当社の第 2 版サステナビリティレポートは、当社のプロジェ
クトが営業収益をもたらすようになるはるか以前から、プロ
ジェクトの期間全体にわたってベストプラクティスを適用す
ることにおける当社の努力と成果を記録したものです。本レ
ポートは多数のイニシアチブに言及していますが、いくつか
の重要なイニシアチブを強調したいと思います。

2018 年、当社の Platreef プロジェ
クトは、当社の鉱山開発活動が
大幅に増加したにもかかわら
ず、休業災害発生率（LTIFR）は
2017 年と比べ 85％ 改善されま
した。

現地での雇用もまた、アイヴァンホーマインズ の優先事項で
す。たとえば、Platreef の立坑開削チームの 50％ 以上は周辺
地域から採用され、それらの従業員は開削チームに溶け込ん
でいます。2018 年の Platreef の優れた安全性と生産性パフ
ォーマンスは、これが大きな成功を収めたことを証明してい
ます。

また当社は、2018 年中に事業を営んでいる受入国に多額の投
資を行うことを約束しました。2018 年、当社は DRC と南ア
フリカで、調達、給与税、従業員の給与、インフラの改善、
および地域開発に 2 億 2,400 万ドル以上を支出しました（30
ページの「創出・分配価値総額」を参照）。

当社は、現地調達に関する現在の国際的なベストプラクティ
ス基準に確実に準拠するために、プロジェクト管理およびグ
ループレポートレベルでの現地調達報告メカニズム
（LPRM）を導入しました。Kamoa-Kakula プロジェクトで
促進したコミュニティにおけるレンガ作り共同体は、鉱山サ
プライチェーンに参加する機会を地元のコミュニティに提供
した一例です（33 ページの特別レポートを参照）。

クト（CDP）のオンラインプラットフォームにおける、
当社初の気候変動に関する公の開示によって証明されて
います。本レポートには、当社のベースラインとなる温
室効果ガス排出係数が含まれています。これは、エネル
ギー効率および気候変動に対する強靭化の目標および鉱
山の生産開始時に策定されるイニシアチブの基盤となり
ます（63 ページの 5.4.5 を参照）。

当社の受入コミュニティと当社の事業のための気候変動に対
する適応および強靭化戦略は、サステナビリティ戦略の最優
先事項です。責任ある地球市民であるという当社のコミット
メントは、2018 年にカーボンディスクロージャープロジェ

当社は、2018 年の報告期間中に第三者保証レディネス
レビューを実施し、第三者保証に備えた活動を行ってい
ます。当社は 2020 年までに年次サステイナビリティレ
ポートの包括的な第三者保証を受けることを計画してい
ます。また、Platreef プロジェクトのすべての社会経済
開発データは、南アフリカの規制報告プロセスの一環と
して独立監査を受けています。

また、受入地域の女性たちに機会を提供するために一丸とな
って努力しました。国際的な研究では、女性は自分が新しく
獲得したスキルを子供や他の家族により容易に伝承できるた
め、教育、生活水準および雇用状態を改善する機会を女性に
対して提供することがコミュニティ全体に利益をもたらすこ
とが示されています。女性に重点を置いた当社の取り組みの
一例としては、Kamoa-Kakula および Kipushi プロジェクト
の周辺地域で、読み書きができない、あるいは読み書きがほ
んの少ししかできない何百人もの女性を対象にした成人のた
めの識字教育が挙げられます（48 ページの特別レポートを
参照）。

その一方で、当社の環境部は、地元の学生が状況に応じ
た気候変動に対する強靭化戦略の策定を行った学校での
科学コンペなどのイニシアチブを通じて、当社の従業
員、請負業者、受入コミュニティにおける認識向上に努
めています。Platreef プロジェクトでは、優勝チーム
は、優れた炭素除去能力を持つ現地固有の木を使用し
て、カーボンオフセットイニシアチブを策定しました
（61 ページの特別レポートを参照）。
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事業
情報

2.1 会社概要

アイヴァンホーマインズ は鉱物探査および開
発の会社で、多様な商品を持つ業界をリード
する採掘・探査会社を築き上げるというビジ
ョンを持っています。当社は、アフリカでの
主要プロジェクトの展開を通じてこのビジョ
ンを実現しています。
当社は、コアバリューを構築するという根本的なビジネス目標
を追求しながら、人と環境を敬意を持って扱う戦略と慣行を一
貫して適用することによって幅広い共通の利益を達成できると
考えています。
当社は特に次の事項を重視しています。
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

責任ある探査、開発、および生産活動
行動によるリーダーシップ
人的資源の価値
働く権利、安全、健康、スキル開発
コミュニティとの持続可能なパートナーシップ
多様性の尊重と推進
環境責任とイノベーション
企業の誠実性、透明性、説明責任
UNDHRを指針とする人権の尊重

持続可能な開発戦略は、すべてのステークホルダーに共通の価
値を創造し、環境への影響を軽減するための手段であると当社
は考えています。

アイヴァンホーマインズ とステークホル
ダー
経済資本
人的資本

社会および関係資本
自然資本

知的資本

インフラストラクチャ資本

規制とベストプラクティスの枠組み

共有価値の創造

事業概要
当社の主要プロジェクト

事業情報会社概要

行動規範（規範）は当社の経営手法の基本です。
規範は、正直さ、誠実さ、説明責任、そして当社
が事業を営んでいるコミュニティへの敬意の文化
に対する当社のコミットメントを反映するもので
す。同規範はまた、会社の全員が遵守しなくては
ならない基本原則と方針を概説しています。当社
は、従業員、役員、取締役、コンサルタント、顧
問、および請負業者に対して、最高水準の職業的
および倫理的行動を求めています。当社は、プロ
ジェクトに取り組んでいるすべての個人が彼らの
職務をどのように遂行しているかを認識すること
を確実にするために幅広いコミュニケーションプ
ログラムを確立しました。
人権の尊重は当社の企業文化の基盤です。それは
当社の価値観、当社がビジネスを行う方法、そし
てサプライチェーン内の企業による製品やサービ
スの提供に対し当社がどのように期待するかに深
く根付いています。従業員採用プログラムおよび
サプライチェーン契約には、以下のコミットメン
トを含む、価値観および責任に関する当社の声明
が含まれています。
>> 人権、社会正義、および健全な環境管理の支
援を通じた責任ある地球市民
>> 責任ある探査と採掘
>> 行動によるリーダーシップ
>> 人々が私たちの真の財産であることの認識
>> 安全で健康的な職場環境とスキル訓練の提供
>> コミュニティの維持と多様性の尊重
>> 環境責任とイノベーション
>> 企業の誠実性、説明責任、透明性

当社は、当社の行動によって影響を受ける、また
は受ける可能性がある従業員、請負業者、およ
び外部のステークホルダーとの対話の重要性を認
識しています。脆弱性または疎外化のために人権
に悪影響を及ぼすリスクがより高い可能性がある
個人またはグループに特に注意を払っており、ま
た、女性と男性は異なるリスクに直面する可能性
があることを認識しています。
正直さと誠実さに対する当社の評判は、当社の事
業の成功にとって重要です。ビジネス慣行は、当
社が事業を営む各地域の経済的および社会的優先
事項に一致するとともに、それに敏感なものとす
ることを目指しています。習慣は国によって異な
り、倫理の基準はビジネス環境によって異なる場
合がありますが、最高レベルの倫理、正直さおよ
び誠実さは常に当社の事業活動に内在するもので
なければなりません。当社は内部告発者ホットラ
インを設けており、従業員と第三者が電話または
電子的に、財務上の不正行為および／またはコー
ポレートガバナンスの失態に関する懸念を通報で
きるようにしています。

世界最高の 3 つの新鉱山の開
発ならびにアフリカ南部の伝説
的な鉱物フィールドにおける次
なる銅鉱山の探査

Kamoa-Kakula

銅の発見と鉱山開発
コンゴ民主共和国の中
央アフリカ銅ベルト

Kipushi

アップグレードされた歴史
的なハイグレード鉱山の亜
鉛、銅、銀、ゲルマニウム
コンゴ民主共和国の中央
アフリカ銅ベルト

Western
Foreland

銅探査
コンゴ民主共和国
の中央アフリカ銅
ベルト

100
%
所有

2.2 当社
の主要プ
ロジェク
ト

PLATREEF 第 2
立坑ボックス
カットの航空
写真

PLATREEF プロジェクト

南アフリカの Bushveld Complex の北肢にお
ける当社によるプラチナ、パラジウム、
ニッケル、銅、金、ロジウムの発見によ
り、現在、計画中の Platreef 鉱山の工事
が進行しています。アイヴァンホーマイ
ンズ は Platreef の 64％ を保有しているほ
か、南アフリカの黒人の経済力強化組
織の受益者が合同で 26％ の株式を保有
し、残りの 10％ は伊藤忠商事、石油天
然ガス・金属鉱物資源機構、日揮株式会
社による日本のコンソーシアムによって
所有されています。

Platreef

白金族元素、金、
ニッケル、銅
南アフリカの
Bushveld Complex

KIPUSHI での 1,150
メートルレベルの
粉砕機プラントの
設置成功を祝う

KIPUSHI プロジェクト

既存のキプシ鉱山は、アフリカの主要
採鉱拠点の 1 つであるコンゴ民主共和国
（DRC）南部の上カタンガ州の中央アフ
リカ銅ベルトに位置しています。同鉱山
は、州都ルブンバシの南西約 30 キロメ
ートル、DRC とザンビア国境から 1 キロ
メートル以内に位置し、1924 年から 1993
年まで操業されていました。アイヴァン
ホーマインズ は Kipushi の 68％ の株式を
保有しています。残りの 32％ は、国有
の採掘会社である La Générale des Carrières
et des Mines（Gécamines）が保有していま
す。
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39.6
%
所有
Zijin Mining 39.6％
Crystal River 0.8%
DRC政府 20％

68
%
所有

Gécamines 32%

64
%
所有

日本のコンソーシアム 10％
黒人経済力強化政策パート
ナー 26%

請負業者に対して
KAKULA 開発について説
明する鉱業エンジニア
PONTIEN KALALA

KAMOA-KAKULA プロジ
ェクト

アイヴァンホーマインズ、Zijin Mining
Group Co., Ltd. （以下「Zijin」または
「Zijin Mining」）、Crystal River Global
Limited（Crystal River）、コンゴ民主共和国
南部ルアラバ州の中央アフリカ銅ベルト
内のDRC政府との合弁事業。2016 年 11 月
に DRC 政府との間で Kamoa-Kakula プロジ
ェクトの持分のさらに 15％ を DRC 政府
に移転することに合意した後、アイヴ
ァンホーマインズ と Zijin Mining はそれぞ
れ、Kamoa-Kakula の 39.6％ を間接的に保
有しています。また、Crystal River は 0.8％
を間接的に保有し、DRC 政府は 20％ を直
接的に保有しています。
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事業概要
進行中のプロジェクト

PLATREEF プロジェク
トにおける第2立坑ボ
ックスカットの垂直
側壁サポートのため
の掘削

事業概要
進行中のプロジェクト

Platreef の鉱物資源

Platreef プロジェクトの鉱物資源の推計
は、Amec Foster Wheeler の RM SME である Dr.
Harry Parker の指示の下に アイヴァンホーマイ
ンズ が作成しました。Amec Foster Wheeler の
RM SME である Dr. Parker と Timothy Kuhl は、
この鉱物資源の推計を独自に確認し、2016 年 4
月 22 日に発効した同推計に関する有資格者とな
っています。
Flatreef 鉱物資源は、ストライクの長さが 6.5 キ
ロメートルあり、Platreef 鉱化帯の主に平らな
面から穏やかな面内の比較的浅い部分（深さ約
500m から 1,350m）にあります。Flatreef 鉱床
は、層厚が非常に大きい高度の鉱化と約 1：1 の
プラチナ対パラジウム比によって特徴付けられ
ます。これは、ブッシュフェルトの北肢におけ
る最近の他の PGM の発見を大幅に上回るもの
です。

2.3 進行中のプロ
ジェクト
PLATREEF プロジェクト

Platreef の第一期開発に向けた良好な独立最終
フィージビリティスタディ。Platreef は、アフ
リカで最も安価な白金族金属の生産国になると
予測されています
2017 年 7 月 31 日、アイヴァンホーマインズ
は、南アフリカにおける Platreef プロジェクトの
パラジウム - 白金 - ニッケル - 銅 - 金 - ロジウム
鉱山の計画された第 1 期に関する独立最終フィー
ジビリティスタディ（DFS）の良好な結果を発表
しました。
Platreef DFS は、最先端の地下鉱山、コンセント
レータ、および精鉱の初期生産をサポートするた
めのその他の関連インフラストラクチャの構築を
含む第一期開発を網羅しています。その後のフェ
ーズでの生産拡大のタイミングと範囲について
は、第 1 期の開発と試運転が進むにつれて、より
正確に予測できるようになるでしょう。

すべての鉱化地帯に関する Platreef の概測鉱物資
源量は、1 トン当たり 3.77 グラム（g/t）3PE+
ゴールド（プラチナ 1.68g/t、パラジウム
1.70g/t、ロジウム 0.11g/t、金 0.28g/t）、3PE+
ゴールド 2.0g/t カットオフでニッケル 0.32%、
銅 0.16% の純度で 3 億 4,600 万トンとなってい
ます。概測区域の T2MZ 資源を制約するのに使
用される 2.0g/t の 3PE+ ゴールドグレードシェ
ルの平均厚さは 19 メートルです。

すべての鉱化地帯に関する予測鉱物資源
量は、3.24g/t の 3PE+ ゴールド（プラチ
ナ 1.42g/t、パラジウム 1.46g/t、ロジウム
0.10g/t、金 0.26g/t）、ニッケル 0.31%、銅
0.16% の純度で 5 億 600 万トンとなっていま
す。予測区域の T2MZ 資源を制約するのに使用
される 2.0g/t の 3PE+ ゴールドグレードシェル
の平均厚さは 12.7 メートルです。

Platreef の最終フィージビリティスタデ
ィの結果、同プロジェクトの

生産され
る 3PE+ ゴ
ールド1オ
ンスあたり
351 ドルで
あり、
現金－コスト曲線は、

最下位となりました。
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ハイライト

2017 年の DFS のハイライトは以下のとお
りです。
概測鉱物資源推定含
有量はプラチナ、
パラ
ジウム、
ロジウム、金
4,190 万オンス。
予測
鉱物資源推定含有量
としてさらにプラチナ、
パラジウム、
ロジウム
および金 5,280 万オ
ンス

ストープの最適化と鉱
山のシーケンス作業後
の増加分の鉱物資源
含有量は、
プラチナ、
パ
ラジウム、
ロジウム、金
1,760 万オンス
機械化された安全で
大規模な地下鉱山
の開発、初期的には
4Mtpa のコンセントレ
ータと関連インフラス
トラクチャ
計画されている初期
平均年間生産率 プラ
チナ、
パラジウム、
ロジ
ウム、金（3PE+ ゴール
ド）476,000 オンス、
お
よびニッケル 2,100 万
ポンド、銅 1,300 万ポ
ンド
生産前の推定必要
資本額 約 15 億ドル
（ZAR：USD 為替レート
13：1 で計算）

Platreef の現金－コス
ト曲線は、生産され
る 3PE+ ゴールド 1 オ
ンスあたり 351 ドル（
副産物純額であり、
維持目的の設備投資
含む）、維持目的の設
備投資差し引き前 1
オンスあたり 326 ド
ルで最下位になると
予想

税引後正味現在価値
（NPV）9 億 1,600 万
ドル(割引率 8％ )。
税引後内部収益率
（IRR）14.2％
これらすべての数値
は、別の記載がない
限り 100% プロジェ
クトベースです。
DFS
は、主担のコンサルタ
ントである DRA Global
が アイヴァンホーマ
インズ のために作
成したものです。
経
済分析は OreWin が
主導したほか、
サブ
コンサルタントには
Amec Foster Wheeler
E&C Services、Stantec
Consulting、Murray
& Roberts
Cementation、SRK
Consulting、Golder
Associates and Digby
Wells Environmental が
含まれています
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進行中のプロ
ジェクト
続き

地下 1,780 メートルの高純
度の FLATREEF 鉱床の最上
部の交差点で祝福し合う
PLATREEF 開発チームのメン
バーたち

事業概要
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Kipushi プロジェクト

Kipushi の予備的なフィージビリティスタディは 2017 年 12 月に完了しました。最終的なフィージビリティスタディは
2019 年第 2 四半期に完了する見込みです
2017 年 12 月 13 日に アイヴァンホーマインズ が発表した Kipushi プロジェクトの PFS は、11 年間の初期鉱山寿命の間に年
間平均 381,000 トンの亜鉛精鉱が生産され、そのコストは亜鉛 1 ポンド（lb）あたり 0.48 ドルになると予測しています。

ハイライト

長期亜鉛価格 1.10 ドル/lb に基づく PFS の概要は次のとおりです。

6億
8,300 万

税引後正味現在価値

（NPV）

ドル（実質割引率
8 ％）
第 1 立坑は現時点で地下 850 メート
ルの深さまで延びています

第 1 立坑は、2018 年第 3 四半期に地下
780.2 メートルの深さで高純度の
Flatreef 鉱床（T1 鉱化帯）の最上部に
到達し、それ以来 850 メートルレベル
まで延長され、850 メートルレベルの
ステーションの開発が進められていま
す。第 1 立坑での鉱化礁の厚さ（T1 お
よび T2 鉱化帯）は 29 メートルであ
り、最大 1 トンあたり 11 グラム
（g/t）の 3PE（白金、パラジウム、ロ
ジウム）を含む各種グレードの白金族
金属および金のほか、多大な量のニッ
ケルと銅が埋蔵されています。29 メー
トルの交差点では、約 3,000 トンの鉱
石が産出され、400 オンスを超える白
金族金属が含有されていると推定され
ています。鉱石は冶金サンプリングの
ために地上に備蓄されます。
製鉄所やコンクリート構造を含む
750 メートルレベルのステーション
は、2018 年第 4 四半期に完成しまし
た。750 メートルレベルと 850 メー
トルレベルのステーションは、高純度
鉱体への初期的な地下アクセスを提供
し、第 2 立坑の建設中に鉱山開発を進
めることを可能にします。

第 1 立坑の開削が進むのに伴い、950
メートルの鉱山作業深度でもう 1 つの
ステーションが開発されることになり
ます。第 1 立坑は、2020 年初頭に、計
画されている最終的な深さである地下
982 メートルに達すると予測されてい

ます。最終的に第 1 立坑は、プロジェ
クト初期の 4Mtpa 生産時に主要な通気
坑になります。

第 2 立坑の初期工事が進行中

第 2 立坑は、第1立坑の北東約 100 メ
ートルに位置する予定で、10 メートル
の内径を有するものとなります。コン
クリートで裏打ちされ、最終的な深さ
は地下 1,104 メートル以上となる予定
です。1 年間に合計 600 万トンの鉱石
を吊り上げる能力を有する 40 トンのロ
ックホイストスキップを 2 基装備する
予定です。吊上げ能力は、アフリカの
あらゆる鉱山の中で最大です。
恒久的なホイスト施設用のヘッド
ギアは南アフリカに本拠を置く
Murray＆Roberts Cementation によって
設計されました。2018 年に 9 回の発破
が無事完了し、第 2 立坑のボックスカ
ットを地下約 29 メートルの深さまで掘
削することや、立坑の恒久的なホイス
ト設備を配置しシャフトカラーを支え
る高さ 103 メートルのコンクリート製
ヘッドギア用のコンクリートヒッチ（
シャフトカラー基礎）の建設が可能に
なりました。ボックスカットの掘削と
ヒッチの基礎工事は 2019 年第 2 四半
期に完了すると見込まれており、地下
84メートルに延びるプレシンクの開始
が可能になります。
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地下採掘に生産性の高い、機械化さ
れた方法を導入

アイヴァンホー は Platreef 鉱山を段階
的に開発することを計画しています。
年間 400 万トンの初期年間生産量は、
将来の拡張をサポートするための事業
プラットフォームを確立することを目
的としています。これに続いて、生
産量が 8Mtpa に倍増し、さらに 3 回
目の拡張で定常状態の 12Mtpa にな
り、Platreef は世界の白金族金属鉱山
の中で最大のものになると見込まれて
います。

現在の Platreef 鉱山計画の採掘地帯
は、地下約 700 メートルから 1,200 メ
ートルの範囲の深さになります。第 2
立坑は採掘地帯への主要なアクセスを
提供します。二次アクセスは第 1 立
坑を経由します。鉱業生産中は、両立
坑は換気口としても機能します。定常
状態での生産を達成するために、さら
に 3 つの換気排気立坑が計画されてい
ます。
計画されている採掘方法では、長穴ス
トーピングや掘進と重点を繰り返す採
掘など、機械化された生産性の高い方
法が使用されます。いずれの方法も最
大の鉱石抽出のためにセメント埋め戻
しを利用します。鉱石はストープから
一連の内部鉱石パスまで運搬され、第
2 立坑の底部に供給され、そこで粉砕
されて地上に巻き上げられます。

税引後の実質内部
収益率（IRR）

35.3％

プロジェクトの税引
後投資回収期間

2.2 年

KIPUSHI の第 5 立
坑の 1,200 メート
ルレベルのすぐ下
の鉱石積込みエリ
アのプラットホー
ムで行われている
修理作業

既存の地上および地下インフ
ラストラクチャは、同等のグリ
ーンフィールド開発プロジェ
クトに比べ大幅に低い資本
コストを考慮したものです

3 億 3,700 万ドル
予備費を含む生産前資本コスト

これらすべての数値は、別の記載がない限
り 100% プロジェクトベースです。鉱山
寿命にわたって推定される亜鉛の平均現金
コスト 0.48 ドル/lb で、生産が開始される
と、Kipushi は、世界の亜鉛生産者の現金コ
スト曲線の下位 4 分の 1 内にランク付けさ>
れることが予想されています。
PFS においてこの Big Zinc 鉱床で計画され>
ている第一の採掘方法は、サブレベルの>
長穴のオープンストーピングで、セメント>
の埋め戻しを使用します。隣接するストー>

鉱山寿命にわたって
計画されている亜鉛
精鉱の平均生産量
年間 381,000 ドライト
ン、亜鉛 59％ の濃縮
純度で、生産が開始
されると、Kipushi は世
界最大の亜鉛鉱山の
一つにランク付けさ
れることが予想され
ています

プがピラーリトリート採掘法を使用して埋め
戻された後、クラウンピラーの採掘が行われ
る見込みです。この Big Zinc 鉱床へのアクセ
スには既存の斜坑を使用する予定であり、新
たに大きな開発は行いません。垂直間隔は、
メインレベル 60 メートル、サブレベル 30
メートルとすることが計画されています。
Kipushi プロジェクトの最終フィージビリテ
ィスタディは現在進行中であり、2019 年第
3 四半期に完了する予定です。
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プロジェクト開発とインフラストラクチャ

鉱山が商業生産を再開するための準備の一環
として、Kipushi 鉱山の地下インフラの近代化
が大きく進歩しています。2018 年第 4 四半
期、Kipushi プロジェクトは過去に採掘された鉱
石を第 5 立坑から地表に巻き上げることに成功
しました。1993 年に Gécamines が鉱山の保存
整備を行って以来、鉱石が巻き上げられたのは
今回が初めてです。

2018 年初頭、Kipushi プロジェクトは、地下
1,150 メートルに設置された新しい大容量の岩
石粉砕機の機器試運転プロセスの一環として、
初の生産前テストを無事完了しました。Sandvik
社製のジョークラッシャーの最大能力は 1 時
間あたり 1,085 トンです。この 54 トンの機械
は、地上で分解し、部品を Kipushi 鉱山の主生産
立坑である第 5 立坑に降ろした後、クラッシャ
ーチャンバーに再度組み付け、設置しました。
アイヴァンホー は、Kipushi プロジェクトで、
さまざまな深さまでの一連の垂直立坑とそれに
付随するヘッドフレーム、ならびに地下鉱山の
掘削およびインフラストラクチャなど、地下イ
ンフラストラクチャの多大なアップグレードを

完了しました。一連のクロスカットと換気イン
フラストラクチャは今も機能する状態にあり、
近代的な機械化された採掘を容易にするために
古い資材と設備を除去しました。地下インフラ
には、鉱山への水の流入を管理するための一連
のポンプもあり、鉱山の底部では水位を簡単に
維持できます。

第 5 立坑の直径は 8 メートル、深さは 1,240 メ
ートルです。既にアップグレードは完了し、再
度試運転が行われています。主要な人員および
資材の巻き取り装置は、国際的な業界標準およ
び安全基準を満たすようにアップグレードおよ
び近代化されています。第 5 立坑のロックホ
イスト巻き取り装置には、新しいロックスキッ
プ、新しいヘッドロープとテールロープ、そし
てアタッチメントが取り付けられ、完全に使用
できるようになりました。同立坑には、新しく
製造された2基の岩石コンベア（スキップ）と支
持フレーム（ブライドル）を設置し、1,200 メ
ートルレベルで岩石を供給する主鉱石と廃棄物
貯蔵サイロからの岩石の持ち上げを容易にしま
した。
Big Zinc へのアクセス斜坑と第5立坑の岩石搬
出施設との間の 1,150 メートルレベルでの主な
運搬路は、コンクリートによる表面補修が完了
し、近代的な無軌道の移動式機械を使用できる
ようになりました。

地下アップグレードプログラムが完成に近づい
ている今、同プロジェクトの重点は、Kipushi の
高純度の亜鉛および銅資源の取り扱いおよび処
理するための Kipushi の表面インフラストラクチ
ャの近代化およびアップグレードに移ることに
なります。

KIPUSHI で 1,150 メートルレベルの砕石プ
ラントを設置する鉱山建設チーム

KAMOA-KAKULA プロジェクト

Kakula の PFS および拡張された Kamoa-Kakula の 18Mtpa の生産率に関する最新 PEA

2019 年 2 月 6 日、アイヴァンホー は 2019 年の Kakula のPFS の結果を発表しました。この調査
は、6Mtpa の採鉱および処理複合施設としての Kakula 鉱床の開発の可能性を評価したもので
す。Kakula の粉砕機は、採掘作業が 6Mtpa のフル生産に向けて段階的に拡大するにつれて、それぞれ
3Mtpa ずつ二段階で建設されることになるでしょう。鉱山寿命にわたる生産シナリオでは、平均純度
5.48％ の銅が 1 億 1,970 万トン採掘され、約 124 億ポンドの銅を含む 980 万トンの高純度の銅精鉱
が生産されます。これらすべての数値は、別の記載がない限り 100% プロジェクトベースです。
2019 年 3 月 22 日、アイヴァンホー は Kakula および Kansoko 銅鉱山の開発のための独立した予備的
なフィージビリティスタディを含む Kamoa-Kakula 銅プロジェクトに関する NI 43-101 テクニカルレ
ポートの最新版、ならびにプロジェクトの全体的な統合開発計画に関する予備的経済評価の更新・拡
張版を提出しました。このレポートは、『Kamoa-Kakula Integrated Development Plan 2019』と題さ
れ、当社ウェブサイトおよび www.sedar.com の当社の SEDAR プロファイル中で公開されています。

事業概要
進行中のプロジェクト

ハイライト

17

長期銅価格 3.10 ドル/lb に基づく PFS の概要は次のとおりです。
非常に純度の高い
ステージ 1 の生産
は、2年目の生産で
銅 7.1% の純度、操
業当初の 10 年間で
は銅 6.4％ の平均
純度を持ち、年間平
均で 291,000 トンの
銅の生産が見込ま
れています

4年目の推定年間銅生産量
360,000 トン
予備費を含む推定初期資本
コスト 11 億ドル
ロイヤルティを含む当初 10
年間の銅の平均合計現金コ
スト 1.11 ドル/lb

税引後NPV 54 億ドル（割引率 8％）
税引後内部収益率（IRR）46.9％、投
資回収期間 2.6 年
Kakula は、
ヒ素のレベルがきわめて
低く、銅の割合が 55% を超える非常
に純度の高い銅選鉱を生産する見
込みです

アイヴァンホー はまた、当初 Kakula の 6Mtpa 鉱山、続いて Kansoko と Kakula West の 2 つの 6Mtpa 鉱山、ならびに世界規
模のブリスター直結の製錬所から供給を受け、拡張された Kakula-Kamoa の 18Mtpa の生産率に関する最新の独立 PEA を発表
しました。

ハイライト

コンセンサスである長期銅価格 3.10 ドル/lb に基づく複合シナリオの PEA の概要
は次のとおりです。
非常に純度の高い
第 1 期では、2年目
の生産で銅 7.1% の
純度、操業当初の
10 年間では銅 5.7％
の平均純度を持ち、
年間平均で 386,000
トンの銅の生産が
見込まれています
Kakula 鉱床で進行中の地下開発

回収される銅の推定生産量
は 12 年目に740,000 トンに
なり、Kamoa-Kakula プロジェク
トは世界第 2 位の銅生産者
としてランク付けされる見込
みです

硫酸クレジットを含む当初
10 年間の銅の平均総現金コ
スト 0.93 ドル/lb

予備費を含む初期資本コストは 11
億ドルで、
その後の Kansoko、Kakula
West、
その他の採掘エリア、ならびに
製錬所での拡張については、Kakula
鉱山からのキャッシュフローによっ
て資金調達が行われる予定です

税引後NPV 100 億ドル（割引率 8％）
税引後 IRR 40.9％、投資回収期間
2.9 年

Kakula 鉱床の北側でのツインアクセス斜坑の開発は、2017 年 11 月 16 日の初回発破をもって始まりました。2018 年
末、Kakula のツインアクセス斜坑は、それぞれポータル面から鉱化帯に向かって 1,180 メートル以上前進し、双方合わせ
て 3,430 メートルの前進を遂げました。それらのアクセス斜坑は現在、ダイアミクタイト下部を通過しており、高純度の鉱
質に近づいています。1,050 メートルレベルのダムと 2 つのアクセスドリフトの建設も 2018 年第 4 四半期に開始されまし
た。Kakula 鉱床の南側でも、第 2 通気坑への底部アクセスを提供するための単一斜坑の開発が行われており、第 2 通気坑は開
削ではなく、立坑掘削によって構築することができます。この斜坑はまた、鉱山からの第二の出口手段としても使われること
になります。

18
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持続可能な開発管理方針

以下の図は、当社の主要資産の持続可能な開発に対する当社の管理方針を示しています。

アイヴァンホーマインズ 取締役会

戦略および方向

サステナビリティ委員会
経営管理

2.4 ガバナンスおよ
び管理方針
アイヴァンホーマインズ は、すべてのステーク
ホルダーに共通の価値を創造するというビジョ
ンを含む当社のサステナビリティ戦略に導かれ
ています。当社は持続可能性に関する業界のベ
ストプラクティス基準を取り入れることによっ
て責任ある鉱物開発に取り組んでいます。
それらの基準には次のものが含まれます。(1) 当
社の事業運営において安全かつ健康的な職場環
境を確保する。(2) すべての従業員、請負業者、
およびコミュニティを保護するために潜在的な
職場の危険性を排除または管理する。(3) すべ
ての活動において、健全な環境慣行を推進す
る。(4) 資源、プロセス、資材の効率的な使用を
継続的に改善する。(5) 現地のステークホルダー
が繁栄することができる地域の社会経済的環境
に貢献する。

KAMOA-KAKULA で個人
用保護具を配布して
いるランプルームの
監督者

取締役会は、労働、健康、安全、環境、人権、
コミュニティエンゲージメントなどの問題に取
り組むことによって、国際的に認められた企業
の社会的責任の基準を社内方針に取り入れるこ
とを目的として、一定の責任を アイヴァンホー
マインズ のサステイナビリティ委員会に委譲し
ています。
サステナビリティ委員会は、事業とサステナビ
リティの戦略と活動を少なくとも年 2 回見直
し、将来必要となる人的資源と天然資源を保
護、維持、強化しながら、企業とステークホル
ダーのニーズを確実に満たすようにします。当
社のサステナビリティ戦略は、それを企業、事
業、および従業員の年間パフォーマンスの重要
領域（KPA）に組み込むことで、意思決定に組
み込まれています。

経済
資本

社会資本および関
係資本

人的資本

自然資本

知的資本

インフラ資本

部署：
財務、調達

部署：
コミュニティリレーシ
ョンズ、社会経済開発

部署：
人事および人材育成

部署：
環境

部署：
情報技術（IT）地質

部署：
エンジニアリングおよ
びインフラ開発

グループ KPA：
プロジェクトファイ
ナンス
予算管理
財務報告
給与計算

グループ KPA：
社会的投資
地域経済開発
企業およびサプライヤ
ー開発
事業のための社会
的認可
ステークホルダーエン
ゲージメント

グループ KPA：
健康および安全
採用と維持
現地雇用
従業員のスキル開発
コミュニティのスキ
ル開発
雇用平等、多様性
変革

グループ KPA：
環境管理計画の実施
エネルギー効率
影響モニタリング
ライセンスと許可

グループ KPA：リソー
ス開発、IT システム開
発、
イノベーション。

グループ KPA：
バルクインフラストラ
クチャ
（電力、水道、鉄
道、道路など）におけ
る合弁事業。

グループ運用実施管理

ガバナンス、法的枠組み、報告

部門長

プロジェクトレベルの KPI の導入 - PLATREEF、KAMOA-KAKULA、KIPUSHI

サステナビリティ報告に対する当社のアプ
ローチは、国際統合報告委員会に由来する
もので、持続可能な開発に関する 6 つの資
本モデルによって支えられています。
6 つの資本には、経済資本、人的資本、社
会資本、関係資本、自然資本、知的資本お
よびインフラ資本が含まれます。持続可能
な開発の 6 つの資本モデルは、開発・運用
時に 6 つの資本のすべてに対して適切な注
意を払えば、持続可能な開発が達成される
と述べています。報告の目的上、当社はそ
れぞれの資本を次のように定義します。
>> 経済資本は、地域および国の経済成長
に対する当社の貢献から成ります。
>> 人的資本は、人々の安全、健康、知
識、スキル、幸福、そしてイノベーシ
ョン意欲から成ります。
>> 社会資本および関係資本は、受入コミ
ュニティおよびその他のステークホル
ダーから事業を営むための当社の社会
的認可を指します。

KAKULA での
地下開発
>> 自然資本は、当社が事業を営む自然環境の管理を指します。
>> 知的資本は、富を生み出すことができる会社の無形資産を指します。
>> インフラ資本は、大規模電力供給、大規模水供給、輸送インフラストラ
クチャなど、当社が各主要プロジェクトを開発するために必要な支援イ
ンフラストラクチャを指します。

20
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サステナビリティに関する当社の最重要事項は、グループレベルでの経営幹部調査を通じて、プロジェクトレベルで、従業員、請負
業者、受入コミュニティの影響を受ける人々、政府代表など、社内外のステークホルダーとの継続的なエンゲージメントを通じて決
定されています。これらのエンゲージメントから得られた情報を分析し、すべてのステークホルダーグループの感情を最も代表する
4 つの重要事項としてまとめました。以下の表は、当社の 4 つの最重要事項の概要、ならびに関連するパフォーマンス領域および現
在実施されているリスク軽減措置に関する簡単な説明を示しています。GRI スタンダードとの整合性は付録 7.3 に記載されています。

サステイナビリティに関する

当社の最重要事項
当社の最重要事項は、長期的に持続可能な価値を創造
する当社の能力に重大な影響を及ぼす可能性があるリ
スク、機会、およびその他の要因です。本レポートで
は、重要性に関する GRI の定義を使用します。「組織
の著しい経済的、環境的、社会的影響を反映する、あ
るいはステークホルダーの評価と決定に実質的に影響
を与えるであろうトピックと指標。」

アイヴァンホーマインズ - サステイナビリティに関する最
重要事項
1 プロジェクトが新興経済国に位置していることによる地域のステークホルダーの高い社会的期
待
影響を受けるス
テークホルダー

コミュニティ

KAMOA-KAKULA の生計向上プロジ
ェクトは、その受入コミュニティ
の食料安全保障と社会経済的成長
を促進します

2

影響を受けるス
テークホルダー

3

すべて

本サステナビリティレポートは、主に当社の業績によ
る影響を受ける資本に応じた機会と課題を強調するこ
とで、アイヴァンホーマインズ の財務報告を拡大す
るものです。実際、これらの各資本パフォーマンス領
域は他の領域に影響を及ぼし、長期にわたって持続可
能な経済的利益を生み出す当社の能力に影響を与えま
す。

4

>> すべてのプロジェクトで活発なコミュニティリレーションズチーム。
>> 受入コミュニティのための持続可能な開発計画は、地元の統治機関ならびに利害関係があ
り影響を受けるグループと共同で開発しました。

関連するパフォー
マンス領域
人的資本

リスク軽減策

>> 社会および労働計画（SLP）の一環として、Platreef プロジェクトで実施されている積極的
な調整された人材育成（HRD）プログラム。
>> Kamoa-Kakula および Kipushi プロジェクトで実施されている、高い可能性を持った従業員
の育成プログラム。ジェンダーギャップの是正に特別な注意を払っています。
>> 進行中のすべてのプロジェクトのスキル移転プログラムを計画中。

当社は、開発および採鉱作業を開始するために、そのプロジェクトにおいてバルクインフラス
トラクチャ（電力、鉄道、水の供給）を開発しなければなりません

影響を受けるス
テークホルダー

それらの事項は、当社および当社の主要なステークホ
ルダーに対する潜在的な影響の重要性に従って分析お
よび優先順位付けされ、当社の戦略、ガバナンスの枠
組み、リスク管理システムおよび業務管理プロセスに
組み込まれています。この分析はまた、MD&A および
年次情報フォーム（AIF）の公表を通じて、報告情報
をステークホルダーに知らせるのにも役立ちます。

社会資本および関
係資本

リスク軽減策

遠隔地のプロジェクトに取り組む有能なスタッフの採用と維持、および国際基準に合わせて現
地スタッフを訓練するためのトレーニングプログラムの実施
従業員

当社のリスクは、全社的なリスク評価（P39 参照）を
通して継続的に監視および評価されており、当社の戦
略と日々の行動が最も効率的な方法でそれらに対処で
きるものであることを確実にしています。当社は、リ
スク管理プロセス、社内の業績と外部環境への影響の
継続的な見直し、および社内外両方のステークホルダ
ーとの強固なエンゲージメントを通じて、最も重要な
事項を特定しています。

関連するパフォー
マンス領域

関連するパフォー
マンス領域
インフラ資本

リスク軽減策

>> 地域のインフラストラクチャ開発に関する戦略的パートナーシップおよび交渉を実施中。
>> Kamoa-Kakula および Kipushi プロジェクトへの電力供給に向け、DRC において国営電力会
社（SNEL）と積極的に連携しています。
>> Kipushi 引込線の修復に向け、DRC においてコンゴ国営鉄道会社（SNCC）と積極的に連携
しています。
>> Platreef プロジェクトへの水と電気の供給に向け、国、地域、地方自治体と国営企業
（SOE）との積極的な連携を追求しています。

当社は天然資源の責任ある管理責任を保証しなければなりません

影響を受けるス
テークホルダー

すべて

関連するパフォー
マンス領域
自然資本

次のセクションでは、持続可能性に関して特定された
最重要事項、それらが関係するステークホルダーとパ
フォーマンス領域、およびこれらの問題に対処するた
めに導入されている緩和戦略について説明します。
鉱山ゲートにある通信手順
の看板を読む KIPUSHI プロジ
ェクトのステークホルダー

KIPUSHI の地下鉱山労働者

リスク軽減策

>> 3 つのプロジェクトすべてにおいて積極的な環境管理計画（EMP）が実施されています。
>> 3 つのプロジェクトすべてで ESIA が完了し、最新のプロジェクトプロセスに基づいて更新
が行われています。
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当社のステークホルダー
ステークホルダーマッピ
ング

当社の

ステークホルダ
ー
アイヴァンホーマインズ は、ステークホルダーを、当社のプロジェクト
と実質的な利害関係がある、または影響を受けるグループまたは個人と
見なしています。当社はオープンドアポリシーにコミットしており、ス
テークホルダーとの継続的なエンゲージメントが会社の長期戦略を導い
ています。当社はステークホルダーの正当な懸念に注意を払い、透明で
アクセスしやすい方法でのエンゲージメントに努めています。
ALFRED B MAKAPAN 高校
の KGOLE MOLEBOGENG
PRECIOUS と MASANABO
PONTSHO ROSE。PLATREEF
の鉱山が資金提供するコン
ピューターラボで

当社のステークホルダー
ステークホルダーマッピ
ング

4.1 ステークホルダー
マッピング

当社のプロジェクトはそれぞれ独自の地質学
的特徴、地理的環境、そして主要なステーク
ホルダーグループを持っています。各プロジ
ェクトには、社会的認可（SLO）を維持する
関係の構築に重点を置く、ステークホルダー
との関係に専念するチームを設置していま
す。地元のステークホルダーに加えて、各プ
ロジェクトには、それぞれのプロジェクトと
利害関係がある、ならびに影響を受ける特有
の従業員、請負業者、投資家、政府機関（
国、州、地方）、サプライヤー、およびNGO
があります。

4.1.1 PLATREEF プロジェクト
Platreef プロジェクトは南アフリカのリンポポ
州のモコパネの町の近くに位置しています。
この地域は準都市開発を特徴としており、そ
の 20 の受入コミュニティは合計約 15 万人の
個人住民で構成されています。Platreef プロジ
ェクトの主なステークホルダーグループは以
下のとおりです。

南アフリカ政府
（国民、州、地方）

20 の準都市受入
コミュニティ

従業員の代
理人および組合。
鉱山労働者全国組合
（NUM)

現地サプライヤおよ
び企業

投資家およ
び株主：
アイヴァンホーマイ
ンズ（64%）
伊藤忠（2％）
B-BBEE（26％）*
ITC（8％）

PLATREEF プロジェクト

22

* 黒人経済力強化組織参加者

従業員、請負業者、
コ
ンサルタント

非政府組織（NGO）

南アフリカ鉱業評
議会と業界の同業者
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4.1.2 KIPUSHI プロジェクト

Kipushi プロジェクトは DRC 上カタンガ州キプシの町に位置しています。キプシには約18万人の住
民が住んでおり、周囲には幅広い農村コミュニティがあります。Kipushi プロジェクトの主なステー
クホルダーグループは以下のとおりです。

組合*

サプライヤーおよび現
地の企業

DRC 政府（国民、州、
地方）

投資家および株主：
アイヴァンホーマイン
ズ（68％）、
Gecamines（32％）

KIPUSHI プロジェクト
非政府組織（NGO）

都市部と農村部の受
入コミュニティ

従業員、請負業者、
コンサルタント

*	Kipushi の従業員は、民
主的に選出された以下
の組合グループに属する
組合代表のグループによ
って代表されています。
>	Alliance des Travailleurs
Avertis et
Consciencieux（ATAC）
>	Garantie Sociale des
Travailleurs（GST）
>	Alternative Syndicale
pour L’industrie au
Congo（ASLIC）

>	Force Ouvrière pour la
Renaissance de la
Connaissance et de
l’Ethique
Syndicale（FORCES）
>	Centrale Générale des
Travailleurs du
Congo（CGTC）

業界の同業者

4.1.3 KAMOA-KAKULA プロジェクト

Kamoa-Kakula プロジェクトは、DRC 南ルアラバ州のコルウェジの採掘中心地から西に約 25 キ
ロメートル離れた位置にあります。Kamoa-Kakula プロジェクトの設置場所に隣接する地域に
は、2 人の伝統的指導者によって統治されている 20 のコミュニティに約 2 万人が住んでいま
す。Kamoa-Kakula プロジェクトの主なステークホルダーグループは以下のとおりです。

組合*

サプライヤーおよ
び現地の企業

DRC 政府（国民、州、
地方）

投資家および
株主：アイヴァンホー
マインズ
（39.6％）、Zijin
（39.6％）、DRC 政府
（20％）、Crystal
River（0.8％）

KAMOA-KAKULA プロジェクト
非政府組織（NGO）

従業員、請負業者、
コ
ンサルタント

農村部の 20 の受
入コミュニティ

業界の同業者

*	Kamoa-Kakula の従業
員は、民主的に選出され
た以下の組合グループ
に属する組合代表のグ
ループによって代表され
ています。
>	Travailleurs Unis des
Mines, Métallurgies,
Energie, Chimie et
Industries
Connexes（TUMEC）

>C
 onfédération Syndicale
du Congo（CSC）
>C
 onscience des
Travailleurs et Paysans
（CTP）
> ATAC

当社のステークホルダー
エンゲージメント

苦情

合計

保留中

Kamoa-Kakula

28

3

Kipushi

3

0

Platreef

3

2

34

5

グループ合計

報告された苦情のうち、85％ はそれぞれの管理委員会への
エスカレーションを必要とせずに無事クローズされました。
残り 15％ の苦情（合計 5 件）は、影響を受けたコミュニテ
ィのメンバーと協力して調査が続けられています。各苦情に
ついては、調査が完了した後に、適切な是正措置が実施され
ます。

2017
年

11 月

114 104
9 6
参加者
会議の回数

次のページの統計は、プロジェクトごとのすべてのステーク
ホルダーミーティングを列記したもので、Kamoa-Kakula プ
ロジェクトでは、Kipushi プロジェクトおよび Platreef プロジ
ェクトに比べ、より多くのエンゲージメントがあったことが
示されています。これについては、Kamoa-Kakula プロジェ
クトが、Kipushi プロジェクトおよび Platreef プロジェクトに
比べ、経済的損失や世帯の転居など（5.3 社会資本および関
係資本を参照）、エンゲージメントを必要とするプロセスが
多かったことで、結果的にステークホルダーとのエンゲージ
メントが増えたためと考えられます。
SIMON MOKHANDA、PLATREEF 近くの
MOTSHITSHI 小学校のミニチェスプロ
グラムの進行役、SIMON MOKHANDA

2017
年

2018 年

2017
年

2018 年

58 78
3 6

7月

2017
年

2017
年

12 月

89 168
3 3

10 月

2017
年

2017
年
72
8

2018 年

9月

会議の回数
参加者の数

4月

129 255
5 12

191 69
7 6

7
1

1月

33 74
5 8

2018 年

2017
年

2018 年
2018 年

2017
年

153 93
12 5

6月

25

125 135
6 5

合計

2017
年

85%

は、エスカレーショ
ンを必要とすること
なしにクローズ
されました

8月

185 131
12 13

2017
年

報告さ
れた苦情の

これらのプロセスはうまく機能することが証明されて
おり、Platreef プロジェクトチームはプロジェクトの
SLO を維持し強化することができます。

5月

53 247
3 4

2018 年

アイヴァンホーマインズ では、ステークホルダーとのエン
ゲージメントは、他の事業ユニットに対してサポートを提
供する継続的な統合されたビジネスの機能であり、プロジ
ェクトの開発中にさまざまなステークホルダーグループを
特定および検討し、情報を提供することを確実にしていま
す。正式および非公式のエンゲージメントを継続的に行っ
ています。3 つのプロジェクトすべてにおいて、機能的で
アクセス可能な多言語および広く公表された外部の苦情処
理メカニズムが導入されています。苦情はそれぞれのプロ
ジェクトでコミュニティリレーションズチームによって管
理されています。本報告年度中には、プロジェクトサイト
ごとに以下の苦情が記録されました。

185 160
8 11

3月

2018 年

4.2 エンゲージメント

2月

2018 年

BONEGA TRUST が出資している WIFI
ホットスポットで PLATREEF のスキ
ルデータベースに情報と文書のアッ
プロードを手伝うスタッフメンバ
ー、JABULANI MANGANYI

コミュニティリレーションズ部門は毎日アセスメント
ミーティングを実施し、スタッフメンバーが会社に影
響を与える可能性があるコミュニティ内の日々の出来
事やセンチメントに関してフィードバックを提供して
います。それらのミーティングには、セキュリティ、
人事、コミュニティリレーションズのマネージャーが
出席しています。利用可能なさまざまなチャネルから
受領したコミュニケーションに基づいて、コミュニテ
ィリレーションズ部門は、人事およびセキュリティ管
理部門と密接に連携して、一般的な問題に対処するた
めに必要な行動を策定します。

2017/2018 年 1 月～12 月
PLATREEF プロジェクト

2017
年

Platreef プロジェクトでは、コミュニティがコミュニテ
ィリレーションズチームに関連する問題を提起するこ
とができる様々なコミュニケーションメカニズムを用
意しています。伝統的なリーダーシップとコミュニテ
ィ内の他のグループまたは構造と Platreef プロジェク
トのチームとの間には、直接的なコミュニケーション
チャネルが存在します。

ステークホルダ
ー会議の回数

2017
年

Platreef プロジェクトでは、トラディショナルオーソリ
ティ、地方自治体、市民団体、プロジェクトの
B-BBEE パートナー、および個々の地元住民を含む現
地のステークホルダーグループとの継続的なエンゲー
ジメントを通して当社の SLO を維持することに専念す
る 12 人のスタッフメンバーによるコミュニティリレー
ションズチームを設置しています。同チームは、現地
調達、B-BBEE 地域信託プロセス、地表リース、生計
回復、プロジェクトの社会開発イニシアチブからの機
会など、さまざまなトピックに関してコミュニティと
のエンゲージメントを行っています。

2018 年

4.2.1 PLATREEF プロジェクト

2018 年

当社のステークホルダー
エンゲージメント

2018 年

アイヴァンホー マインズ サステナビリティレポート 2018

2018 年

24

1,322 1,586
74
87

当社のステークホルダー
エンゲージメント

当社のステークホルダー
エンゲージメント

特別レポート

調達およびサプライチェーン 2.30％
提案およびイノベーション
合計

0.80％

オンライン求人システムを通じ
て収集された情報によって採用
したポジションの割合 が決定

74%

8月

390 17
30 2

100％

11 月

741 9
57 3
会議の回数

2017
年

2018 年

2017
年

2017
年

429 42
33 7

9月

468 21
26 6

12 月

221 138
17 9
参加者の数

2018 年

2017
年

165 13
11 2

2018 年
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2018 年

2017
年

2018 年

2018年に採用が決定したポジ
ションの数		

200 0
24 0

7月

10 月

420 94
28 12

合計

2017
年

寄付およびスポンサーシップ 2.60％

35

6月

2017
年

5.58％

2018年末時点でまだ募集中で
あったポジションの数

4月

210 25
21 7

2018 年

情報の共有

7%

62

5月

1月

295 4
15 1

2018 年

Maru a Mokopane ポータル

2,308

2018年中に募集したポジショ
ンの数		

364 45
28 9

574 13
50 4

2017
年

Wi-Fi とインターネットアクセス 8.55％

オンライン求人応募数

2,431

2017
年

18.96％

検証された履歴書の数

3月

2018 年

現地雇用

21.51％

オンライン求人

2月

2017
年

Ivanplats への問い合わせ

9,608

2017/2018 年 1 月～12 月 KIPUSHI
プロジェクト

2017
年

24,178

My CV – スキルデータベース 32.70％

受信および応
答したメッセー
ジ数

2018 年

登録ユーザー数

受信したメッセージの種類

*	継続的な知覚分析によって判
定されたセンチメント

ステークホルダ
ー会議の回数

2018 年

 トレーニングを受けた 16,615
7,563
 自己登録

MADIBA CLINIC の
WI-FI ホットスポット
で IVANPLATS の MARU
A MOKOPANE デジタ
ルインクルージョン
ポータルでコミュニ
ティメンバーのトレ
ーニングを行うデジ
タルトレーナーの
PATRICK MABUSELA

67.67%
13.12%
7.94%
4.89%
3.74%
2.64%

2017
年

24,178

9,608

 嬉しく思う
 Ok
 心配している
 興味がある
 悲しい
 怒りを感じる

2017
年

登録ユーザー
総数

センチメ
ントごとの
メッセージ*

Kipushi プロジェクトでは、トラディショナルオーソリティ、地方自
治体、市民団体、プロジェクトの B-BBEE パートナー、および個々
の地元住民を含む現地のステークホルダーグループとの継続的なエ
ンゲージメントを通して当社の社会的認可を維持することに専念す
る総勢 7 人のメンバーによるコミュニティリレーションズチームを
設置しています。最も議論されているトピックには、雇用、現地調
達、プロジェクト開発、およびプロジェクトの社会開発イニシアチ
ブからの機会などが含まれています。2017 年から 2018 年にかけて
の会議数の増加は、Kipushi プロジェクトでの活動の増加により、プ
ロジェクトの立ち上げに関連したトピックへのステークホルダーの
関心が高まったことに起因すると考えられます。

2018 年

Platreef プロジェクトは 2017 年に「Maru a Mokopane」
（セペディ語「モコパネの雲」の意）の名称でデジタルエ
ンゲージメントポータルを立ち上げました。当社は Bonega
Communities Trust（旧 Platreef Communities Umbrella Trust）
と提携して、受入コミュニティに 20 の無料 Wi-Fi ホットスポ
ットを設置し、維持しています。地元住民はインターネットに
アクセスし、最新の機会やニュースを見たり、デジタルポータ
ルを通じて当社や同信託とエンゲージメントすることができま
す。2018 年 2 月、当社は、現地のすべてのステークホルダー
が Platreef プロジェクトとその請負業者で選考資格を有するポ
ジションに応募する機会を平等に得ることを保証するために、
オンライン現地求人システムを立ち上げました。求人の大部分
は、このオンラインプラットフォームを介して行われます。オ
ンラインの求人機能に加えて、地元のステークホルダーは他の
潜在的な雇用主に提出するための職業履歴書を作成することも
できます。

ステークホル
ダーエンゲー
ジメント
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4.2.2 KIPUSHI プロジェクト

業界初：デジタルステークホルダ
ーエンゲージメントと現地採用

2018 年

アイヴァンホー マインズ サステナビリティレポート 2018

2018 年

26

4,477 340
340 62

アイヴァンホー マインズ サステナビリティレポート 2018

598 426
72 58
会議の回数

2017
年
2017
年

2018 年

2017
年

参加者の数

パフォーマンス

5.1 経済資本

当社の財務パフォーマンスは主に、3 つの重要なプロジェクトで実施されている進
行中の探査および開発活動による影響を受けます。当社には生産事業や営業収益は
ありません。当社は、営業収益が生み出されるまで、すべての探査および開発活動
は、債務および株式による資金調達を通じて資金を供給する予定です。
2018 年 12 月 31 日に終了する年度の当社の決算結果に関する詳細は、www.
ivanhoemines.com および www.sedar.com で当社の MD&A および年次財務諸表を
ご参照ください。

2017
年

このセクションでは、事業を営んでいる国における地域および国の経済成長に対す
る当社の貢献について詳しく説明します。

464 528
38 51

合計

9,236 6,287
602 497

経済資本パフォーマンスの概要
$242,647,222
当社のプロジェクトで創
出・分配された総価値

$5,078,789

コミュニティのメンバーとのエンゲージ
メントを行う KAMOA-KAKULA のコミュニ
ティリレーションチーム

勤務を終えて
KAKULA 斜坑から出
てくる作業員

2017
年

2018 年

2017
年

12 月

1,255 608
26
49

2018 年

2017
年

2018 年

851 399
56 53

当社の

10 月

2017
年

2017
年

11 月

9月

7月

29

715 636
56 37

2018 年

370 490
48 35

更新

2017
年

2017
年

8月

4月

730 347
39 19

6月

459 636
51 37
2018 年

632 361
47 42

1月

904 501
38 29

817 572
56 35

2018 年

2017
年

5月

3月

2018 年

2017
年

2018 年

2月

1,441 236
75
36

2018 年

Kamoa-Kakula プロジェクトでは、トラ
ディショナルオーソリティ、地方自治
体、市民団体および個々の地元住民を
含む現地のステークホルダーグループ
との継続的なエンゲージメントを通し
て当社の社会的認可を維持することに
専念する総勢 4 人のメンバーによるコ
ミュニティリレーションズチームを設
置しています。最も議論されているト
ピックには、経済的損失および世帯の
転居、プロジェクト開発、およびプロ
ジェクトの社会開発イニシアチブから
の機会などが含まれています。

2018 年

4.2.3 KAMOA-KAKULA
プロジェクト

2017/2018 年 1 月～12 月
KAMOA-KAKULA プロジェクト

当社のパフォーマンス
経済資本

2018 年

当社のステークホルダー
エンゲージメント

ステークホルダ
ー会議の回数

2018 年

28

334

当社のプロジェクトにおける地元企業およびサ
プライヤーの開発イニシアチブの受益事業総数

報告年度中に社会経済開発プロジェク
トに費やされた予算総額

$142,755,982
DRC と SA の両国における現
地調達支出総額

14,149
Bonega Communities Trust プロジェクトの推定受益者数

30
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当社のパフォーマンス
経済資本

創出・分配された総価値
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以下の表は、南アフリカと DRC における アイヴァンホーマインズ の 3 つの主要プロジェクトによって 2017 年および 2018 年に創出・分配された総価値を示しています。当社の主要プロジェクトのいずれによっても現在までに営業収益は発生していません。

2017 年に創出・分配された総価値

プロジェクト

政府

給与税

付加価値
税の支払
い/（返金額） その他の税

Platreef

2,273,457

Kamoa-Kakula

6,264,510

10,831,557

Kipushi

4,804,779

2,452,130

13,342,746

13,290,683

合計

6,996

–

2017 年に創出された総価値

調達
国有エン
ティティ 従業員の給与 社会経済開発

南アフリカ

DRC

その他のアフリ
カ諸国

44,653,746

2,131,154

–

66,182,542

8,362,023

992,197

11,819,175

9,135,510

4,753,685

78,001,717

62,151,280

2,371,607

457,327

5,966,558

1,630,335

1,212,122

42,022,378

8,884,627

1,756,090

5,860,150

7,864,615

2,968,212

48,339,855

22,715,799

–

プロジェクト

政府

給与税

付加価値
税の支払
い/（返金額） その他の税

Platreef

2,740,000

Kamoa-Kakula

7,405,038

9,231,570

Kipushi

5,873,020
16,018,058

合計

* Kipushi プロジェクトの買収費用除く
** 2018 年 12 月 31 日現在

5.1.2 現地調達

アイヴァンホーマインズ の主要プロジェ
クトは新興経済国で開発されているため、
設置地域に居住するサプライヤーの能力を
構築することにより、現地調達パフォーマ
ンスを向上させるためのプログラムを導入
しています。Platreef プロジェクトにおけ
る同プログラムは、南アフリカの鉱業憲章
と貿易産業省（DTI）の B-BBEE Codes of
Good Practice に基づくものです。KamoaKakula と Kipushi では、プログラムは該当
する DRC 規制の枠組みに基づいて行われ
ており、プロジェクトの開発がサプライチ
ェーンを通じて地域の事業に直接利益をも
たらすことを保証するための内部目標を設
定しています。
2017 年から2018 年までの当社の現地調
達統計では、3 つのプロジェクトすべてに
おいて、特殊機器の設備投資により現地調
達率がわずかに減少したことが示されてい
ます。

10,980

–

39,956,092

1,924,145

–

63,176,378

11,018,942

9,300,842

1,553,152

12,125,131

23,583,843

5,078,789

75,301,509

468,556

5,384,279

1,601,492

3,479,905

27,971,970

8,898,722

3,984,539

1,239,051

6,118,527

13,227,089

4,718,956

34,559,053

2017年、2018 年の調達統計（照合済み）

調達した商品およびサービスの割合

プロジェクト

Kamoa-Kakula 2018
年
Kamoa-Kakula 2017
年
Platreef 2018 年
Platreef 2017 年
Kipushi 2018 年

Kipushi 2017 年

南アフリカ

DRC

DRC

南アフリカ

その他のア
フリカ諸国

75.18％

16.30％

0.69％

7.82％

80.61％

10.18％

0.70％

8.51％

0.00％

96.80％

0.00％

3.20％

0.00％

93.88％

0.00％

6.12％

49.01％

41.11％

5.17％

4.71％

50.30％

38.88％

7.66％

3.17％

その他

PLATREEF プロジェク
トの THLEKWISA ラン
ドリーの事業主兼従業
員、DLEMA MASOGO

–

54,988,418

572,505

146,463,418

13,841,275

131,888,443

733,700

1,799,102

46,483,747

12,009,430

32,473,645

2,000,671

247,935,584

80,839,124

164,362,089

2,734,371

2018 年に創出された総価値

調達
国有エン
ティティ 従業員の給与 社会経済開発

–

他のア
フリカ
諸国政へ
の価値分配

54,988,418

* Kipushi プロジェクトの買収費用除く
** 2017 年 12 月 31 日現在

2018 年に創出・分配された総価値

DRC
政府への
価値分配

2017
年政府への 南アフリカ政府
価値分配総額 への価値分配

その他のアフリ
カ諸国
–

2018
年政府への 南アフリカ政府
価値分配総額 への価値分配

DRC
政府への
価値分配
–

他のア
フリカ
諸国政府へ
の価値分配
–

50,161,399

50,161,399

630,745

133,737,416

14,349,748

118,756,922

630,745

16,479,438

2,074,707

58,748,407

20,411,790

36,261,910

2,074,707

67,454,472

2,705,452

242,647,222

84,922,938

155,018,832

2,705,452

5.1.3 現地調達実務基準

アイヴァンホーマインズ は、それぞれのプロジェクトの受入コミュニティにおける経済の多様化に貢献することに尽力してい
ます。このプロセスを促進し、当社のサプライチェーンにおける現地ビジネスの数の増加を支援するために、企業およびサプ
ライヤー開発運営チームは、LPRM で公表されている実務基準を採用しました（付録7.4）。次の表は、主要プロジェクトにお
けるそれらの実務基準実施の進捗状況を示しています。

実務基準

現地調達および腐敗防止ポリシーの採用
ESD 専門担当部署

主要な請負業者に対する現地調達要件の伝達、実施および監視
現地サプライヤーデータベースの導入

広く公表されているサプライヤーとして登録するための要件

サプライヤー紛争メカニズムの導入

入札のスコア決定において現地サプライヤーを優先
現地調達を推進するための手法の採用

サプライヤーのトレーニングイニシアチブの実施
企業開発イニシアチブの実施および拡大

地元の特定のグループ（女性、若者、
および／または障害者）からの調達を促進する
ための方策の導入

Kamoa-Kakula

Kipushi

Platreef

ü

ü

ü

ü

ü

ü

進行中

進行中

ü

ü

ü

ü

ü

進行中

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

進行中

進行中

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

進行中

進行中

ü
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当社のパフォーマンス
経済資本

当社のパフォーマンス
経済資本

5.1.4 企業およびサプライヤー開発（ESD）

サイトレベルでサプライヤーと企業の能力開発に特に注意が払われています。すでに当社のサプライチェーンに含まれている
サプライヤーは、さまざまなグループおよび個々のトレーニングセッションを通じてサポートされています。公式および非公
式セクターの既存企業は、事業能力を向上させるために強化され、必要に応じて徐々に当社のサプライチェーンに統合されま
す。プロジェクトごとの当社の ESD イニシアチブの概要を以下のとおりです。

サプライヤトレーニング

プロジェクト

グループトレーニ
ングイニシアチブ 個別のトレーニン
におけるサプライ グにおけるサプラ
ヤーの数
イヤーの数
トレーニングの種類
100

0

Kipushi

12

29

Platreef

130

1

グループ合計

242

30

Kamoa-Kakula

支払い条件、提案書の提出、原価計算と価格設定、輸入、商品の配達、支払
いの追跡
支払条件、提案書の要求、DRC 鉱業規則の遵守、DRC 下請法の遵守

請負業者用パック、
コンピュータートレーニング、基本的なビジネススキル、
健康と安全

企業開発

プロジェクト

PLATREEF 拠点のキオス
クで顧客へのサービス提
供の準備を整えたスタッ
フ、MADIMETJA MONAMA

サポートを受け
サプライチェーン
に入った公式ビ 非公式ビジネス
ジネス
のサポート

Kamoa-Kakula

4

3

Kipushi

6

4

Platreef

14

31

グループ合計

24

38

特別レポート

10 万個のレンガ
生産を祝う

レンガを 1 つずつ積み上げてコ
ミュニティを構築

Kamoa-Kakula プロジェクトチームは、地元のコミュニティメンバ
ーのためにプロジェクトのサプライチェーンにおける企業開発の機
会としてレンガ作りを特定しました。
会社は 19 人の地元の失業者（
うち 6 人は女性）を採用し、開業費とトレーニングを提供しました。
レンガ製造事業は、19 人の地元の事業主兼従業員が誇りをもって
所有する Tujenge 協同組合として公式に登録されました。
Tujenge は、Kamoa-Kakula プロジェクトと 3 年半の間、オフ
ィスや住宅建設用のレンガを供給することで合意しました。
同協同組合は、契約期間内に当社から受け取った開業資金を返
済することに合意しました。継続的な企業サポートには、品
質管理、起業、および安全トレーニングが含まれ、レンガを購
入する他の顧客を見つけることを支援しています。Tujenge は
2018 年 9 月 13 日にその施設で 10 万個の煉瓦生産を祝いまし
た。同協同組合は、レンガ製造機をもう 1 台購入し、その市場
を Kolwezi に拡大する予定です。

Tujenge は 2018
年 9 月までに
10 万個の

レンガを製造しました

KAMOA-KAKULA でのレン
ガ製造事業

33
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当社のパフォーマンス
経済資本

特別レポート

Platreef プロジェクトにおける黒人の経
済力強化（B-BBEE）

南アフリカの鉱業法に従い、当社の鉱業権の要件を満たすために、2014
年 6 月 26 日に、Platreef プ ロジェクトの 26％ の持分が、当社の子会社
である Ivanplats（Pty）Ltd により黒人経済力強化政策の Special Purpose
Vehicle（B-BBEE Special Purpose Vehicle (SPV)）に移転されました。業界を
リードするこの B-BBEE 構造内で、20 の受入コミュニティ、さらに従業員と
地元の起業家が、Platreef プロジェクトを合計 26％ 所有しています。下の図
は、Platreef プロジェクトの所有構造を詳しく説明するもので、Platreef の現
地所有権の変革的で広範な性質を示しています。

起業家合計
（11.5％）

コミュニティ信託合
計（77％）

従業員信託合計
（11％）

B-BBEE SPV（26％）

アイヴァンホーマインズ
（98%）

日本のコンソーシアム
（8％）

Ivanplats（Pty）Ltd

Platreef プロジェクト

業界をリードする B-BBEE 構造

伊藤忠（2％）

Ivanplats Holding Ltd
（66％）

当社は、Bonega Communities
Trust（以下「信託」）に対し、配当
を受け取るまでの間、年間 1,100 万
ランドの年間固定拠出を提供するこ
とを約束しました。同信託は、独立
して選任された信託諮問評議会（メ
ンバー 60 名）および理事会（メンバ
ー 8 名、うち 3 名は独立）によって
統治されています。同信託は登録済
みの非営利団体であり、評議員会は
20 の加盟コミュニティに由来する適
格なプロジェクトを受領、評価、支
援しています。
2003 年の黒人経済力強化法では、黒
人経済力強化政策の遵守に関する年
次報告が義務付けられています。そ
のため、Platreef プロジェクト
は、2013 年 10 月 11 日に発行され
た DTI によって改正された黒人経済
力強化のための適正実務基準（すな
わち一般的なスコアカード）に従っ
て、年 1 回、そして最も最近では
2019 年 5 月に評価を受けました。こ
の最近の検証の後、Platreef プロジェ
クトは 2018 年の評価期間中にレベ
ル 2 貢献者の B-BBEE ステータスを
達成しました。過去 4 年間で
は、Platreef はレベル 3 のスコアを獲
得しました。Platreef プロジェクトが
最近達成したレベル 2 のスコアは、
同プロジェクトを南アフリカの鉱業
における変革の先駆者の 1 つに位置
付けるものです。付録7.8 の 96ペー
ジには、2018 年の Platreef プロジェ
クトについて、独自に検証された
B-BBEE スコアカードが含まれてい
ます。

当社のパフォーマンス
経済資本

デジタルトレー
ナーが無料 WI-FI
およびポータル
トレーニングを
完了しました

Bonega Communities Trust は 2018 年中にいくつかのプロジェクトを実
施しました：

マーケティングおよびブランディング

同信託は、その活動を加盟コミュニテ
ィに根付かせ、広告するのを支援する
ために、地元の学校でネーミングコン
ペを実施しました。「Bonega」（セペ
ディ語で「光をもたらす」の意）が最
優秀に選ばれました。優勝した生徒は
ノートパソコンを受け取り、参加校は
学校を改善するための機材を受け取り
ました。Bonega Trust のロゴに描かれ
ている象の家族が選ばれたのは、信託
の加盟コミュニティが属するトラディ
ショナルオーソリティの象徴であるた
めです。

資産マッピングプロセス

Bonega Communities Trust の信託証書
は、同信託が、加盟コミュニティにお
ける資産および将来の非営利プロジェク
トを特定する体系的な協議プロセスを
実施することを要求しています。同信託
は、資産ベースの方法論を使用して、対
象を絞ったフォーカスグループおよびコ
ミュニティ全体の調査を通じてコミュ
ニティ開発プロセスを促進するために、
独立コンサルタント、Aurecon を任命し
ました。このプロセスには、信託諮問委
員会のメンバーがコミュニティで行われ
ているプロセスについての完全な理解を
個人に提供するための、資産ベースのコ
ミュニティ開発トレーニングも含まれて
いました。

2018 年の
プロジェク
ト数

受益者の推
定人数

8

2,814

1

200

12

7,099

農業

1

23

能力構築

1

3,823

社会開発

3

190

プロジェクトの種類
教育

Mokaba 読書室
Lekwa 高校の増築
Jacob Madiba 幼児センター
Refilwe 幼児センター
エンジェルツリー脆弱児童クリスマスプロ
ジェクト
>> スタースクールプログラム
>> Lesedi 幼児センター

無料 Wi-Fi プロジェクト

Bonega Communities Trust は、Platreef
Project と共同で、加盟コミュニティの
20 の無料 Wi-Fi ホットスポットのうち
の 12 の資金を提供しました。このプロ
ジェクトの実施中に、25 の若者による
デジタルエンタープライズが、Maru a
Mokopane プラットフォーム上で同信
託の会員コミュニティの約 15,000 人
をアクティブ化するための契約を獲得
しました。この若者によるエンタープ
ライズはまた、Bonega Communities
Trust の新しいウェブサイトをコミュニ
ティのメンバーに披露しました（www.
bonegatrust.org）。

>>
>>
>>
>>
>>

環境

>> コミュニティ清掃プロジェクト

デジタルインクルージョン（Wi-Fi ホットスポッ
トプロジェクト）

コミュニティ開発ワークシ
ョップにおける信託諮問委
員会（TAC）

35

>> Malepetleke コミュニティガーデン
>> 資産マッピングプロセス
>> Lesedi 幼児センター
>> Fundisizwe 縫製プロジェクト
>> Ditebogo 退職者支援センター

受益者合計

14,149

改装された
JACOB MADIBA
ドロップイン
センターで遊
ぶ子供たち

36
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人的資本パフォーマンスの概要
85%
Platreef プロジェクト

における2017年から
2018年にかけての休
業災害発生頻度減少

145
なんらかの種類の学習支援

を受けている従業員の総数

5.2 人的資本

PLATREEF プロジェ
クトの請負業者

KAMOA-KAKULA プロジ
ェクトの請負業者

アイヴァンホーマインズ の成功は私たちの人々に大きく依存してい
ます。私たちは、従業員の健康と安全を重視し、トレーニングと教
育の慣行を継続的に改善しています。アイヴァンホーマインズ は機
会均等雇用者であり、多様な労働力を誇りにしています。当社の採
用および報酬慣行は、当社の企業価値、ポリシー、基準、および企
業市民の声明に基づいています。

5.2.1 雇用数

当社は、事業を営んでいる国の現地の規制の枠組み内で、当社のプロジェクトにおいてすべての従業員に平等な機会を促進す
ることを約束しています。このコミットメントは、当社の雇用平等、スキルの開発、そして採用に関するポリシーと手順に取
り込まれています。当社の主な請負業者は、当社の 3 つの主要プロジェクトの請負業者要件の枠組みで定められているとお
り、当社の雇用基準を遵守する責任を負っています。

男女別の従業員および請負業者の総数

Platreef の従業員

Platreef の請負業者

Kamoa-Kakula の従業員

Kamoa-Kakula の請負業者
Kipushi の従業員

Kipushi の請負業者

男性

2017 年

女性

合計

男性

111

50

161

480

103

288

2018 年

女性

合計

120

51

171

583

582

108

690

12

300

308

11

319

906

7

913

1,349

28

1,377

451

20

471

477

23

500

158

0

158

167

7

174

2017 年の総労働力

2,586

2018 年の総労働力

3,231

当社は、採用プロセスにおいて、DRC プロジェクトにおける女性従業員数の増加を優先しています。Kipushi プロジェクトで
は、アイヴァンホー は、パートナーである Gécamines からプロジェクトの株式を取得した際に、ほとんどが男性の労働力を
引き継ぎ、現地の法律に従って男女の不平等の是正に積極的に取り組んでいます。

12,707,807
Kamoa-Kakula プロジェ

クトにおける休業災害
ゼロの労働時間数

25%
2017 年から

の総労働力
の増加

から 71% に増加

Platreef プロジェクトにおける現地雇用数は2017

年の 67%

アイヴァンホーマインズ の採用ポリシーは、プ
ロジェクトの受入コミュニティから地元の人々
を採用することを優先しています。そのため、
当社はすべてのポジションがまず社内と地元で
宣伝され、適切な現地候補者が見つからない場
合には、その後、外部および地元外の候補者を
採用することを確実にする現地採用手続きを設
けています。単純労働および臨時労働の要求は
すべて現地で満たされます。アイヴァンホーマ
インズ は、現場のすべての請負業者がこれらの
現地採用ポリシーおよび手順を遵守することを
確実にしています。当社の技能移転および開発
プログラムならびに南アフリカの規制要件に従
って、ますます多数の管理職（Paterson * D 以
上）が現地の従業員によって埋められていま
す。

当社のパフォーマンス
人的資本

5.2.3 健康および安全
パフォーマンス

アイヴァンホーマインズ の現地雇用統計

Platreef プロジェクト

2018 年 
非現地従業員
地元の従業員

29%
71％

Kipushi プロジェクト

2018 年 
非現地従業員
地元の従業員

8％
92％

安全管理への取り組み

2017 年 
非現地従業員
地元の従業員

33％
67％

1

2017 年 

非現地従業員2
地元の従業員

8％
92％

KAMOA-KAKULA プロジェクト

2018 年 

PLATREEF で現場
の活動を記録する
JENNIFER MAGONGOA

非現地従業員
地元の従業員

1
2

13％
87％

Mogalakwena 地方自治体以外からの従業員
DRC 以外からの従業員

2017 年 

非現地従業員2
地元の従業員

15％
85%

現地雇用率

Platreef プロジェクト

2018 年

2017 年

管理職従業員総数

94

100％

88

100％

31

33％

28

32％

非HDSAの地元従業員

63

67％

60

68％

管理職従業員総数

24

100％

17

100％

外国人

14

58%

10

59％

10

42%

7

41％

管理職従業員総数

37

100％

32

100％

外国人

10

27%

10

31%

27

73%

22

69%

Historically Disadvantaged South
Africans（HDSAs）1
Kipushi プロジェクト
コンゴ国民

Kamoa-Kakula プロジェクト
コンゴ国民

HDSA とは、1993 年に南アフリカ共和国憲法が制定されるまでに不当な差別を受けたあら
ゆる個人、個人のカテゴリー、
またはコミュニティを指します

1	

*	Paterson の職務等級システムは、意思決定基準に基づい
て、職務の等級付けに国際的に使用されています

当社の従業員、請負業者、サプライヤーの
健康と安全は当社にとって最も重要です。
当社は、「健康、安全、環境（HSE）」ポリ
シーとそれを支えるポリシーおよび標準的
な運用手順を定め、「毎日、誰もが安全な
ホーム」という当社のビジョンを遵守でき
るようにしています。
HSE ポリシーでは、当社は次のことを約束
しています。
>> 労働安全衛生、および環境管理の最も実
用的な基準の開発、実施、および維持。
>> 健康、安全、環境における「危害ゼロ」
の文化の創造。この文化は、労働環境に
おける危険な行為や状態を排除すること
を目的としています。
>> 適用法、基準、および法的要件の遵守。
>> 従業員ではないが、当社の活動によって
直接影響を受ける可能性のある人々の保
護。
>> 法令、会社の基準、ポリシー、およびベ
ストプラクティスを組織内のすべてのレ
ベルに定期的かつ効果的に伝達。
>> HSE ポリシーの年次レビュー。

開削チームが地下に入
る前に安全説明会を実
施する IVANPLATS の 運
営責任者、IVANO MANINI

リスク管理への取り組み

管理職統計における現地従業員
管理職における現地従業員の割合

39

Kamoa-Kakula プロジェクトでは、生産に向けた最終段階での高度なス
キルを持つ上級管理職の従業員の需要が増加しているため、短期・中期
的に現地外の従業員の比率が増加することが予想されています。しか
し、Kamoa-Kakula および Kipushi プロジェクトでは、当社の経営陣におけ
るコンゴ国民の数を着実に増やすために、積極的なマネジメント育成プロ
グラムを実施しています。このプログラムは、長期的に Kamoa-Kakula の
現地従業員と非現地従業員の割合を正規化するものと期待しています。

当社のリスク管理戦略は、安全な職場創造
の中核です。効果的なリスク管理は、将来

の不確実性に先攻的な方法で対処するものであり、当社の事業にとって不可欠です。当社のオペレーショナルリスク管理プロセス
は、リスク管理の重要な原則に
基づいており、これにより、当
社の事業目的と責任を果たし、
規制要件を遵守しながら、従業
員とステークホルダーの健康
と安全を確保することができま
す。これらのプロセスにより、
組織の目的と目標の達成を支援
するために、オペレーショナル
リスクが統合され、調整された
方法で特定、評価、分析、およ
び管理されます。

リスクの特定およびアセス
メント

リスク軽減策
排除

物理的に危険を取り除く
代用

危険を置き換える

最も効果的な

5.2.2 現地雇用

当社のパフォーマンス
人的資本

エンジニアリング

人々を危険から隔離する
管理

人々の働き方を変える

問題ベースのリス
ク評価 5×5 マトリ
ックス

個人用保護具（PPE）
PPE で労働者を守る

継続的なリスクアセスメント

継続的なフィードバックと改善

最も効果が低い

アイヴァンホー マインズ サステナビリティレポート 2018

2 年ごとのベースラインリスクアセスメント
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当社のパフォーマンス
人的資本

健康統計および取り組み

安全統計とイニシアチブ

アイヴァンホーマインズ は、従業員の健康と幸福を優先しています。労働衛生および衛生サービスに加えて、設備の整った緊
急医療対応チームが各プロジェクトサイトに配置されています。

2018 年のグループ安全パフォーマンスは、KamoaKakula プロジェクトが休業災害ゼロ（LTIF）を達
成し、すべてのプロジェクトで休業災害（LTI）の大
幅な減少傾向が記録されました。Platreef および
Kamoa-Kakula プロジェクトでは、活動の増加によ
り、報告年度の労働災害発生頻度（TRIFR）がわず
かに増加しました。報告期間中に発生したインシデ
ントは、安全インシデントの標準運用手順を通じて
報告されました。それらの手順には、根本原因分
析、問題に基づくリスクアセスメント、特に従来の
立坑開削活動をを考慮した Platreef プロジェクトで
のリスク管理の階層に基づく再発防止策が含まれま
す。

当社のプロジェクトに適用される労働および鉱山の健康および安全に関する関連規制に準拠して、従業員および該当する場合
はその扶養家族に基本的な医療を提供しています。次の表は、当社の主要プロジェクトによる 2018 年の健康統計の概要を示
すものです。

医療統計：

従業員の年次健康診断実施数

マラリア検査を受けた患者数
ポンプを検査
する KAKULA
斜坑の請負
業者

18,49

健康講習の参加者数

3

実施されたHIV検査の数

労働災害発生頻度 (TRIFR)

Platreef

Kipushi

2018

0,60

0,64

2017

2018

Kamoa-Kakula

2018 年中に各拠点で実施された安全イニシアチブ
労働時間数

従業員および請負業者の総数
2018 年中の LTI ゼロ日数
訪問者講習を行った回数
完全講習を行った回数

実施された安全関連のトレーニングの数
安全関連のトレーニングへの出席者数

デジタル HSE 管理システムが完全に運用可能

新たな結核（TB）の症例数

従業員

従業員

従業員の扶養
家族1
従業員

従業員の扶養
家族

従業員

従業員

取り扱った従業員の幸福に関するトピック

定義： 休
 業災害発生頻度（LTIFR）= LTI * 1,000,000 / 労働時間 労働災害発生頻度（TRIFR）=（死亡数
+ LTI + RWI + MTI）* 1,000,000 / 労働時間

従業員

高活性抗レトロウイルス療法（HAART）を自発的に受けている患
従業員
者数2

慢性閉塞性気道疾患の症例数

線形 (Platreef)

従業員

従業員

騒音による難聴の事例数3

休業災害発生頻度 (LTIFR)

従業員

従業員

陽性であったHIV検査数

0

2016

0

2015

0,70

0,21

0,16

3,31

2,75

3,20

1,49

2017

0

0

2016

1
0

2015

2,07

1,93

3,79

5,90

0

1,48

10

5

毎月診察と治療を受けた慢性患者の総数

指定病院で診察を受けた患者の総数

3,35

4

2

現場の職業保健クリニックで診察を受けた患者の総数

指定病院で診察を受けた患者の総数

4,15

14,17

11,25

15

陽性と診断されマラリア治療を受けた患者数

毎月診察と治療を受けた慢性患者の総数

5
15,15

20
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応急処置認識トレーニングの参加者

従業員

従業員

従業員

従業員

Platreef

KamoaKakula

Kipushi

合計

1,208

1,309

1,409

3,925

0

970

747

1,717

0

588

349

937

1,685

1,734

1,092

4,511

1,328

328

223

1,879

0

12

5

17

56

121

3,213

3,390

0

1,030

2,698

3,728

1,082

1,272

343

2,697

559

365

174

1,098

20

10

2

32

20

69

1

90

2

1

5

8

4

0

1

5

0

0

36

36

23

10

13

46

161

47

626

834

1 DRC の労働規制では、国営または民間の医療施設を通じて会社が従業員の扶養家族に医療を提供することが求められています
2 過年度に特定された症例を含む

Platreef

Kipushi

Kamoa-Kakula

1,553,106

1,817,179

3,614,936

861

674

1,696

364

364

365

103

89

404

1,082

149

1,365

16

8

6

3,015

4,000+

1,844

はい

進行中

進行中

3 ベースラインから5％を超える変化

基本的なヘルスケアに加えて、当社のプロジェクトは、以下が監視さ
れている場合には（該当する場合）、労働衛生プログラムを実施して
います。

職場における騒音
レベル

空中汚染物質の能
動的監視

飲用水質の能動的
監視

地下換気の能動的
監視

有害ガスまたは可
燃性ガスの監視

表面ブラスト監視

予防的な職業衛生測定は、プロジェクトチ
ームにタイムリーな情報を提供し、安全衛
生上のリスクを軽減するための予防措置を
講じます。3 つのプロジェクトすべてにお
ける定期的な職業ウェルネスキャンペーン
も、従業員が自分自身の健康と幸福に気を
つける能力をサポートしています。
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コミュニティ密着型の健康
への取り組み

3 つのプロジェクトすべてにおいて、コミュニテ
ィリレーションズおよび開発チームは、エンゲ
ージメントを優先し、コミュニティの健康と安
全を重視したイニシアチブをサポートしていま
す。Platreef プロジェクトでは、6 つの学校でピア
エデュケーターを支援し、HIV／AIDS および薬物
乱用に関する予防教育を提供し、約 4,000 人の学
生に恩恵をもたらしています。

当社のパフォーマンス
人的資本

当社のパフォーマンス
人的資本
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5.2.4 人材育成（HRD）

アイヴァンホーマインズ は、当社の最も貴重な資源、つまりアフリカ南部で多様性に富んだ鉱業会社を
築き上げるというビジョンを実現するために働く人々の育成に取り組んでいます。特に、個人の能力開
発、そしてキャリア向上計画と学習支援を通じて、現地従業員の能力を高めることに重点を置いていま
す。3 つのプロジェクトでスキル移転プログラムが進行中です。当社は、DRC におけるプロジェクトで
女性の労働力を積極的に拡大し、現地の法律に従って、女性従業員に開発とキャリアアップの機会を提
供しています。

3,925
実施された
年次健康
診断

人材育成 - 従業員のパフォーマンス管理

アイヴァンホー は、DRC 保健省、およびトロン
トに拠点を置く世界的なヘルスケアテクノロジー
企業である Fio Corporation と共同で、「Know for
Sure」マラリアプログラムを支援しました。こ
のイニシアチブは、Kipushi プロジェクトおよび
Kamoa-Kakula プロジェクトを受け入れた、マラリ
アに悩まされている DRC の 2 つの地域、上カタ
ンガ州とルアラバ州において、自動化された迅速
な検査とリアルタイムの報告に統合診断およびデ
ータ技術を導入しました。報告年度中に、これら
2 つの州の診療所に配備された 200 台の Deki デバ
イスで合計 58,357 のマラリア診断テストが登録さ
れ、医療提供者による正確な診断と治療につなが
りました。

Platreef
総労働力の割合 - 年次パフォーマンス評価

総労働力の割合 - 個々の育成計画（IDP）が実施中または進行中

人材育成 - 従業員育成

学位コースに登録している従業員数

学士号取得に向けて登録した従業員数

大学院の学位取得に向けて登録した従業員数

アイヴァンホー の「Know for Sure」プログラムの
支援に加えて、Kamoa-Kakula と Kipushi のコミュ
ニティリレーションズチームは、それぞれの受入
コミュニティで毎年マラリア啓発キャンペーンを
実施しています。Kamoa-Kakula チームはまた、コ
レラと HIV に関する啓発キャンペーンを 5 つのコ
ミュニティに提供し、772 人の学生とコミュニテ
ィのリーダーに恩恵をもたらしました。

他の種類の学習支援を受けている従業員の総数

成人トレーニングおよび教育（識字教育）を受けている従業員数
退職に関連して移転可能なスキルトレーニングを受けている従
業員数

人材育成 - 後継者育成計画とスキル移転

98％

24%

100％

66％

33％

メンタリングプログラムに登録している従業員数

スキル移転プログラムに登録した従業員数（後継者育成計画に関
連）
キャリア開発プログラムにおける高い可能性を持った候補者数
PLATREEF プロ
ジェクトで予
防医療を奨励
するための健
康イニシアチ
ブに参加する
DAPHNEY TSATSI

報告年度のアクティブインターンの数

KamoaKakula

9

45

4

_

2

2

5

_

13

3

8

_

0
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Platreef
現地従業員の後継者育成計画のために特定された主要ポジショ
ンの数

Kipushi**

100％

Platreef
証明書コースに登録している従業員数

KamoaKakula

KamoaKakula

8

42

14

22

8

38

5

22

15

7

* Paterson の職務等級システムは、意思決定要件に基づいて、職務の等級付けに国際的に使用されています
** 2018 年 8 月の Kipushi での HRD 再編の実施後、
これらの数値は改善すると予想されています

Kipushi**
8

再編プロセ
スの完了待
ち

Kipushi**
3
再編プロセ
スの完了待
ち
3
再編プロセ
スの完了待
ち
33

44

アイヴァンホー マインズ サステナビリティレポート 2018

当社の Platreef プロジェクトは、運用上
の要件を指針とし、プロジェクトの SLP
によって義務付けられ、実施され、5 年
ごとにレビューされ、南アフリカの鉱物
法によって規制されています。2018 報
告年度は、プロジェクトの最初の SLP の
実施から 4 年目でした。

当社のパフォーマンス
人的資本

Kamoa-Kakula プロジェクトの HRD
プログラムは、プロジェクトの相対的
な遠隔設定、多文化労働力、現地雇用
に対する当社のコミットメント、鉱物
資源の拡大、将来の熟練した現地労働
力のニーズを考慮に入れています。こ
れらの目的を達成するために、KamoaKakula の HRD 部門は、メンタリング、
スキル移転プログラム、学習支援およ
び積極的な後継者育成計画を通じて、
高い可能性を持つ個人の特定と支援に
重点を置いています。

Kipushi プロジェクトの HRD プログラ
ムは、鉱山の生産再開に伴うさまざま
なスキルに対する累進的なニーズに基
づいています。HRD 部門は 2018 年 8
月に、ベストプラクティスポリシーと
手順の策定に焦点を当てた完全な再編
を開始しました。外国人労働者と高度
なスキルを持つ国民が現地従業員のス
キルを強化する、公式なスキル移転プ
ログラムが進行中です。Kipushi プロジ
ェクトでは、IDP の完了を待つ間に、キ
ャリアアップ目標を達成するための適
切な学習支援を労働者に提供します。

当社のパフォーマンス
人的資本

特別レポート

富士登山に向けて準
備をする MALESELA
MAKHAFOLA

JICA - 現地インター
ンの留学

Platreef プロジェクトは、伊藤忠商事と共
同で、Platreef プロジェクトの受入コミュ
ニティからの 3 名のインターンが国際協
力機構（JICA）の奨学金を申請するのを
支援しました。

厳格な選考プロセスを経て、Althea

PLATREEF プロジ
ェクトでMATOME
MAMODUMO、BENTLY RAFAPA
と共に環境フィールドワー
クを行うDOLLY MOLEKOA

Seswahla Mokgata、Dolly Mmasabata
DRC コミュニティリレーションズチームとコミ
ュニティリーダーは、DRC のルブンバシでコミ
ュニティ開発トレーニングを受けています
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Molekoa、Malesela Mokhiri Makhafola の

3 名が日本の大学に受け入れられ、それぞれ
の分野でさらに勉学に励んでいます。

Althea は、モコパネの Magongoa 村出身

で、2015 年に環境インターンとして Platreef
プロジェクトに加わりました。彼女は日本の
松江にある島根大学に入学し、環境科学と

サステイナビリティ科学の修士号の取得を目
指しています。Althea は 2020 年に学位を取

得する予定で、言葉の壁や文化の違いにもか
かわらず溶け込んでいます。彼女は、学位を
取得した後も、吸収性材料を使用して廃水
からリンを除去する研究を続けたいと考え
ています。

Dolly は、モコパネ地域の Molekane 村出身
で、リンポポ大学で環境管理の学士号を取
得するために Platreef プロジェクトの奨学

金を受けました。卒業後、彼女はインター
ンとして Platreef プロジェクトの環境部門

に加わり、日本で大学院学位を取得するた
めに JICA プログラムを通じて応募しまし

た。Dolly は、札幌の北海道大学に入学し、
地球環境管理の修士号の取得を目指してい

ます。Dolly は 2021 年に学位を取得する予
定です。

Malesela は、モコパネの Chroompark 出身

で、地質学の学士号を取得した後、2015 年

にインターンとして Platreef プロジェクトに
加わりました。Malesela は JICA プログラム

を通じて、日本の札幌にある北海道大学で持
続的資源工学の修士号の取得を目指してい

ます。Malesela は 2020 年に卒業すると予定

で、モコパネに戻って持続可能な鉱物抽出の
分野で新しく獲得した知識を適用することを
楽しみにしています。

ALTHEA SESWAHLA
MOKGATA、富士山で
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当社のパフォーマンス
人的資本

当社のパフォーマンス
人的資本
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地元の社会経済開発は、現地の教育とインフラ
ストラクチャの構築、コミュニティ構造やイニ
シアチブのサポートとトレーニングの提供、そ
して社会経済成長を推進するパートナーとなる
ことができる健全で活気に溢れる地域社会を実
現するための多様性に富んだ地域経済の育成に
重点を置いています。

同鉱山出資による科学研究所を利用する
PLATREEF プロジェクトの学生

社会資本およ
び関係資本パ
フォーマンス
概要

1,010
コミュニティスキル開

発イニシアチブの受益
者の総数

548,856

コミュニティインフラお
よび支援プロジェクト
の受益者の総数

$153,043
KAMOA-KAKULA での生

計向上プロジェクトに
よるコミュニティ収入
総額

15,035

2018 年にエンゲージメン
トを行ったステークホル
ダーの総数

5.3 社会資
本および関
係資本
アイヴァンホーマインズ は、主要プロジェクトの
受入コミュニティから取得した社会的認可を重視
しています。そのため、当社は、持続可能性、企
業の社会的投資（CSI）および地域社会との関係
に関するポリシーを策定し、社会的認可を維持し
ながら地元のステークホルダーとの共通の価値を
創造しています。社会開発の目標とイニシアチブ
は、受入国の規制の枠組み内で、影響を受けるス
テークホルダーグループと協議して作成されてい
ます。コミュニティリレーションズプロジェクト
チーム間の調整を促進し、グループ全体でコミュ
ニティ開発におけるベストプラクティスの文化を
育成するため、本報告年度中に社会経済開発イニ
シアチブのためのグループ調整プロセスが実施さ
れました。

Kamoa-Kakula プロジェクトは、歴史的に極度
の貧困と低い識字率を特徴とする農村地域に位
置しているため、地域の社会経済イニシアチブ
の大部分は食料安全保障と教育に向けられてい
ます。
Kipushi プロジェクトでは、既存の町のインフ
ラストラクチャおよび飲料水の必要性から、キ
プシの町に飲料水を継続的に提供することに社
会経済予算の大部分を投資するという決定に至
りました。最近では、優秀な学生向けの奨学金
制度や教育インフラストラクチャの修復などの
教育的なイニシアチブが社会イニシアチブに追
加されました。

KIPUSHI の CSR 担当
者、MIMBULU スクー
ルの奨学生とその親
たちと
能な社会開発戦略は、DRC 鉱業法の新要件、規制、地域開発計画、実施さ
れている技術研究に合わせて現在レビューが行われています。

Kipushi および Kamoa-Kakula の長期的で持続可

5.3.1 コミュニティのスキル開発

アイヴァンホー の主要プロジェクトは、受入コミュニティの大部分の個人のスキルおよび教育レベルと、鉱山での雇用または
成功している地元のビジネスの確立および拡大に必要なスキルとの間に隔たりがある新興経済国に位置しています。当社は、
コミュニティのメンバーが雇用または起業活動を通じて社会経済的地位を向上させることを可能にするために、成人の識字能
力と教育、ならびに他のトレーニングに投資しています。

トレーニングにおけるコミュニティの受益者の数

成人教育および識字教育におけるコミュニティメンバーの数
他のトレーニングにおけるコミュニティの受益者の数

24,178
MARU A MOKOPANE の登
録ユーザーの総数

23,560
教育インフラおよび支援

プロジェクトの受益者の
総数

Platreef プロジェクトでは、南アフリカの鉱業
憲章に準拠した規制要件により、以下の重要分
野で SLP の支出が促進されています。LED、従
業員およびコミュニティのスキル開発、企業お
よびサプライヤー開発（ESD）、現地調達（詳
細については、付録7.7、94ページを参照）。

KAMOA-KAKULA のコンピュータ
ーラボを利用する学生と教師

Platreef プロジェクトにおけるコミュニティスキ
ル開発は、基礎教育省と連携して行われる成人教
育訓練（AET）プログラムとの連携に重点を置い
ています。このプログラムは、基本的な識字能力
について成人を支援すること、そして公式な中等
教育を修了したい人を支援することにも重点を置
いています。その他のコミュニティトレーニング
のイニシアチブには、コンピュータースキルにつ
いてコミュニティメンバーをトレーニングする
ために地元のサービスプロバイダーを活用するこ
と、および主な請負業者と連携して地元の労働者
に基本的な安全衛生トレーニングを提供すること
が含まれます。

Platreef

KamoaKakula

Kipushi

合計

136

240

234

610

170

180

50

400

PLATREEF プロジェクトの近くの学校で薬物乱用教
育を実施するピアエデュケーター
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Kamoa-Kakula および Kipushi プロジェクト は、求人に応
募したり自分で小規模ビジネスを立ち上げる個人を支援する
目的でスキルトレーニングを提供する DRC 政府のイニシアチ
ブである国立職業訓練校（INPP）と連携しています。KamoaKakula のコミュニティのメンバーは、自動電気系の技能、石
工、建設の分野でトレーニングを受けました。Kipushi プロジ
ェクトでは、鉱山のすぐ近くで歴史的な廃岩から骨材を生産
する個人採掘者が INPP プログラムに参加するための支援を受
け、レンガ敷設、配管、溶接、基本的な電気配線および塗装の
トレーニングを受けました。トレーニングで得たスキルは、
家族に生計を立てるための収入を多様化することを支援して
います。
Kushona 縫製センターは、本報告年度
中に Kipushi プロジェクトにおいて設立
されました。この縫製センターでは、ハ
ンドミシンや工業用ミシンを使った縫
製のトレーニングを提供しています。
同センターの長期的なビジョンは、ゲ
ストハウスやオフィス用のすべてのユニフォームと室内装飾品
を Kipushi Mine に供給することです。現在 25 人の受益者が縫
製の授業を受けており、さらに 25 人の受益者の受け入れを計
画しています。

特別レポート

成人の識字能力がエンパワーメ
ントへの道を切り開く
アイヴァンホー は、Kipushi および Kamoa-Kakula プロジ
ェクトでのコミュニティスキル開発イニシアチブの一環とし
て、成人向けの識字プログラムに資金を提供しています。こ
のプログラムは、社会的弱者の識字率向上に専念している
Kinshasa ベースの非営利 NGO、Alfa Congo とのパートナー
シップです。授業では、初歩的な識字および計算能力に対す
る体系的アプローチを採り入れています。
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社会資本および関係資本
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KIPUSHI での INPP トレ
ーニング

KUSHONA で初めて証明書を受け取る縫製
の学生たち
KAMOA-KAKULA に新しく建設
された KAMISANGE スクールで
実施中の科学の授業

234
登録済み

の女性参
加者

5.3.2 教育インフラおよび支援

アイヴァンホー は、受入コミュニティで育っている多数の子供たちが、最終的には当社が開発している鉱山の労働力の一
部を形成することになると認識しています。総合的な中等教育もまた、鉱山の設置地域およびその周辺地域において起業家
が成功するための基礎を提供します。
以下の表は、プロジェクトの受入コミュニティにおける本報告年度中の教育インフラストラクチャと実施された支援プロジ
ェクトの概要を示しています。
教育インフラストラクチャとは、学校に提供される構造的または物質的な支援を指します。一方、教育支援とは、教師また
は生徒との直接的なトレーニングによって学習が強化されたプログラムを指します。

教育インフラ

残念なことに、2 つのプロジェクト受入コミュニティで、前
進の機会を模索している約 18 万人のうちの多くにとって、
文盲が大きな障害となる可能性があります。特に女性の識字
率が著しく低くなっています。国際的な調査では、女性は習
得したスキルや知識を子供に転移することが多く、この不均
衡を変えることで地域社会全体に利益をもたらせる可能性が
示されています。

Platreef
幼児保育センター
小学校

Kipushi プロジェクトでは、Kipushi の村と近くの Mimbulu
の村で 3 つの機能的識字教育が提供されています。構造化さ
れた読み書きプログラムの成功は予想を上回り、現在 250 名
を超える参加者が登録しています。

中等学校

特別支援教育機関

恩恵を受ける学校の総数：

Kamoa-Kakula の家禽プログラムの受益者は、識字能力向上
プログラムによって、事業費や収入を追跡し、家禽イニシア
チブの収益が預け入れている銀行とやり取りすることが可能
になることから、特に有用であると考えています。

受益者の総数：

KIPUSHI プロジェクトで実施中の ALFA CONGO の授業

Kamoa-Kakula

Kipushi

学校の数

受益者の数

学校の数

受益者の数

学校の数

受益者の数

2

190

0

0

1

60

1

500

3

327

0

0

5

3,500

1

103

2

1,200

1

26

0

0

0

0

9

4
4,216

3
430

グループ
合計

16
1,260

5,906
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特別レポート

PLATREEF プロジェクトにお
ける教育技術を通じてエクセ
レンスを教える

南アフリカ技術庁、南アフリカ教育評議会、ならびにプ
ロジェクト実施パートナーであるAMORICOM（南アフ
リカの技術専門のトレーニング会社）との連携を通じ
て、Platreef プロジェクトチームはPlatreef プロジェクト
の設置地域において、教師に対する革新的な技術ベースの
スキルメンタリングおよびコーチングプログラムを開始し
ました。このプログラムは、モコパネの 6 つの学校の教室
に設置されたインタラクティブホワイトボードを使って、
大学／専門学校の学生に対して教師が技術、数学、科学を
教えるのを支援することに重点を置いています。

インタラクティブホワイトボードはクラウドベースのソフ
PLATREEF プロジェクトで科学の授
トウェアを搭載しており、安定したインターネットアクセ
業を行う遠隔講師に耳を傾ける学
生たち

PLATREEF プロジェクトの
MOTSHITSHI 小学校で実施中の
ミニチェスプログラム

教育支援

奨学金（対象となる資格のある学童の教育支援）

奨学金（対象となる資格のある受入コミュニティからの大学／専門学
校の学生のための教育支援）
受入コミュニティの幼児センターにおける教育発展プログラム
受入コミュニティの小学校における教育発展プログラム

受入コミュニティの中等学校における教育発展プログラム
数学、科学、ITを目的とした教育発展プログラム

健康および／または安全のトピックを目的とした教育発展プログラム
教育消耗品支援
受益者の総数：

Platreef

KamoaKakula

Kipushi

受益者
の数

受益者
受益者数

受益者
受益者数

101

165

76

4

0

20

150

0

0

300

740

0

2,100

203

76

400

203

0

4,000

740

4,000

4,000

300

76

11,055

2,351

4,248

スがあれば、学生と教師はどこからでもウェブキャスト、
ウェビナー、eラーニング、リモートラボにアクセスでき
ます。Platreef プロジェクトはこのイニシアチブの一環と
してこれらの学校にインターネット機能を提供していま
す。
学生はリアルタイムでライブのオンラインセッションに参
加し、質問やコメントのためのインスタントテキストメッ
セージまたは音声オプションを通じて講師や他の学生と対
話することができます。また、ホワイトボードに描いたり
注釈を付けたり、スライドショーを表示したり、学習セッ
ションを補完する例やビデオを表示する「ウェブツアー」
を利用することもできます。

このプログラムでは、スタッフのファシリテーションスキ
ルを向上させる成果を確保するとともに、学習コンテンツ
への学習者の参加を促進するブレンド型学習を活用できる
ようにしています。これは、インタラクティブなバーチャ
ル教室での学習を通じて行われるもので、12 ヶ月間のメ
ンタリングおよびコーチングセッションによってサポート
され、この期間中に教師のスキルベースが向上されます。
合計 4,000 人の地元の学生がこのイニシアチブの恩恵を享
受しています。

グループ
合計

4,000

17,654

遠隔専門家による、インタラクティブホワイトボ
ードシステムを介した授業に参加する PLATREEF
プロジェクトの学生たち

このイニシアチブよ
る地元の学生へのメ
リット

6

モコパネの学校にイ
ンタラクティブホワイ
トボードを寄贈
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5.3.3 コミュニティインフラと支援

アイヴァンホー のグループコミュニティ開発戦略は、コミュニティの受益者および政府ベースの国内および地域開発計画と協
議しながら、当社のプロジェクトチームがコミュニティ開発プロジェクトを選択する指針となっています。幅広いメリットを
確保することは、コミュニティ開発プロジェクトを選択し実施する際のもう 1 つの戦略的考慮事項です。下の表は、2018 年中
にプロジェクトチームが実施したさまざまなコミュニティインフラストラクチャおよび支援プロジェクトの受益者の推定数を
示しています。

コミュニティインフラ

飲料水インフラの提供
無料 WiFi の提供
電気の供給

道路インフラ支援

コミュニティの建物のためのインフラ支援

コミュニティの衛生のためのインフラ支援
受益者の総数

Platreef

KamoaKakula

Kipushi

推定
受益者数

推定
受益者数

推定
受益者数

150

4,636

200,000

17,079

0

0

0

250

100,000

0

6,933

100,000

150

20

0

15,000

4,638

100,000

32,379

16,477

500,000

53

野菜

パイナップ
ルの生産は
スコープ段
階にあり
ます

445％
253％
2015 年から 2018 年に 2015 年から 2018 年に

かけて生産量が増加

かけて収入が増加1

33
11
恩恵を受ける家族の
受益コミュニティの数

グループ
合計

数

推定
受益者数

$1,714 2018 年の農家の平均所得

2

トウモロコシ

36%
36%
2017 年から 2018 年に 2017 年から 2018 年に

かけて生産量が増加

かけて収入が増加

92
14
恩恵を受ける家族の
受益コミュニティの数

548,856

数

Platreef プロジェクトでは、デジタルインク
ルージョンがほとんどのコミュニティメン
バーに行き届き、無料のオンラインツール
を通じて人々が教育的および社会経済的地
位を向上させる機会を提供しています。飲
料水および道路の修理は Kipushi コミュニ
ティの重要なニーズであり、この点に関す
る当社の取り組みは Kipushi の全人口に恩
恵をもたらします。他の 2 つのプロジェク
トよりもコミュニティの設置面積が小さい
Kamoa-Kakula では、本報告年度中に飲料水
と遠隔コミュニティへの道路アクセスが優
先されました。

$914 2018 年の農家の平均所得

2

特別レポート

KAMOA-KAKULA 生計向上プロジ
ェクト

KIPUSHI における太陽
エネルギーを利用した
飲料水井戸

KAMOA-KAKULA で
の遠隔コミュニテ
ィへの道路アクセ
スの提供と保守

控えめな規模で開始された Kamoa-Kakula での生計向上プロ
グラムは大規模な事業に発展し、トウモロコシや野菜を栽培
したり、家禽や蜂蜜を販売したりする何百人もの人々が恩恵
を受けています。スコープ段階のプロジェクトには、魚の養
殖とパイナップルとバナナの生産が含まれています。生計向
上プログラムには、デモ用の菜園も含まれています。ここで
は、コミュニティメンバーが自分の食糧菜園で慣行を応用す
るトレーニングを受ける前に、環境にやさしい農耕慣行が試
され、調整されています。このプログラムは、農家が自分た
ちの作物を鉱山キャンプのキッチンに販売し、さらにトウモ
ロコシを小麦粉に加工し、生産量を継続的に増やしていくの
に役立ちます。また農家は、ビジネストレーニングイニシア
チブを通じて、Kamoa-Kakula の企業およびサプライヤー開
発部門による支援も受けています。このプログラムは、鉱山
の地上インフラストラクチャ開発によって、畑へのアクセス
を失った地元の農家のために Kamoa-Kakula プロジェクト
が実施した生計回復プログラムの重要な部分となっています
（54 ページの 5.3.4 章を参照）。

蜂の飼育

2受益コミュニティの数 30
恩恵を受ける家族
の数

$614 2018 年の農家の平均所得

家禽

2受益コミュニティの数 253％
2015 年から 2018 年に
26
恩恵を受ける家族の

かけて収入が増加1

数

$236 2018 年の農家の平均所得

2

1
2

価値が異なるさまざまな野菜作物による変動
家族および拡大家族による消費後の売上
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5.3.4 生計回復プログラム
PLATREEF プロジェクト

当社は、長期的な地表リース契約プロセスおよび影響を受ける土地利用
者の生計回復プロセスに取り組んでいます。2017 年に初の墓地移転プロ
セスを無事完了したほか、2019 年にもさらに墓地移転プロセスを計画し
ており、現在許可証の承認を待っています。

長期的な地表リース契約の背景

>> Platreef プロジェクトが開発されている表面積は地元のコミュニティ
に属しており、コミュニティの利益のために中央政府によって信託さ
れています。
>> この地域の地表権は、この地域のトラディショナルオーソリティによ
って農地として分配されています。
>> 3 つのコミュニティで個人的に自給自足するトウモロコシ農家と家畜
農家は、プロジェクトの開発によって、トウモロコシ畑と放牧地への
アクセスを制限されています。
>> 同プロジェクトチームは、影響を受けたコミュニティと締結した地表
リースの仮契約における合意事項に基づき、影響を受けた地主に補償
しました。
>> それらの仮契約は、影響を受けた個人のための生計回復プログラムを
含む長期地表リース契約に置き換えられます。
>> 長期地表リース補償は、第三者による土地の査定に基づきます。
>> このプロセスには、次の政府部門が関与しています。農村開発土地改
革省（DRDLR）および協働統治人間居住伝統問題省（COGHSTA）。
長期地表リースプロセスは、DRDLR によって規定および指示されて
います。
>> この長期地表リース契約は、影響を受けた各コミュニティそれぞれに
対する共同補償、ならびに影響を受けた自足自給のトウモロコシと畜
産農家の個々の生計回復を定めるものです。

個人の生計回復プロセス、スケジュール
の概要、および現在の進捗状況

>> 2018 年には、最も影響を受けた土地利用者（トウモロコシ畑の所有者
と家畜の所有者）を対象とする農業に関するベースライン調査が完了
しました。
>> このベースライン調査中に収集されたデータは、代替の生計手段に関
する継続的な調査に役立ちます。
>> ベースライン調査中に収集されたデータに基づく資産の査定および補
償の枠組みが現在進行中です。
>> 本報告年度中、Platreef プロジェクトは、補償プロセスのベストプラク
ティスガバナンスを確保するために、Borealis のステークホルダー管
理システムに関するすべての生計回復関連データを収集しました。
>> 生計回復の選択肢に関する影響を受けた個人とのエンゲージメント
は、影響を受けた個人との間で締結する公式な生計回復契約に役立つ
ことになります。
>> 合意された期間中に、個々の生計回復計画を実行に移すことにより、
生計回復支援が提供されます。

PLATREEF プロジェ
クトの航空写真

Platreef
転居の種類
経済的損失

経済的損失

転居の理由

鉱山インフラ開発
鉱山インフラ開発

経済活動の
種類

トウモロコシ農業
牛の放牧

影響を受け
る個人の数

影響を受け
るコミュニ
ティの数

77

1

296

2

現状

補償枠組みの開発
補償枠組みの開発
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KAMOA-KAKULA
での転居。新
しい家の外
で誇らしげな
家族

KAMOA-KAKULA プロジェクト

Kamoa-Kakula プロジェクトの地上インフラストラクチャとアクセス道路の
開発は、小規模農家の経済的損失とその地域に住む家族の転居を必要としま
した。引っ越しの理由は以下の活動によります。
>>
>>
>>
>>

Kakula Mine の地上インフラ。
電力線とバイパス道路の開発。
Kamoa の住宅キャンプフェンスの延長。
空港道路の開発。

経済的損失および世帯の転居プロセスの管理は以下の手順に従って行われました。

1

影響を受ける地域、農家、世帯主を特定する。

2

影響を受ける人々、地元のトラディショナルオーソリティ、地域管理者、および農務
省の地方事務所と共同による転居ワーキンググループを作成する。

3

農地の大きさ、作物の種類、構造物の種類と大きさを判定するためのベースライン調
査を実施する。

世帯転居による影響を
受けたKAKULAの典型的
な集落 1

4

経済的損失と世帯転居それぞれの補償枠組みに関して合意する。加えて、共同資産へ
のアクセスの喪失に対する共同補償に関すて合意する。

次の表は、Kamoa-Kakula チームが第三者の転居コン
サルタントおよび関連する DRC 政府部門と協力して
行った世帯の転居および経済的損失に関する活動の概
要を示すものです。

5

影響を受けた農家に対して作物の価値に応じて経済的損失を補償するとともに、他の
畑で作物を見つけ、整備し、植えることを支援する。

Kamoa-Kakula

6

影響を受けた人々が銀行口座を開設して補償金を安全に預金できるように支援する。

7

世帯転居の場合、地方当局と新しい家のための土地を交渉して、合意された仕様で家
を新築する。

8

校舎、飲料水井戸、太陽光発電などの共同補償プロジェクトを実施する。

1

転居の種類

転居の理由

経済活動の
種類／構造
物の種類

世帯の転居

鉱山の地上インフ
ラ、道路

小さな集落の伝
統的な家1

経済的損失

鉱山の地上インフ
ラ、道路

農業

集落は家の小さなグループで、多くは 1 つの拡大家族の家で構成されています

KAMOA-KAKULA にお
ける共同補償の一環
として建設された教
室の 1 つ

影響を受け
る家族／農
家の数
58

170

影響を受け
るコミュニ
ティの数

16 の集落1
3 つのコミュニ
ティ
16 の集落
3 つのコミュニ
ティ1

現状
完了済み
95％ 完了

57

58
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5.4.2 コンプライアンスと継続的なモニタリング

地域の規制を遵守し、周囲の環境への潜在的な影響を最適化することは、私たちにとって大事なことです。私たちの主要プロジ
ェクトにおける環境影響評価（Environmental Impact Assessments/EIA）は、それぞれのプロジェクトの調査段階に応じて、更新
される段階がさまざまです。以下の表は、現在までの進捗の概要を示しています：

プロジェクト

5.4 自然資
本

アイヴァンホー・マインズは、開発中の
プロジェクトにおける自然環境への責任
ある管理に尽力しています。環境への影
響を最小限に抑えるための予防的なシス
テムと、環境への影響が避けられない場
合の緩和策を実施しています。

道路とアク
セス開発を
議論するカ
モア-カクラ
チーム

5.4.1 環境への影響を管理しと天然資源を保護するための戦
略的アプローチ
アイヴァンホー・マインズの環境管理戦略モデル
継続的なフィードバックと改善

積極的な環境管理要
素
法的枠組みの遵守

リスクと環境影響の評価
エンジニアリングの管理と
ベストプラクティス

温室効果ガスの排出
水の使用と排出

廃水および廃棄物
管理
土地の質

生物の多様性

環境管理計画

反応主導の環境管理
要素
ステークホルダー環境能力
の構築
ステークホルダーへの報告
インシデントへの対応
影響の軽減と管理
環境モニタリングとデー
タ更新

環境に配慮した日常業務
継続的なフィードバックと改善

調査段階

プラットリーフ

４Mtpaの確定的実現可能性調
査（Definitive Feasibility Study/
DFS）完了

キプシ

>> 事前実現可能性調査（PreFeasibility Study/PFS）完了
>> 最終的な実現可能性調査
（Feasibility Study/FS）が
2018年第１四半期に開始

カモア-カクラ

2019年初頭に研究が完了：
>> ステージ１のカクラ鉱山開
発６Mtpaの事前実現可能性
調査
>> カモア-カクラにおける
統合18Mtpaの３段階開
発のための予備的経済評
価（Preliminary Economic
Assessment/PEA）

EIAとコンプライアンスステータス
>> EIAの完了
>> EIA修正案の承認済み、審判請求の結果待ち
>> 積極的な環境管理計画（Environmental Management Plan/
EMP）の整理完了
>> 水道衛生省によって承認された水使用許可

>> 全EIAの更新が完了、現在承認待ち
>> 2018年に環境部門監査が完了、業務環境管理計画が更新され
実施される
>> 改訂された統合予備的経済評価の分野を含むようEIAを更新
中
>> 積極的なEMPを導入
>> 研究の進行に伴うEIAの継続的な修正

プラットリーフとカモア-カクラで承認された環境管理計画（EMP）とキプシでの最新の実践基準に基づいて、以下の環境モニ
タリングがそれぞれのプロジェクトで継続的に行われます。
カモア-カクラでの地表
水検査

アイヴァンホー・マインズの業績
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アイヴァンホーのプロジェクトにおけるモニタリング業務
大気質

はい

カモア-カクラ

キプシ

ESIA専門家による研究の一環として1

地表水

はい

ESIA専門家による研究の一環として1

ノイズ

はい

1

地下水

はい

はい

はい

はい

気象データ

はい

はい

廃棄物モニタリング

はい

はい

従業員の住居用飲料水

地域社会のための飲料水

現在のESIAの更新が完了するまで内部で実施

はい
はい
はい

モニタリング報告書は、EMPの要件に従って各規制当局に
提出されます。現在、モニタリングデータから特定された、
鉱業活動の結果とされる重大な影響はありません。報告期間
中、プロジェクトでは以下の数の環境インシデントが発生し
ました。主に水漏れによるものです：
>> プラットリーフ・プロジェクトで11件、
>> キプシ・プロジェクトで５件、
>> カモア-カクラ・プロジェクトで３件。

カモア-カクラ
における水流
モニタリング
評価

はい
はい
はい

はい
はい

はい

ESIA専門家による研究の一環として

振動（発破による）

温室効果ガス排出量データ

1

プラットリーフ

アイヴァンホー・マインズの業績
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ESIA専門家による研
究の一環として1

採掘開始後に実施
する
はい
はい
はい
はい
はい

これらすべてのインシデントは、関連する標準実施要領に従
って緩和等処理され、同様のインシデントを防ぐために影響
を受けた地域で管理が実施された。
環境規制、ライセンス、およびEMPへのコンプライアンス
は、プラットリーフ・プロジェクトの中央クラウドベースの
コンプライアンス追跡手順から管理され、カモア-カクラと
キプシでシステムの実装が進行中です。規制要件に従って、
３つのプロジェクトすべてでコンプライアンスについて年１
回の独立監査が実施されます。
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5.4.3 環境目標と取り組み

各プロジェクトの環境目標は、各プロジェクトのEMPで規定されており、以下のカテゴリが含まれます：インシデントの予防と管
理、継続的な環境リスク評価、すべての現場スタッフおよび請負業者に対する環境への誘導、環境問題に関するスタッフとコミュ
ニティの能力開発。各プロジェクトにおける環境への取り組みは以下の通りです。

取り組み

インシデント防止と継続的な
リスク管理
実施された環境誘導の数

プラットリーフ

キプシ

カモア-カクラ

現場管理と連携した定期的な環境監査
1,082

スタッフの能力開発

>> 廃棄物管理
>> 月毎の環境議題

コミュニティの能力開発

>> 植樹祭日の学校訪問と
毎年の環境イノベーシ
ョン・コンテスト

149
>> スピルキットのデモン
ストレーション
>> 月毎の環境議題

>> 主要アクセス道路にお
ける地域環境浄化キャ
ンペーン

1,365
>> 月毎の環境議題
>> 二つのコミュニティにお
けるコミュニティ環境浄
化キャンペーン

特別レポート

モコパネの若者が環境革
新を推進

プラットリーフ・プロジェクトの環境部
は、2018年から年一回の科学コンテストを開催
しました。このコンテストの目的は、空気や水の
質、再生可能エネルギー、固形廃棄物のリサイク
ルなどの環境問題に取り組むのに役立つ創造的な
アイデアを探求し開発することを学生に奨励する
ことです。
プラットリーフ・プロジェクト近くのモコパネ・
コミュニティの地元中学校の７つのチームは、政
府部門からの審査員団に彼らの提案を提示しまし
た。優れたプレゼンテーションの中から、ンカカ
ビディ中学校のチームが優勝しました。ンカカビ
ディの学生は、南アフリカ原産の多肉植物である
スペクブームが、大気から二酸化炭素を除去する
のに非常に効果的であることを実証しました。ス
ペクブームはエレファント・フードとも呼ばれ、
１ヘクタールあたりでの炭素除去の効果は熱帯林
の10倍と言われ、気候変動と闘うための非常に
重要な手段となり得ます。ンカカビディ中学校に
は1万ランド（約77,000円）の賞金が贈られ、チ
ームの各メンバーには更なる革新的な思考の手助
けとしてタブレットが贈られました。

科学コンテストで優
勝したチームとアイ
ヴァンプラッツ環境
チーム

スペクブー
キャプション
ムは

10倍
熱帯林より

も炭素除去
に効果的

スペクブ
ーム

アイヴァンホーマインズ サステナビリティレポート2018

62

アイヴァンホー・マインズの業績
自然資本

アイヴァンホー・マインズの業績
自然資本

B.水リスクへの対応

コンゴ民主共和国には水源が豊富であり、これまでの調査
ではキプシとカモア-カクラのプロジェクトには複数の潜在
的な水源があることが示されていますが、どちらのプロジ
ェクトも継続的に地下洪水の危険にさらされています。リ
スク管理戦略には、一次排水システム、障害発生時のバッ
クアップシステム、および洪水時の緊急対応計画が含まれ
ます。
プラットリーフ・プロジェクトは水が乏しい地域にあるた
め、十分な水源と水量を確保することは難題です。このリ
スクを軽減するために、プラットリーフ・プロジェクトチ
ームは、今後の水開発プロジェクトへの関心またはアクセ
ス権を確保する必要があります。そのようなアクセスの手
段には、水源に対する商業的権利を確保すること、プラッ
トリーフ・プロジェクトに水を輸送するためのインフラス
トラクチャーを開発すること、そして必要な政府および規
制の許可を得ることが含まれます。現在、プラットリー
フ・プロジェクトチームは、このリスクを軽減するために
以下の活動に取り組んでいます：

5.4.4 水の管理

採鉱プロジェクトの開発には、シャフトの沈下作業、地表インフ
ラの建設、ならびに発破中および運搬道路での粉塵抑制のために
大量の水が必要です。アイヴァンホー・マインズのプロジェクト
は、水に関する多様な課題に直面しています。水不足は、プラッ
トリーフ・プロジェクトの主要なリスクとして認識されていま
す。しかし、カモア-カクラとキプシのプロジェクトでの水の収支
はプラスであり、開発作業を保護するために洪水のリスクを継続
的に軽減しています。

キプシ・プロジ
ェクトにおける
排水ポンプの
検査

>>
>>
>>
>>

A.主要な水質測定基準

以下の表は、当社の主要プロジェクトにおける水の管理の重要な指標の概要を示しています。

アイヴァンホー・マインズ現場レベルの水出納表（年間メガリットル）

グループ
2017

2018

出金

26,735

消費

排水

プラットリーフ
2017

2018年

24,357

10,4

18,969

17,637

8,040

6,720

キプシ
2017

2018年

9

25,404

1,6

0

8,8

9

2017

2018年

23,391

1,321

957

17,520

16,732

1,174

905

7,884

6,659

147

52

現在採水されている地下水の最大量（年間約2,000メガリットル）はキプ
シ・プロジェクトで、社会開発イニシアチブの一環としてキプシ町（18万
人）に飲料水を提供する飲料水ステーションに当てられています。キプシ
鉱山には地下活動を可能にするために表面に汲み上げられている過剰な地
下水があり、この継続的な揚水がキプシ・プロジェクトの高い取水量に貢
献しています。

水源

地下水 - 再生可能

地下水 - 再生不可能
工程用水

プラットリ
ーフ
ü

ü

ü

ü

ü

ü

特定の停止条件を課された合意内容の下、アイヴァンプラッ
ツはマソディ処理場を完成させるために最高で2億4800万ラ
ンド（およそ21億円）までの認定された費用を自治体に財政
援助します。アイヴァンプラッツは、投資済みの初期資本の
一部を相殺するために、最初の10Ml/日の間、1000リットル
当たりR5の割引料金で処理済み廃水を購入します。
アイヴァンプラッツは、2019年1月に統合水使用ライセンス
を受けました。これは30年間有効で、プラットリーフ・プロ
ジェクトがDFSでの計画に沿って水を使用することを可能に
します。

キプシ町の夜
明け

ガバナンス

機会と脅威
コミュニケーション

飲料用水道から
水を汲むキプシ
の女性たち

2018年5月7日、アイヴァンホーは、プラットリーフでの生
産の第一段階に必要な水の大部分を地元の処理水から供給す
るとする新たな協定に署名したことを発表しました。モガラ
クウェナ地方自治体は、モコパネの新しいマソディ処理場
（Masodi Treatment Works）から一日最低500万リットルの
処理水を、2022年から32年間供給することに合意しました。
初期供給はプラットリーフの進行中の地下鉱山開発と地表イ
ンフラ建設に使われることになります。

アイヴァンホー・マインズの主要プロジェクトは、気候変動による物理的および政策的影響にさらされています。私たちは、
気候変動の影響が私たちの開発中のプロジェクトに与える可能性のある社会的、環境的、インフラストラクチャーおよび財政
的な影響を強く認識しています。私たちの気候変動戦略は次の図にまとめられています：

ターゲットとイニシアチブ

キプシ カモア-カクラ

>> 非公認であった飲料水とコミュニティの水タンクの提供に
よる、地域コミュニティとのつながりの強化

5.4.5 気候変動とエネルギー

排出ガス評価

この報告期間のグループ平均水使用量は、2017年の報告年よりも20％少な
くなっています。カモア-カクラやプラットリーフでの活動の増加やキプ
シでの継続的な排水活動にもかかわらず水の消費量が少ないのは、重要な
測定ポイントに流量計を設置することによる水管理の改善とより正確な測
定によるものです。

各プロジェクトの取水源

カモア-カクラ

公共政策立案機関との関わり
河川流域における他の利害関係機関との関わり
公共水インフラ投資
公共水インフラ整備
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気候変動戦略計画
の実施
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報告年の間に、アイヴァンホーは最初の公的気候変動CDPの回答を提出しました。CDPへの回答の概要は以下の表に示されて
います：
要素

詳細

ガバナンス

>> 会社の方針を全体的な気候変動戦略に合
わせる
>> 業務チームに責任者を任命する

排出ガス評価

>> 気候変動関連データを収集し、温室効果ガ
ス排出係数を計算する

ターゲットとイニシアチブ

>> 温室効果ガスの排出量をどのように削減/
最小化できるかを規定した科学に基づく目
標と取り組みを設定

機会と脅威

>> 温室効果ガスの排出量を削減する機会と気
候変動の影響の特定

コミュニケーション

>> さまざまな利害関係者グループとの気候変
動に関する意識を高めるためのコミュニケ
ーション計画を実施

プロジェクトごとのアイヴァンホー・マインズの
排出係数
グループ

スコープ1（メートル
トンCO2e）

プラットリーフ

カモア-カクラ
キプシ

スコープ2（メートル
トンCO2e）

3,963

7,324

237

6,953

3,270

218

429

153

進捗

>> 影響を受けるポリシーの更新、および承認
待ち
>> プロジェクトの環境管理者を責任者に任命

アイヴァンホー・マインズの業績
自然資本

5.4.6 生物多様性と土地利用

採鉱事業の発展は物理的環境に直接影響を及ぼし、これらの活動は近隣の自然環境に影響を及ぼします。私たちが活動してい
る環境における生物の多様性の理解することは、プロジェクトにおけるEIAプロセスにおいて重要な役割を担うだけでなく、私
たちのEMPが、事業を行っている地域における生物多様性の保護に尽力することが、環境管理戦略において優先されます。

>> 3つのプロジェクトすべてが、報告年度中に
温室効果ガスデータセットを提出（下記の
表を参照）
>> 3つのプロジェクトはすべてまだ開発中であ
り、定常生産に達する前に建設活動を強化
する可能性が高い
>> 鉱山が生産段階にあるときのターゲットと
イニシアチブはエネルギー効率の計画を目
的とする
>> 現場レベルでは、プロジェクト計画におけ
る代替エネルギー戦略を含むエネルギー効
率化イニシアチブを通じて機会と脅威に対
処
>> 現場レベルでの従業員との気候変動啓発キ
ャンペーンを実施
>> 従業員が通勤アンケートに回答

カモア-カクラおよびキプシ・プロジェクトのScope 2排出
係数が低く抑えられるのは、これら2つのプロジェクトへの
電力供給が環境に優しい水力発電からのものだからです。カ
モア-カクラ・プロジェクトでは、従業員は会社のバスで相
対的に長距離を移動する必要があり、それが他の２つのプロ
ジェクトと比較してScope 1の高い排出係数の一因となって
います。2018年のデータは、プロジェクトの温室効果ガス
排出量をモニターするためのベースラインデータとなってい
ます。

カモア-カクラの在来種の
ための苗床で種袋を用意
するコミュニティ・ボラン
ティア
以下の表は、各プロジェクトにおける生物多様性管理の進捗状況の概要を示しています。

プラットリーフ

>> 敷地内に設置された柵で囲まれた
プロジェクト地域における生物多様
性管理計画とデータベースが開発さ
れる
>> 自然保護区への移転のために現地で
動物種を捕獲する活動が進行中

カモア-カクラ・プロジ
ェクトにクリーンな水
力発電をもたらす電力
線をモニタリングする
技術者たち
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キプシ

>> EMPの一環として生物多様性管理計
画を提出
>> 当局に対する最新のESIA報告書の提
出後、承認されたEMP（生物多様性
管理を含む）が用意される

カモア-カクラ

>> 積極的な在来種植林プログラムの
実施
>> 植林プログラムで使用するための
苗木が現地で成長
>> 現場での継続的なドリル現場の検
査と再生
>> 生活プログラムにおけるコミュニ
ティでの森林農業技術の重要視

立法上および規制上の発展、ならびにさまざまな利害関係者グループとの継続的な関与が、現在行われている研究によって提
供されるベースライン情報に加えて、それぞれのプロジェクトにおける土地利用計画を導きます。

カモア-カクラまたはキプシESIAプロセスでは、自然環境遺産への影響は確認されていません。2017年にプラットリーフ・プロ
ジェクトで報告されたように、3つの遺跡（石器時代（2）と鉄器時代（1））が確認されています。3つの遺跡のうち緩和が必
要とされた2つは、法定プロセスに従い2人の考古学者によって完了されました。プラットリーフ・プロジェクトでは、新しい
自然環境遺産は確認されていません。

66

アイヴァンホーマインズ サステナビリティレポート2018

5.4.7 廃棄物管理

業務レベルでは、アイヴァンホー・マインズは各プロジェ
クトで発生する廃棄物の量を減らすことに重点を置いてい
ます。紙、有機材料、石油などの廃棄物は可能な限りリサ
イクルされており、廃棄物を減らすための活動を管理する
ことに加えて、自然環境と周囲の地域社会への影響を最小
にするために関連する廃棄物法の遵守を徹底しています。
業務レベルでは、廃棄物管理アプローチは、プロジェクト
に適用される関連法規、ライセンスによって通知され、す
べてのプロジェクトでは、廃棄物管理の手順もそれぞれの
EMPに規定されています。

アイヴァンホー・マインズの業績
自然資本

アイヴァンホー・マインズの業績
自然資本
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特別レポート

安全を最優先に：尾鉱貯蔵施設

3つの現場すべてで廃棄物インベントリが整備されています
が、これらはプロジェクトの各工程で発生する廃棄物の発生
源、量および種類、ならびに処理方法を説明しています。家庭
廃棄物は認可された埋立地に処分され、油などの有害廃棄物は
専門のサービス提供者を通じてリサイクルされるか、または安
全処理証明書のある施設を通じて処分されます。

アイヴァンホー・マインズは、鉱山の設計と開発に対する安全で現代的かつ革新的なアプローチに誇りを持っています。
私たちのプロジェクトがステークホルダーに与える影響を慎重に検討することによって、労働者と受け入れコミュニティ
の安全を優先します。
私たちの鉱山設計チームは、3つの主要プロジェクトそれぞれの尾鉱貯蔵施設を設計するなど、地質学的、水文地質学
的、環境的、社会的条件などの要素を慎重に考慮しながら、国際的な専門家と緊密に協力しています。これらの設計は、
可能性のあるすべてのリスクが確実に考慮され、適切な緩和策が計画、実施、および監視されるようにするために、厳格
な社内および社外の点検要項に従います。

プラットリーフ・プロジェクトとカモア-カクラ・プロジェク
トでは、廃岩廃棄場は特的の仕様で管理され、埃や浸食を防ぐ
ために植生されています。

TSF計画では、尾鉱の60〜80％を地下に埋め戻すことができますが、その結果として、私たちの尾鉱跡は他の事業よりも
比較的小さいものになります。ブラジルのVale社のブルマディンホ鉄鉱石鉱山での最新のTSF設計上でのインシデントの
後、理事会はグループ全体のTSF設計すべての独立した審査を委任しました。

尾鉱貯蔵施設の設計概要

設計基準
タイプ

堆積方法
排水システム
抑制土手
ライナー（内張り）

キプシ

100メートル幅ハイブリッド・
パドック堆積

人口壁後側のスピゴット
（栓）

人口壁後側の開放

追加の安全機能としての下流
設計

必要なし

要考慮

はい、60％がペースト埋め立
て工場を介して地下に戻され、
完了した鉱山の採掘場を埋め
戻し済み

はい、ペースト埋め立て工
場を介して55％を地下に
戻し、完了した鉱山の採掘
場を埋め戻し済み

地震荷重が低く、蒸発量が大き
い南アフリカの条件に適した上
流設計（審議中）
煙突排水システム

人口土壁を持つ下流設計

カーテン排水システム

人口土壁を持つ下流設計

カーテン排水システム（内
張りが必要な場合は追加の
排水が必要）

高密度ポリエチレン・ラ
イナー

ライナーへの必要条件が
要確認

承認

南アフリカの水道衛生省

外部審査の実施状況

>> 技術レポートのファイ
リングの一部としての
OreWin、MSAおよびMDM
>> 貸主のデューデリジェン
ス・プロセスの一環として
のIBISコンサルティングおよ
びChlumsky、Armbrustおよ
びMeyer、LLC（米国）

鉱業環境保護のためのコ
ンゴ民主共和国理事会
（DPEM）

鉱業環境保護のためのコ
ンゴ民主共和国理事会
（DPEM）

Peter LighthallおよびJohn
A Wates（コンサルティ
ング地盤工学技術者）に
よる追加の国際的な独立
した審査
1

カモア-カクラ

承認済み高密度ポリエチレン・
ライナー

鉱山の埋め戻しとして使
用済みか

カクラ開発の航空写真

プラットリーフ

進行中

技術レポートのファイ
リングの一部としての
OreWin、MSAおよびMDM

進行中

すべての技術レポートについては、www.ivanhoemines.comおよびwww.sedar.comを参照してください

尾鉱は埋め戻し処理への
使用はされなかったもの
の、DMS廃棄は使用さ
れ、ROMの23％が尾鉱ダ
ムへ

技術レポートのファイ
リングの一部としての
OreWin、MSAおよびMDM1

進行中
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アイヴァンホー・マインズの業績
知的資本

アイヴァンホー・マインズの業績
知的資本

地質管理への洞察を提供するために、さまざまな手法を使用し
て大量のデータが収集されます。従業員はこれらの地質管理を
理解するよう努めており、得られた洞察によって調査は大成功
を収めています。自然界のシステムは理解やモデル化が非常に
困難であり、予測がさらに困難です。鉱物資源開発を支援し、
必要なリスクを負うことを厭わない経営陣の意気込みは、資源
開発への投資を通じて、富はその知的資本に内在するというこ
とを気づかせました。

“

カモア-カクラのWestern Forelandでの最新の探査の成功は、私
たち独自の探査モデルを証明するものでした。Bernstein
Researchのアナリストによって発表された2019年2月の研究報
告では、カモア-カクラは次のように記述されていました：

5.5 知的資本

アイヴァンホー・マインズは、知的資本を、富を生み出す
ために使用できる知識として定義しています。この知識は
会社の人的資本に包含されており、採用および維持戦略で
慎重に検討されています。情報管理システムなど、従業員
の仕事を支える仕組みも、私たちの知的資本の重要な部分
と見なされています。

プラットリーフでのチー
ム会議
その分野で最高峰とされるコンサルタント、そして会社の
知的資本をさらに強化する学術界（個人および学術機関）
の甚大な関与によって補完されており、この豊富な知識は
プロジェクトでの技術移転プログラムと実地訓練を通じて
現地の従業員に伝えられています。

アイヴァンホー・マインズの知的資本は、トレーニングや指導
教育への取り組み、およびプロジェクトが正常に実行されたと
きに行われる包括的学習への従業員の参加、プロジェクト間で
のベストプラクティスの共有および革新的なソリューションの
開発を通じて構築されます。これらの知的資本が、3つの主要
プロジェクトを開発しながらも会社に競争上の優位性を与えま
す。

資源開発

アイヴァンホー・マインズは、3つの非常にユニークな鉱床の発
見と開発に誇りを持っています。私たちの地質学の専門家は、
幅広い環境と堆積方法における経験を持つ様々な背景を持って
おり、この幅広い経験の基盤は、会社の鉱物資源開発の支援に
役立つ明確な競争上の優位性を提供します。この経験基盤は、

カモア-カクラ地質
学者によるコアサ
ンプルの記録

”

今日における世界で最も
重要でエキサイティングな
鉱業プロジェクト。

前部西部の探鉱地域での掘
削装置

情報管理システム
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アイヴァンホー・マインズは、その知的資本を構成する
情報の整合性とセキュリティを重視しています。この目
的に向け、会社は、従業員が資源モデリング、鉱山計
画、健康、安全および環境管理ならびにステークホルダ
ー管理などの様々な分野に高度な技術および分析を適用
することを可能にする包括的な専門家データ管理システ
ムを調達しました。これらのシステムは、会社の主要プ
ロジェクトにおけるさまざまな事業分野についての洞察
を得るためのツールを従業員に提供し、革新的な思考の
訓練を可能にします。
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5.6 インフラ資本

アイヴァンホー・マインズの業績
インフラ資本

新興国での採鉱プロジェクトの開発は、電力の安定供給や輸出港へ
のアクセスの確保など、独自の課題を抱えています。アイヴァンホ
ー・マインズは、アフリカのインフラに関する官民パートナーシッ
プのリーダーとしての地位を確立しています。
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5.6.1 大量電力

プラットリーフ・プロジェクトで、経営陣は
ESKOM、南アフリカの公共電力会社、そして地
方自治体や地域社会の協力を取り付け、5メガボ
ルト・アンプ（MVA）の電力線を鉱山開発現場
まで引いて鉱山建設中の電力を供給しました。
さらにチームは自作オプションの交渉を通じて
70MVAの永久電力を確保し、これにより会社は
必要な電力線インフラストラクチャーを構築す
ることになります。
エネルギー効率の高い設計と計画がDFS全体に
適用され、リソースの効率的な使用が保証され
ましたが、この地域で第三者の独立電力供給者
（IPP）100MVA太陽光発電プロジェクトに参加
する可能性もDFSの間に調査されました。

カモア-カクラとキプシはすでに水力発電を利用
しており、すべての事業に太陽光発電を組み込
む方法を模索していますが、キプシでは、停電
の危険性を排除するために120kwの二重供給ラ
インが設置されました。

アイヴァンホー・マインズは、コンゴ民主共和
国のムワディングシャ水力発電所での作業の改
善を主導する主要パートナーであり、このイニ
シアチブは現場での主要機器の納入において大
きな進歩を遂げました。発電所は、腐食の進行
段階にあることが判明した導水路の区画を交換
するために閉鎖されましたが、最先端の制御と
設備で全面的に改装され近代化されたタービン
の段階的な再試運転は2019年に開始され、2020
年第3四半期に完了する見通しであり、改装され
た発電所は、約72メガワット（MW）のクリー
ンな水力発電容量まで10％増加した出力を供給
するでしょう。

特別レポート

協力的なパートナーシップを通じたコミュニティの構築

アイヴァンホー・マインズ、ジジン、SNELの水力発電のパートナーシップにおける主な活動は、ムワディングシャと
ンジロの発電所に集中しています。契約の一環として、そして協力的パートナーシップ精神の下、アイヴァンホーはこ
れら2つの現場で企業の社会的投資イニシアチブに投資することに同意しました。このイニシアチブは、アイヴァンホ
ーチームと協力して発電所を改修するSNELの従業員の生活および労働条件の改善を目指しています。アイヴァンホー
とSNELの水力発電のパートナーシップの一環として、以下の企業の社会的投資イニシアチブが完了しました：
>> 激しい暴風雨による損壊後のンジロのSNEL従業員収容施設の緊急修理

>> ムワディングシャの町に住むSNEL従業員のための60人乗りバスの寄付
>> リカシからムワディングシャまでの道路80kmの修理

>> SNELの従業員のためのムワディングシャ町の5つの新しい家の建設と10の古い家の改修
>> 住民への電力供給のためのムワディングシャ町への変電所（500 kVA - 6.6/0.4kV）の設置
>> ムワディングシャ町のための飲料水施設の設置
>> ムワディンシャ病院の改装と病院備品の寄付

ムワディングシャでの作業は、最終的に3つの水
力発電所からの生産量を見直し、増産する計画
の一部であり、コンゴ民主共和国の国有電力会
社SNELと連携するジジンとアイヴァンホー・マ
インズの指導の下、スイス、ローザンヌのエン
ジニアリング会社のStuckyによって行われてい
ます。再調整が完了すれば、3つの発電所は全国
送電網のためのおよそ200MWの電力の合計設備
容量を持つことになり、これはカモア-カクラ・
プロジェクトにとって十分以上であると予想さ
れます。

カンソコ鉱山、カクラ鉱山およびカモア・キャ
ンプは、2017年12月にカンソコとカクラ間の12
キロメートル、120キロボルト、双対回路の送電
線が完成して以来、全国の水力発電網に接続さ
れ、変電所、架空送電線および地上ケーブルを
含む、通気軸および鉱山への恒久的な11キロボ
ルトの網状組織の設計が開始されました。
キプシ・プロジェ
クトでの電力線の
改修

アイヴァンホーのプロ
ジェクトから恩恵を
受けるコミュニティ、
ムワディングシャ町
の空撮
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アイヴァンホー・マインズの業績
インフラ資本

5.6.2 インフラへの
アクセス

終わりに

効率的な開発作業には、鉱山開発分野へ
の信頼性の高い安全なインフラストラク
チャーの提供が不可欠です。アイヴァン
ホー・マインズの事業チームは、その事
業分野において関係当局と積極的なパー
トナーシップを結び、従業員と請負業者
が職場に簡単かつ安全にアクセスできる
ようにしており、継続的な関与と戦略的
パートナーとの共同作業により、鉱山で
の生産が始まると効率的な鉱物の運搬が
可能になります。次の表は、各現場にお
けるインフラストラクチャーへのアクセ
ス開発に関する進捗状況の概要を示して
います：

アイヴァンホー・マインズは、従
業員に尽くすこと、ステークホ
ルダーの利益確保への取り組み、
および事業を行う地域における探
鉱、開発および事業活動による環
境への影響を最小限に抑えること
に関して、国際的なベストプラク
ティスのガイドラインに従うこと
を約束します。
デメリットを最小限に抑え、有意
義な社会的および経済的成長を促
進するという戦略的コミットメン
トの遂行に関連するアイヴァンホ
ーの活動について、ステークホル
ダー全員が意見を共有することを
奨励しています。

カクラ鉱山の地
表インフラのた
めのフェンス
を張る場所を決
める

プラットリーフ

南アフリカ国道局（South African National
Roads Agency Limited/SANRAL）との継
続的な関与により、国道（N11）を改良
する。
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キプシ

2017年10月に、主要鉄道網に接続
しているキプシ鉱山とムナマ町の間
の鉄道支線の再開について、アイ
ヴァンホー・マインズとコンゴ国鉄
（Société Nationale des Chemins de
Fers du Congo/SNCC）の間で協議
書（Memorandum of Understanding/
MOU）が調印されました。主要鉄道網
とルブンバシ-サカニア間の連結は、銅
ベルトとダーバン港を結ぶ南北回廊の
一部であり、この回廊はサハラ以南の
アフリカで最も有名な鉄道回廊です。
コンゴ国鉄との協議書の署名の際に、
アイヴァンホーは支線に必要なエンジ
ニアリングの実現可能性調査を依頼し
ましたが、亜鉛精鉱を輸送するための
選択肢のさらなる調査が進行中です。

カモア-カクラ

カモア-カクラとコルウェジ、そして
住宅キャンプと2つの開発現場を結ぶ
道路網が整備、維持されています。

コルウェジ空港とカモア-カクラの間
の直通道路の計画と交渉は、コンゴ民
主共和国政府やその地域の他の企業と
協力して順調に進行中です。

シャフト2でのボックスカ
ット破砕が進行中のプラ
ットリーフ・プロジェクト
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付録
適格者による記述

付録
将来情報

7.2 将来情報に関する注意事
項

付録

7.1 有資格者の声明

本サステナビリティレポートにおける科学的または技術的な性質
の開示内容は、
その教育、経験、
および専門職団体により、NI 43101の条件に基づいて有資格者と見なされるStephen Torr氏によ
って検証および承認されています。
Torr氏はProject Geology and
Evaluation部門担当副社長であるため、NI 43‑101基づいて独立し
ているとは見なされません。
このレポートで開示された技術デー
タは、Torr氏によって検証されました。
アイヴァンホーは、プラットリーフプロジェクト、キプシプ
ロジェクト、カモア・カクラプロジェクトのそれぞれのプロ
ジェクトについて、最新かつ独自のNI 43-101に準拠した以下
の技術報告書を作成しいます。これらの報告書はwww.sedar.
comにある当社のSEDARプロファイルから入手可能です。

>> OreWin Pty Ltd.、Amec Foster Wheeler E&C Services
Inc.（Wood PLC の部門)、SRK Consulting Inc、KGHM
Cuprum R&D Centre Ltd、Stantec Consulting International
LLC、DRA Global、Golders Associates、およびEpoch
Resources（Pty）Ltd.によって作成された、当社のカモ
ア・カクラプロジェクトに関する2019年3月18日付けの
「Kamoa-Kakula Integrated Development Plan 2019」、
>> DRA Global、OreWin Pty Ltd.、Amec Foster
Wheeler、Stantec Consulting、Murray＆Roberts
Cementation、SRK Consulting、Golder Associates、およ
びDigby Wells Environmentalによって作成された、当社の
プラットリーフプロジェクトに関する2017年9月4日付け
の「Platreef 2017 Feasibility Study Technical Report」、な
らびに
>> OreWin Pty Ltd.、MSA Group（Pty）Ltd.、SRK
Consulting（South Africa）（Pty）Ltd.、および
MDM（Technical）Africa（Pty）Ltd.によって作成された、
当社のキプシプロジェクトに関する2019年3月28日付けの
「Kipushi 2019 Resource Update」。

これらの技術報告書には、本レポートにて言及されているプラット
リーフプロジェクト、
キプシプロジェクト、
およびカモア・カクラプ
ロジェクトの有効日と、
それらに関する鉱物資源量評価の仮定、
パラメータおよび手法についての関連情報、ならびにプラットリー
フプロジェクト、
キプシプロジェクト、
およびカモア・カクラプロジ
ェクトに関して本レポートに記載される科学的および技術的な開
示に関連するデータ検証、探鉱手順、
およびその他の事柄につい
ての情報が含まれています。

本サステナビリティレポートにおける特定の記述は、適用さ
れる証券諸法の意義の範囲内での「将来予想に関する記述」
または「将来情報」で構成されています。かかる記述および
情報には、当社、そのプロジェクト、または業界の業績結果
の実際の業績、実績、もしくは成果が、かかる将来予想に関
する記述または将来情報によって明示または黙示された将来
の業績、実績、もしくは成果とは大幅に異なる原因となり得
る既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因
が関与します。そのような記述は、「場合がある」、「可能
性がある」、「なりうる」、「意図する」、「期待する」、
「信じる」、「計画する」、「推定する」、「スケジュール
である」、「予測する」およびその他の類似の用語、または
特定のアクション、出来事、または結果が講じられる、生じ
る、またはもたらされる「場合がある」、「可能性がある」
、「かもしれない」、または「なるでしょう」という表現、
用語の使用によって識別することができます。これらの記述
は、将来の出来事、実績、および成果に関する当社の現在の
期待を反映するもので、あくまでも本サステナビリティレポ
ートの日付当時のものです。

かかる記述には、以下の時期および成果が含まれますが、こ
れらに限定されません。（i）シャフト1で950メートルの坑
内作業深度でもう1つの詰所が開発されるであろうという記
述、（ii）2020年初頭に、シャフト1が計画された最終深度の
地表下982メートルに達することに関する記述、（iii）シャフ
ト2開発の時期に関する記述、（iv）シャフト1の運用上およ
び技術上の能力に関する記述、（v）シャフト2の内径と吊り
上げ能力に関する記述、（vi）プラットリーフ鉱山を、初期
年率400万トン/年（Mtpa）で将来的な拡大を支持するための
運用プラットフォームを確立、その後生産を8Mtpaに倍増
し、次に第3拡大フェーズとして定常状態の12Mtpaに増加す
るという3フェーズで開発するための当社の計画に関する記
述、（vii）ロングホールストーピングおよび充填採掘法を含
む、プラットリーフプロジェクトの計画された地下採掘方法
に関する記述、（viii）モコパネの新しいマソディ処理場が1
日あたり500万リットルの処理済み水を32年間供給すること
を含む、この処理場からの処理済み水の供給に関する記述、
（ix）換気シャフト2への底部アクセスを提供するためにカク
ラ鉱床の南側に単一の下り勾配を設けることで、このシャフ
トをレイズボーリング法で構築すること、および第2の退避
経路としてこの勾配を使用することを可能にするという記
述、（x）2019年第3四半期におけるキプシプロジェクトの最
終的な実現可能性調査の時期と完了に関する記述、（xi）ム
ワディングシャ発電所における最先端の制御および計装を用
いて完全な修復と近代化が行われたタービンの漸進的な再稼
働が2019年に開始され、約72MWの出力能力増加を伴って
2020年第3四半期に完成する予定であることに関する記述、
（xii）プラットリーフがアフリカで最も安価な白金族金属の
生産地となると推定するプラットリーフに関する記述、
（xiii）カクラ鉱床での1,050メートルレベルのダムの建設が
2019年半ばに委嘱されることに関する記述、（xiv）2020年
に第三者によって完全に保証されたサステナビリティレポー
トを確保することに関する記述、ならびに（xv）TSF設計の
第三者審査の完了に関する記述。
同様に、カクラ銅山の実現可能性の事前調査と更新され拡大
されたカモア・カクラプロジェクトの予備的経済性評価、プ
ラットリーフプロジェクトの実現可能性調査、およびキプシ
プロジェクトの実現可能性の事前調査の結果のすべてが将来
予想に関する記述または将来情報を構成し、これには、内部
収益率の将来的な見積もり、正味現在価値、将来の生産、キ
ャッシュコストの見積もり、提案された採掘計画と手法、鉱
山寿命の見積もり、キャッシュフロー予測、金属回収率、な
らびにプロジェクトの資金と運用コスト、および段階的な開
発の規模とタイミングの見積りが含まれます。さらに、カモ
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ア・カクラ、プラットリーフ、およびキプシプロジェクトの開発
に関するこの特定の将来情報に関して、当社はその仮定と分析を
本質的に不確実である特定の要因に基づいて行いました。不確定
要素には、（i）インフラストラクチャの妥当性、（ii）地質学的
特徴、（iii）鉱化の冶金学的特徴、（iv）適正な処理能力を開発す
る技量、（v）銅、ニッケル、亜鉛、白金、パラジウム、ロジウ
ムおよび金の価格、（vi）開発を完了するために必要な設備およ
び施設の利用可能性、（vii）消耗品と、採鉱および加工設備のコ
スト、（viii）不測の技術的および工学的な問題、（ix）事故また
は妨害もしくはテロ行為、（x）通貨変動、（xi）規制における変
更、（xii）合弁事業パートナーによる契約条件のコンプライアン
ス、（xiii）熟練労働者の利用可能性および生産性、（xiv）様々な
政府機関による鉱業の規制、（xv）かかるプロジェクトを開発す
るために十分な資金を調達する能力、ならびに（xv）政治的要因
が含まれます。

本サステナビリティレポートには、鉱物資源と鉱物埋蔵量の推定
への参照も含まれています。鉱物資源の推定は本質的に不確実な
ものであり、関連する多くの要因についての主観的判断が関与し
ます。鉱物埋蔵量の推定は確実性を高めますが、それでも同様の
主観的判断が関与します。鉱物資源は鉱物埋蔵量ではなく、経済
的実行可能性は実証されていません。かかる推定の正確性は、利
用可能なデータの量と品質、ならびに工学的および地質学的な解
釈において立てられた仮定と行われた判断（当社のプロジェクト
からの将来の推定生産量、採掘されると思われる予想トン数と等
級、および実現されると思われる回収の推定レベルを含む）に相
関し、これらについては信頼性がないことが判明する可能性があ
り、最終的には不正確であることが判明する可能性がある掘削結
果の分析と統計的推論にある程度依存します。鉱物資源または鉱
物埋蔵量の推定は、（i）銅、ニッケル、亜鉛、白金族元素
（PGE）、金、またはその他鉱物の価格における変動、（ii）掘削
の結果、（iii）治金試験およびその他の調査、（iv）希釈を含む提
案された採掘作業、（v）鉱山計画における評価および/または変
更の日付以降の鉱山計画の評価、（vi）必要な許可証、承認、お
よびライセンスの取得に失敗する可能性、ならびに（v）法律ま
たは規制における変更に基づいて再度推定される必要が生じる場
合があります。
将来予想に関する記述および将来情報には重大なリスクと不確実
性が伴うため、将来の実績または成果の保証として読まれるべき
ではなく、必ずしもかかる成果が達成されるかどうかに関する正
確な指標になるとは限りません。実際の成果は、さまざまな要因
が原因で、将来予想に関する記述または将来情報に記載されてい
る成果とは大きく異なってくる可能性があります。これには、以
下の「重要性のある事象」において説明されている要因だけでな
く、法律、規定もしくは規制における予想外の変更、または該当
当局によるそれらの執行、合意どおりに遂行するという当社との
契約に対する当事者の不履行、社会的不安または労働不安、商品
相場の変動、および探鉱プログラムまたは調査が、予想された結
果または継続的な探鉱、調査、開発もしくは作業を正当化し支持
し得た結果をもたらさないことも含まれますが、これらに限定さ
れません。
本サステナビリティレポートに含まれる将来予想に関する記述
は、当社の経営陣が合理的な仮定であると確信する事柄に基づい
ていますが、当社は投資家に対し、実際の結果がこれらの将来予
想に関する記述と一致することを保証できません。これらの将来
予想に関する記述は、本サステナビリティレポートの日付時点に
行われたものであり、本注意事項によってその全体が明示的に条
件付きであるとされます。適用される証券諸法を条件として、当
社は、本サステナビリティレポートの日付以降に発生する出来事
または状況を反映するために、本レポートに記載される将来予想
に関する記述を更新または修正する義務を一切負いません。
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付録
GRIスタンダードの内容索引

付録
GRIスタンダードの内容索引

7.3 アイヴァンホー・マインズのの2018年サステナビリティ
レポートのためのGlobal Reporting Initiativeスタンダードの
内容索引
一般開示事項
一般開示事
項

開示の説明

組織のプロフィール
102-1

102-2

102-3
102-4

102-5
102-6

102-7

組織の名称

活動、ブラン
ド、製品、サ
ービス

本社の所在地
事業所の所
在地

所有形態およ
び法人格
参入市場

組織の規模

重要な項目
開示の詳細

参照資料

詳しい説明（該当する場合）およ
び/または省略理由

重要な項目
一般開示事
項

102-8

2.1	 会社概要、p.10

報告組織は、次の情報を報告しなければな
2.	 事業情報、p.10
らない。
a.	組織の事業活動に関する説明
b.	
主要なブランド、製品、
およびサービス。
特
定の市場で販売が禁止されている製品ま
たはサービスがあれば、
その説明を含め
る。
報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	組織が事業を展開している国の数、
およ
び重要な事業所を所有している国の名
称。
報告書に記載している項目との関連
は問わない。
参入市場。
次の事項を含む
a.	
製品およびサービスを提供している地理
的な場所
b.	参入業種
c.	顧客および受益者の種類

開示の説明

従業員および
その他の労働
者に関する
情報

付録7.11、p.100

2.2	 主要プロジェク
ト、p.11
102-9
2.2	 主要プロジェク
ト、p.11
2.2	 主要プロジェク
ト、p.11
4.	 ステークホルダ
ー、p.22

組織の規模。
次の事項を含む
1.4	 報告範囲、p.1
a.	
総従業員数
2.2	 主要プロジェク
ト、p.11
b.	総事業所数
c.	純売上高（民間組織について）、純収入（
公的組織について）
d.	株主資本および負債の内訳を示した総資
本（民間組織について）
e.	
提供する製品、
サービスの量

www.ivanhoemines.comで入手
可能な年次情報フォーム

iv.	 総資本は、https://www.
ivanhoemines.com/investors/
financial-statements/
consolidated-financialstatements-as-atdecember-31-2018/で入手可
能な2018年財務諸表に開示さ
れています。
iii.	
当社の主要プロジェクトは開発
段階にあるため、純売上高は該
当しません
v.	
提供する製品、
サービスの量は
該当しません
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サプライチェ
ーン

開示の詳細

参照資料

報告組織は、次の情報を報告しなければな
5.2	 人的資本、p.36
らない。
a.	雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、男
女別総従業員数。
b.	
雇用契約（正社員と臨時雇用者）別の、地
域別総従業員数。
c.	
雇用の種類（常勤と非常勤）別の、男女別
総従業員数。
d.	
組織の活動の相当部分を担う者が、従業
員以外の労働者であるか否か。
該当する
場合、従業員以外の労働者が担う作業の
性質および規模についての記述。
e.	 開示事項 102-8-a、102-8-b、102-8-cで
報告する従業員数に著しい変動（観光業
や農業における季節変動）。
f.	
データの編集方法についての説明（何ら
かの前提があればそれも含める）。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
5.1	 経済資本、p.29
らない。
a.	組織のサプライチェーンの説明。
組織の活
動、主要なブランド、製品、
およびサービス
に関するサプライチェーンの主要要素を
含める。

詳しい説明（該当する場合）およ
び/または省略理由

d.	 該当しません
e.	 該当しません
f.	 このデータは、関連するプロ
ジェクトの人事部が、従業員
情報の信頼性のある情報源
として当社の給与計算システ
ムを使用し、集計しました。

当社の主要プロジェクトのサプ
ライチェーンには、主に鉱業コン
サルタント、採掘・建設会社、社
会および環境コンサルタント、な
らびに
鉱山の開発段階に適切な物品お
よびサービスのサプライヤーが含
まれます。
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一般開示事
項

重要な項目

102-11

102-12

102-13

詳しい説明（該当する場合）およ
び/または省略理由

開示の詳細

組織およびそ
のサプライチ
ェーンに関す
る重大な変化

組織の規模、構造、所有形態、
またはサプライ 2.3	プロジェクトの進 b.	 2018年9月19日、
アイヴァ
チェーンに関して生じた重大な変化。
次の事
ンホーは、中国の大手国際
展 p.12
項を含む
資源企業のひとつである
CITIC Metal Co., Ltd.（CITIC
a.	 所在地または事業所に関する変化（施設
Metal）の直接子会社、CITIC
の開設や閉鎖、拡張を含む）。
Metal Africaによるアイヴァン
b.	 株式資本構造の変化、
その他資本の形
ホー・マインズに対する総額
成、維持、変更手続きの実施による変化（
7億2,300万カナダドル（5億
民間組織の場合）。
5,500万ドル）の大規模な戦
c.	 サプライヤーの所在地、
サプライチェーン
略的株式投資が完了したこ
の構造、
またはサプライヤーとの関係の
とを発表しました。
アイヴァン
変化（選定や解消を含む）。
ホー・マインズは、1株当たり
3.68カナダドルでの私募によ
り普通株式196,602,037株を
CITIC Metal Africaに発行しま
した。
Zijinが希薄化防止権を
行使したことにより、Ivanhoe
は7,800万カナダドル（6,000
万ドル）の追加収益を得まし
た。
Zijinはその希薄化防止権
利を、同じく1株当たり3.68カ
ナダドルで行使しました。
c.	 報告期間中、
サプライヤーの
所在地、
サプライチェーンの構
造、
またはサプライヤーとの
関係に大きな変化はありませ
んでした。

予防原則また
は予防的アプ
ローチ

外部イニシア
チブ

団体の会員
資格

組織が予防原則や予防的アプローチに取り
組んでいるか。
またその取り組み方。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	 外
 部で作成された経済、環境、社会の憲
章、原則その他のイニシアチブで、組織が
署名または支持しているもののリスト。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a	 業
 界団体、
その他の協会、
および国内外の
提言機関で組織が持っている主な会員資
格のリスト。

参照資料

付録
GRIスタンダードの内容索引

開示の説明

組織プロフィール 続き

102-10

付録
GRIスタンダードの内容索引

5.2.1 安全衛生パフォ
ーマンス、p.36

>> 当社は南アフリカの国家ビジ
ネス協定（National Business
Initiative：NBI）のメンバー
です。
>> 年次CDPウォーター情報開示
>> 南アフリカ鉱物協議会
（Minerals Council of South
Africa）
>> 南アフリカ鉱業冶金協会
（The South African Institute
of Mining and Metallurgy）

一般開示事
項
戦略

102-14

倫理と誠実性
102-16

ガバナンス
102-18

重要な項目
開示の説明

開示の詳細

参照資料

上級意思決定
者の声明

1.5	
共同会長からのメ
報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
ッセージ、p.2
a.	 組
 織とサステナビリティの関連性、
および 1.6	
社長兼CEOから
サステナビリティに取り組むための戦略に
のメッセージ、p.
関する、組織の最高意思決定者（CEO、会 1.7	
サステナビリテ
長またはそれに相当する上級幹部）の声
ィ委員会委員長
明。
からのメッセー
ジ、p.8

価値観、理
念、行動基
準・規範

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	 組
 織の価値観、理念、行動基準・規範につ
いての説明。

ガバナンス
構造

2.4	
ガバナンスおよ
報告組織は、次の情報を報告しなければな
びマネジメント手
らない。
a.	 組
 織のガバナンス構造。
最高ガバナンス機
法、p.18
関の委員会を含む。
b.	 経
 済、環境、社会項目に関する意思決定に
責任を負っている委員会。

詳しい説明（該当する場合）およ
び/または省略理由

2.1	
会社概要、p.10
2.4	
ガバナンスおよ
びマネジメント手
法、p.18

ステークホルダーエンゲージメント
102-40

102-41

102-42

102-43

ステークホル
ダーグループ
のリスト

団体交渉協定

ステークホル
ダーの特定お
よび選定
ステークホル
ダーエンゲー
ジメントへ
のアプローチ
方法

報告組織は、次の情報を報告しなければな
4.	 ス
 テークホルダ
らない。
ー、p.22
a.	 組
 織がエンゲージメントしたステークホル
ダーグループのリスト。
報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	 団
 体交渉協定の対象となる全従業員の割
合。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
4.   ステークホルダ
らない。
ー、p.22
a.	 組
 織がエンゲージメントを行うステークホ
ルダーを特定および選定する基準

報告組織は、次の情報を報告しなければな
4.2	エンゲージメン
らない。
ト、p.24
a.	 組
 織のステークホルダーエンゲージメン
トへのアプローチ方法。
種類別、
ステーク
ホルダーグループ別のエンゲージメントの
頻度を含む。
また、特に報告書作成プロセ
スの一環として行ったエンゲージメントか
否かを示す。
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一般開示事
項

付録
GRIスタンダードの内容索引

重要な項目
開示の説明

開示の詳細

提起された重
要な項目およ
び懸念

報告組織は、次の情報を報告しなければな
3.	 最
 も重要性のあ
らない。
る事象、p. 20
a.	ステークホルダーエンゲージメントにより 4.2 	 エ
 ンゲージメン
提起された重要な項目および懸念。次の
ト、p.24
事項を含む
i.	
組織が重要な項目および懸念にどう対
応したか（報告を行って対応したものを
含む）
ii.	
重要な項目および懸念を提起したステ
ークホルダーグループ

ステークホルダーエンゲージメント、続き
102-44

報告実務
102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

連結財務諸表
の対象になっ
ている事業体

報告書の内容
および項目の
該当範囲の
確定

重要な項目の
リスト
情報の再記述

報告における
変更
報告期間
前回発行した
報告書の日付

参照資料

付録
GRIスタンダードの内容索引

詳しい説明（該当する場合）およ
び/または省略理由

102-53

102-54

102-55

報告組織は、次の情報を報告しなければな
1.  サステナビリティレ
らない。
ポートに対するア
a.	報告書の内容および項目の該当範囲を確
プローチ、p.1
定するためのプロセスの説明。
b.	組織が報告書の内容を確定する際、報告
原則をどのように適用したかについての説
明。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	提供情報の報告期間。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	前回発行した報告書の日付（該当する場
合）。

開示の説明

開示の詳細

参照資料

報告サイクル

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	報告サイクル。

報告に関する
質問の窓口

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	報告書またはその内容に関する質問の窓
口

1.	 サステナビリテ
ィレポートに対
するアプロー
チ、p.1

GRIスタンダ
ードに準拠し
た報告である
ことの主張

内容索引

3.	 最
 も重要性のあ
る事象、p.20

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	過去の報告書で提供した情報を修正再記
述する場合、再記述の影響および理由。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	重要な項目および項目の該当範囲につい
て、過去の報告期間からの重大な変更。

報告業務 続き
102-52

報告組織は、次の情報を報告しなければな
1.	 サ
 ステナビリティ
らない。
レポートに対する
a.	組織の連結財務諸表または同等文書の対
アプローチ、p.1
象になっているすべての事業体のリスト。
b.	組織の連結財務諸表または同等文書の対
象になっている事業体のいずれかが報告
書の記載から外れているか否か。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	報告書の内容を確定するプロセスで特定
した重要な項目のリスト。

一般開示事
項

重要な項目

2017年からの情報は、傾向の概
要を提供するために修正されま
した。
変更はありません。

1.1	本レポートにつ
いて、p.1
2017年1月1日から12月31日まで

102-54

GRIスタンダ
ードに準拠し
た報告である
ことの主張

付録7.11、p.100

組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれ 1.1	 本レポートにつ
かの選択肢を選んで報告書を作成したことを
いて、p.1
表す主張。
i.	「この報告書は、GRIスタンダードの中核
（Core）オプションに準拠して 作成されて
いる。
」
ii.	「この報告書は、GRIスタンダードの包括
（Comprehensive）オプションに 準拠して
作成されている。
」

付録7.3、p.77
報告組織は、次の情報を報告しなければな
らない。
a.	GRIの内容索引（使用した各スタンダード
を明記し、報告書に記載したすべての開示
事項を一覧表示する）。
b.	
内容索引には、各開示事項について次の
情報を含める。
i.	
開示事項の番号（GRIスタンダードに従
って開示した項目について）
ii.	報告書またはその他の公開資料の中
で、該当の情報が記載されているペー
ジ番号またはURL
iii.	要求される開示事項の省略が認めら
れていて、開示できない場合の省略の
理由（該当する場合）

組織がGRIスタンダードに準拠し、次のいずれ 1.1	 本レポートにつ
かの選択肢を選んで報告書を作成したことを
いて、p.1
表す主張。
i.	「この報告書は、GRIスタンダードの包括
（Comprehensive）オプションに 作成され
ている。
」
ii.	「この報告書は、GRIスタンダードの包括
（Comprehensive）オプションに 準拠して
作成されている。
」
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詳しい説明（該当する場合）およ
び/または省略理由
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一般開示事
項

報告業務 続き
102-55

102-56

付録
GRIスタンダードの内容索引

重要な項目
開示の説明

開示の詳細

内容索引

付録7.3、p.77
報告組織は、次の情報を報告しなければならな
い。
a.	GRIの内容索引（使用した各スタンダードを明
記し、報告書に記載したすべての開示事項を
一覧表示する）。
b.	
内容索引には、各開示事項について次の情報
を含める。
i.	
開示事項の番号（GRIスタンダードに従って
開示した項目について）
ii.	報告書またはその他の公開資料の中で、該
当の情報が記載されているページ番号ま
たはURL
iii.	要求される開示事項の省略が認められて
いて、開示できない場合の省略の理由（該
当する場合）

外部保証

参照資料

報告組織は、次の情報を報告しなければならな
1.1	本レポートにつ
い。
いて、p.1
a.	報告書の外部保証に関する組織の方針および
現在の実務慣行の説明。
b.	
報告書が外部保証を受けている場合、
i.	 外
 部保証報告書、表明、意見に言及する。
外部保証によって保証されている事項、保
証されていない事項、
その根拠（サステナ
ビリティ報告書に添付する保証報告書に
記載がない場合）。
これには保証基準、保
証レベル、保証プロセスに存在する制約事
項も含める
ii.	 組織と保証提供者の間の関係
iii.	 最
 高ガバナンス機関または役員が、組織の
サステナビリティ報告書の保証に関わって
いるか否か、
どのように関わっているか

付録
GRIスタンダードの内容索引

詳しい説明（該当する場
合）および/または省略理由

マネジメント手法と重要な項目
一般開示事項

開示の説明

GRI 103：
マネジメント
手法

103-1
重要な項目と
その該当範囲
の説明

GRI 103：
マネジメント
手法

103-2
マネジメント
手法とその
要素

開示の詳細

重要な項目
参照資料
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詳しい説明（該当する場合）
および/または省略理由

当社は、開発および採鉱作業を開始するために、そのプロジェクトにおいて重要なインフラ（電力、鉄道および水利用可能性）
を開発しなければならない

103-3
マネジメント
手法の評価

報告組織は、各重要な項目について、次の情報 5.6	インフラ資
を報告しなければならない。
本、p.70
a.	その項目が重要である理由の説明。
b.	
重要な項目の該当範囲。
次の記述を含む
i.	どこでインパクトが生じるのか
ii.	影響に対する組織の関与。
たとえば、組
織が影響を引き起こしたか、
またはそれ
に貢献したかどうか、
またはそのビジネ
ス関係を通じて影響に直接リンクしてい
るかどうか
c.	
該当範囲に関する具体的な制約事項。

報告組織は、各重要な項目について、次の情報 5.6	インフラ資
を報告しなければならない。
本、p.70
a.	組織がその項目をどのようにマネジメントし c. vi
ているかについての説明。
4.	 ス
 テークホルダ
b.	
マネジメント手法の目的に関する表明。
ー
c.	
マネジメント手法に次の要素が含まれてい
る場合、各要素についての説明。
i.	 方
 針
ii.	 コミットメント
iii.	 目標およびターゲット
iv.	 責任
v.	 経営資源
vi.	 苦情処理メカニズム
vii.	 具
 体的な措置（プロセス、
プロジェクト、
プログラム、
イニシアチブなど）
報告組織は、各重要な項目について、次の情報 5.6	インフラ資
を報告しなければならない。
本、p.70
a.	組織によるマネジメント手法の評価方法。
次
の事項を含む
i.	マネジメント手法の有効性を評価する
仕組み
ii.	マネジメント手法の評価結果
iii.	マネジメント手法に関して行った調整

新興経済国における当社
の主要プロジェクトの場所
には、地域のインフラ開発
を支援するための追加の投
資が必要です。
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付録
GRIスタンダードの内容索引

重要な項目
一般開示事項

開示の説明

GRI 203：
間接的な経済
的インパクト

203-1
インフラ投資
および支援サ
ービス

開示の詳細

参照資料

付録
GRIスタンダードの内容索引

詳しい説明（該当する場合）
および/または省略理由

当社は、開発および採鉱作業を開始するために、そのプロジェクトにおいて重要なインフラ（電力、鉄道および水利用可能性）
を開発しなければならない、続き

203-2
著しい間接的
な経済的イン
パクト

GRI 303：
水

303-1
水源別の取
水量

303-3
リサイクル・リ
ユースした水

5.6	
インフラ資
報告組織は、次の情報を報告しなければなら
ない。
本、p.70
a.	
重要なインフラ投資や支援サービスを展開
した範囲。
b.	
コミュニティや地域経済に与えているインパ
クト、
または与えると思われるインパクト。
プ
ラスとマイナス双方を含む
（該当する場合）。
c.	
当該投資・サービスが商業目的のものか、
現物支給するものか、無償で実施するもの
かを報告する。

報告組織は、次の情報を報告しなければなら
5.1	
経済資本、p.29
ない。
a.	
組織が与える著しい間接的な経済的インパ
クト
（プラスおよびマイナス）と特定された事
例。
b.	
外部のベンチマークおよびステークホルダ
ーの優先事項（国内および国際的な基準、
協定、政策課題など）を考慮した場合の間
接的な経済的インパクトの
「著しさ」。
報告組織は、次の情報を報告しなければなら
5.4.4	
ウォータース
ない。
チュワードシッ
a.	
水源からの総取水量。
次の水源別内訳によ
プ、p.62
る
i.	 地表水（湿地、河川、湖、海などからの水
を含む）
ii.	 地下水
iii.	 組織が直接貯めた雨水
iv.	 他の組織からの廃水
v.	 地
 方自治体の水道や他の公営・民間水
道施設
b.	
使用した基準、方法、前提条件。
報告組織は、次の情報を報告しなければなら
5.4.4 	ウォー・タース
ない。
チュワードシッ
a.	
組織がリサイクル・リユースした水の総量。
プ、p.62
b.	
リサイクル・リユースした水の総量が、開示
事項 303-1に定める総取水量に占める割
合。
c.	
使用した基準、方法、前提条件。

重要な項目
一般開示事項

開示の説明

GRI 103：
マネジメント
手法

103-1
重要な項目と
その該当範囲
の説明

開示の詳細

参照資料

プロジェクトが新興国に位置することに起因する現地ステークホルダーの社会的な期待

103-2
マネジメント
手法とその
要素

103-3
マネジメント
手法の評価

報告組織は、各重要な項目について、次の情報 4. 	ステークホル
を報告しなければならない。
ダー、p.22
a.	
その項目が重要である理由の説明。
5.3		社会関係資本
および関係資
b.	
重要な項目の該当範囲。
次の記述を含む
i.	
どこでインパクトが生じるのか
本、p.46
ii.	影響に対する組織の関与。
たとえば、組 5.4.2 	コンプライアン
スと継続的な
織が影響を引き起こしたか、
またはそれ
監視、p.59
に貢献したかどうか、
またはそのビジネ
ス関係を通じて影響に直接リンクしてい
るかどうか
c.	
該当範囲に関する具体的な制約事項。

報告組織は、各重要な項目について、次の情報 4. 	ステークホル
を報告しなければならない。
ダー、p.22
a.	
組織がその項目をどのようにマネジメントし 5.2		社会関係資本
ているかについての説明。
および関係資
b.	
マネジメント手法の目的に関する表明。
本、p.36
c.	
マネジメント手法に次の要素が含まれてい 5.4.2	コンプライアン
る場合、各要素についての説明。
スと継続的な
i.	 方針
監視、p.59
ii.	 コミットメント
iii.	 目標およびターゲット
iv.  責任
v. 経
 営資源
vi.	 苦情処理メカニズム
vii.	 具
 体的な措置（プロセス、
プロジェクト、
プログラム、
イニシアティブなど）

報告組織は、各重要な項目について、次の情報 4. 		 ステークホル
を報告しなければならない。
ダー、p.22
a.	
組織によるマネジメント手法の評価方法。
次 5.3		社会関係資本
の事項を含む
および関係資
i.	
マネジメント手法の有効性を評価する
本、p.46
仕組み
5.4.2 コンプライアン
ii.	マネジメント手法の評価結果
スと継続的な
iii.	マネジメント手法に関して行った調整
監視、p.59
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詳しい説明（該当する場合）
および/または省略理由
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付録
GRIスタンダードの内容索引

重要な項目
一般開示事項

開示の説明

GRI 413：
地域コミュニ
ティ

413-1
地域コミュニ
ティとのエン
ゲージメン
ト、インパク
ト評価、開発
プログラムを
実施した事
業所

開示の詳細

参照資料

プロジェクトが新興国に位置することに起因する現地ステークホルダーの社会的な期待、続き

GRI 203：
間接的な経済
的インパクト

203-1
インフラ投資
および支援サ
ービス

GRI 203：
間接的な経済
的インパクト

203-2
著しい間接的
な経済的イン
パクト

報告組織は、次の情報を報告しなければなら
4. 	ステークホル
ない。
ダー、p.22
a.	
地域コミュニティとのエンゲージメント、
イン 5.3		社会関係資本
パクト評価、開発プログラムを実施（次のも
および関係資
のなどを活用して）
した事業所の割合
本、p.46
i.	
一般参加型アプローチに基づく社会イ 5.4.2	
コンプライアン
ンパクト評価（ジェンダーインパクト評価
スと継続的な
を含む）
監視、p.59
ii.	環境インパクト評価および継続的モニタ
リング
iii.	環境および社会インパクト評価の結果
の公開
iv.	地域コミュニティのニーズに基づく地域
コミュニティ開発プログラム
v.	
ステークホルダーマッピングに基づくス
テークホルダーエンゲージメント計画
vi.	
広範なコミュニティ協議委員会や社会
的弱者層を包摂する各種プロセス
vii.	インパクトに対処するための労使協議
会、労働安全衛生委員会、
その他従業員
代表機関
viii.	正式な地域コミュニティ苦情処理プロセ
ス
報告組織は、次の情報を報告しなければなら
5.1	
経済資本、p.29
ない。
5.3	
社会関係資本
および関係資
a.	
重要なインフラ投資や支援サービスを展開
した範囲。
本、p.46
b.	
コミュニティや地域経済に与えているインパ 5.6	
インフラ資
クト、
または与えると思われるインパクト。
プ
本、p.70
ラスとマイナス双方を含む
（該当する場合）。 5.5	
知的資本 p.68
c.	
当該投資・サービスが商業目的のものか、
現物支給するものか、無償で実施するもの
かを報告する。

報告組織は、次の情報を報告しなければなら
5.1	
経済資本、p.29
ない。
5.3	
社会関係資本
および関係資
a.	
組織が与える著しい間接的な経済的インパ
クト
（プラスおよびマイナス）と特定された事
本、p.46
例。
5.5	
知的資本 p.68
b.	
外部のベンチマークおよびステークホルダ
ーの優先事項（国内および国際的な基準、
協定、政策課題など）を考慮した場合の間
接的な経済的インパクトの
「著しさ」。

付録
GRIスタンダードの内容索引

詳しい説明（該当する場合）
および/または省略理由

重要な項目
一般開示事項

開示の説明

GRI
ガイドライ
ン：鉱山・金
属業補足文書

MM4：
1 週間を超え
るストライキ
および事業所
閉鎖の発生回
数を国別に
記載

開示の詳細

参照資料

プロジェクトが新興国に位置することに起因する現地ステークホルダーの社会的な期待、続き

MM9：
再定住が行わ
れた事業地、
事業地ごとの
世帯数、なら
びに再定住プ
ロセスによっ
て生じた生活
への影響

87

詳しい説明（該当する場合）
および/または省略理由
なし

5.3.3	
転住および生
計回復プログ
ラム、p.52

遠隔地にあるプロジェクトに従事する資格を有するスタッフの採用と維持、および現地スタッフを国際基準に準ずるように訓練
するためのトレーニングプログラムの導入
GRI 103：
マネジメント
手法

103-1
重要な項目と
その該当範囲
の説明

報告組織は、各重要な項目について、次の情報 5.2	
人的資本、p.36
を報告しなければならない。
5.5	
知的資本 p.68
a.	
その項目が重要である理由の説明。
b.	
重要な項目の該当範囲。
次の記述を含む
i.	
どこでインパクトが生じるのか
ii.	影響に対する組織の関与。
たとえば、組
織が影響を引き起こしたか、
またはそれ
に貢献したかどうか、
またはそのビジネ
ス関係を通じて影響に直接リンクしてい
るかどうか
c.	
該当範囲に関する具体的な制約事項。
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付録
GRIスタンダードの内容索引

重要な項目
一般開示事項

開示の説明

開示の詳細

参照資料

付録
GRIスタンダードの内容索引

詳しい説明（該当する場合）およ
び/または省略理由

遠隔地にあるプロジェクトに従事する資格を有するスタッフの採用と維持、および現地スタッフを国際基準に準ずるように訓練する
ためのトレーニングプログラムの導入、続き
103-2
マネジメント
手法とその
要素

GRI 103：
マネジメント
手法

GRI 103：
マネジメント
手法

103-3
マネジメント
手法の評価

404-2
従業員スキル
向上プログラ
ムおよび移行
支援プログ
ラム

404-3
業績とキャリ
ア開発に関し
て定期的なレ
ビューを受け
ている従業員
の割合

人的資本、p.36
報告組織は、各重要な項目について、次の情 5.2	
報を報告しなければならない。
5.5	
知的資本 p.68
a.	
組織がその項目をどのようにマネジメント
しているかについての説明。
b.	
マネジメント手法の目的に関する表明。
c.	
マネジメント手法に次の要素が含まれて
いる場合、各要素についての説明。
i.	 方針
ii.	 コミットメント
iii.	 目標およびターゲット
iv.	 責任
v. 経
 営資源
vi.	 苦情処理メカニズム
vii.	 具
 体的な措置（プロセス、
プロジェク
ト、
プログラム、
イニシアティブなど）

一般開示事項

開示の説明

開示の詳細

103-1 重要な
項目とその該
当範囲の説明

報告組織は、各重要な項目について、次の情報を報
告しなければならない。
その項目が重要である理由の説明。
a.	
b.	
重要な項目の該当範囲。
次の記述を含む
i.	どこでインパクトが生じるのか
ii.	
影響に対する組織の関与。
たとえば、組織が影
響を引き起こしたか、
またはそれに貢献したか
どうか、
またはそのビジネス関係を通じて影響
に直接リンクしているかどうか
c.	 該当範囲に関する具体的な制約事項。

自然資本
5.4	

報告組織は、各重要な項目について、次の情報を報
告しなければならない。
a.	
組織によるマネジメント手法の評価方法。
次の事
項を含む
i.	
マネジメント手法の有効性を評価する仕組み
ii.	
マネジメント手法の評価結果
iii.	
マネジメント手法に関して行った調整

5.4	
自然資本

会社はその天然資源の責任ある管理を確保する必要がある
GRI 303：水

103-2 マネジ
メント手法と
その要素

報告組織は、各重要な項目について、次の情 5.2	
人的資本、p.36
報を報告しなければならない。
a.	
組織によるマネジメント手法の評価方法。
次の事項を含む
i.	
マネジメント手法の有効性を評価する
仕組み
ii.	マネジメント手法の評価結果
iii.	マネジメント手法に関して行った調整

報告組織は、次の情報を報告しなければな
5.2.2	
人材育成、p.38
らない。
5.5	
知的資本 p.68
a.	
従業員のスキル向上のために実施したプ
ログラムの種類、対象と、提供した支援。
b.	
雇用適性の維持を促進するために提供し
た移行支援プログラムと、定年退職や雇用
終了に伴うキャリア終了マネジメント。

報告組織は、次の情報を報告しなければな
5.2.2	
人材育成、p.38
らない。
5.5	
知的資本 p.68
a.	
報告期間中に、業績とキャリア開発に関し
て定期的なレビューを受けている従業員
の割合（男女別、従業員区分別に）。

重要な項目

103-3 マネジ
メント手法の
評価

303-1 水源別
の取水量

参照資料

5.4	
報告組織は、各重要な項目について、次の情報を報
自然資本
告しなければならない。
4.	
ステーク
a.	
組織がその項目をどのようにマネジメントしてい
ホルダー
るかについての説明。
b.	
マネジメント手法の目的に関する表明。
c.	
マネジメント手法に次の要素が含まれている場
合、各要素についての説明。
i.	 方針
ii.	 コミットメント
iii.	 目標およびターゲット
iv.	 責任
v.	 経営資源
vi.	 苦情処理メカニズム
vii.	 具
 体的な措置（プロセス、
プロジェクト、
プログ
ラム、
イニシアチブなど）

報告組織は、次の情報を報告しなければならない。
a.	
水源からの総取水量。
次の水源別内訳による
i	
地表水（湿地、河川、湖、海などからの水を含
む）
ii.	 地下水
iii.	 組織が直接貯めた雨水
iv.	 他の組織からの廃水
v.	 地
 方自治体の水道や他の公営・民間水道施
設
b.	 使用した基準、方法、前提条件。

自然資
5.4	
本、p.62
～63

追加コメント
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一般開示事項

付録
GRIスタンダードの内容索引

マテリアルな項目

開示の説明

開示の詳細

303-2 取水に
よって著しい
影響を受ける
水源

報告組織は以下の情報を報告しなければならない。 5.4	自然資
本、p.62～63
a.	
取水によって著しい影響を受ける水源の数。
次の
種類別に
i.	
水源の規模
ii.	
水源が保護地域に指定されているか（国内ま
たは国際的に）
iii.	
生物多様性から見た価値（種の多様性および
固有性、保護種の数など）
iv.	地域コミュニティや先住民族にとっての水源の
価値、重要性
b.	
使用した基準、方法、前提条件。

会社はその天然資源の責任ある管理を確保する必要がある、続き

303-3 リサイ
クル・リユー
スした水

報告組織は、次の情報を報告しなければならない。
a.	
組織がリサイクル・リユースした水の総量。
b.	
リサイクル・リユースした水の総量が、開示事項
303-1に定める総取水量に占める割合。
c.	
使用した基準、方法、前提条件。

参照資料

付録
GRIスタンダードの内容索引

追加コメント
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7.4 アイヴァンホー・マインズの2018年サステナビリティレポ
ートのための現地調達報告メカニズムの調整
LPRM開示基準番号
LPRM 100
LPRM 200

LPRM 300

LPRM 400

5.4	自然資
本、p.62～63

LPRM 500

LPRM 500

LPRM 600

開示の説明

開示の詳細

内容

プロジェクトの説明と事業分野

調達システム

開示201：現地サプライヤーに対
する方針

現地調達支出

現地調達のデューデ
リジェンス

現地調達を奨励する
ための手法

現地調達を奨励する
ための手法

社外の義務とコミット
メント

ページ参照

2.2 主要プロジェク
ト、p.11
5.1 経済資本、p.29

開示202：現地サプライヤーに対
する説明責任

5.1 経済資本、p.29

開示302：調達支出の内訳

5.1 経済資本、p.29

開示402：腐敗防止方針

2.4 ガバナンスとマネジ
メント手法、p.18

開示301：現地サプライヤーのカ
テゴリー。
「現地」の定義

5.1 経済資本、p.29

開示401：現地サプライヤーの
苦情

5.1 経済資本、p.29

開示403：サプライヤーのための
トレーニングとガイダンス

5.1 経済資本、p.29

開示501：コミットメント
（目標）

5.1 経済資本、p.29

開示502：入札採点における優
遇措置

5.1 経済資本、p.29

付録7.7 南アフリカ鉱
業憲章の履
行、p.95

開示503：現地購入を奨励する
ためのその他の手法

5.1 経済資本、p.29

開示505：
現地サプライヤーのための特別
な支払い手続き

5.1 経済資本、p.29

開示504：
現地サプライヤーが入札プロセ
スを理解するための支援

5.1 経済資本、p.29

開示601：現地規制へのコンプ
ライアンス

付録7.7 南アフリカ鉱
業憲章の履
行、p.95

詳しい説明
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付録
ICMMとの整合

7.6 国連グローバルコンパクト（UNGC）

7.5 ICMMとの整合

持続可能な開発の10の原則

当社の持続可能な開発イニシアチブは、ICMMの持続可能な開発フレームワークおよびICMMの10の基本原則と整合してい
ます。以下の表は、本レポートで当社が原則を実施する方法が記載されている箇所の参照です。
ICMMの持続可能な開発の原則

セクション

2.	
企業戦略と意思決定過程において
「持続可能な開発」の
理念を堅持する。

3. 最も重要性のある事象、p.20
1.5 共同会長からのメッセージ、p.2
1.6 CEOからのメッセージ、p.8

1.	
倫理的な企業活動と健全で透明性のある企業統治を実
践する。

3.	
従業員や事業活動の影響を受けるコミュニティの人権・
利益・文化・習慣・価値観に敬意を払う。
4.	
有効なデータと健全な科学に基づいたリスク管理戦略
と体制を導入する。
5.	
労働安全衛生パフォーマンスの継続的改善に努める。
6.	 環境パフォーマンスについて、継続的な改善を追求す
る。

2.4 ガバナンスとマネジメント手法、p.18

付録7.6 国連グローバルコンパクト、p.77
2.4 ガバナンスとマネジメント手法、p.18
5.2 人的資本、p.36
5.3 社会関係資本および関係資本、p.46
2.4 ガバナンスとマネジメント手法、p.18
3. 最も重要性のある事象、p.20
5.2.1 安全衛生パフォーマンス、p.36
5.4 自然資本、p.58

7.	
生物多様性の維持と土地用途計画への統合的取り組み
に貢献する。

5.4 自然資本、p.58
5.3 社会関係資本および関係資本、p.46

9.	
事業を展開する国・地域の社会、経済、制度の発展に貢
献する。

5.2 人的資本、p.36
5.3 社会関係資本および関係資本、p.46

8.	
責任ある製品設計・使用・再利用・リサイクル・廃棄を奨
励し、推進する。

10.	ステークホルダーとの効率的かつ透明性を保った方法
での関与、
コミュニケーション、
および第三者によって検
証される報告取り決めを実施する。

付録
国連グローバルコンパクト

5.4 自然資本、p.58

4. ステークホルダー、p.22

アイヴァンホー・マインズはUNGCの10の原則の支持に全力で取り組んでいます。以下の表は、当社がこれらの原則を
実施する方法の詳細が記載されている箇所の参照です。
国連グローバルコンパクト
人権

原則1
原則2
労働

原則3
原則4
原則5
原則6
環境

原則7
原則8
原則9
腐敗防止
原則10

セクション

企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重す 2.4 ガ
 バナンスとマネジメント手法、p.18
べきである。
5.3 社会関係資本および関係資本、p.46

企業は、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきであ
る。

2.4 ガ
 バナンスとマネジメント手法、p.18

企業は、結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持すべ
きである。

5.2 人的資本、p.36

企業は、
あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持すべきであ
る。

2.4 ガ
 バナンスとマネジメント手法、p.18

企業は、雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきであ
る。

2.4 ガ
 バナンスとマネジメント手法、p.18
5.2 人的資本、p.36

企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支
持すべきである。

5.4 自然資本、p.58

企業は、児童労働の実効的な廃止を支持すべきである。

2.4 ガ
 バナンスとマネジメント手法、p.18

企業は、環境に関するより大きな責任を率先して引き受ける
べきである。

5.4 自然資本、p.58

企業は、環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきであ
る。

5.4 自然資本、p.58
5.6 インフラ資本、p.70

企業は、強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に
取り組むべきである。

2.4 ガ
 バナンスとマネジメント手法、p.18
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付録
南アフリカ鉱業憲章の履行

付録
南アフリカ鉱業憲章の履行

7.7 南アフリカ鉱業憲章の履行

アイヴァンホー・マインズは、そのプラットリーフプロジェクトに関し、南アフリカ鉱業憲章の文言および精神の両方
に従うために尽力しています。当社の変革戦略は、鉱業憲章の7つの要素から情報を得ており、特に地域雇用と調達の
イニシアチブに重点を置いています。当社は、プラットリーフプロジェクトのすべてのステークホルダーに対して共有
価値を創造するために、鉱業憲章の各原理を活用するよう努力しています。

プラットリーフプロジェクト - 2016年鉱業憲章の履行と2017年の進歩
要素

説明

評価基準

所有権

有用なHDSA所有権の最小目標値

有意義な経済活動参加

報告

住居および生活状況

調達と企業開発

会社は報告要件を遵守したか

1部屋当たり1人の利用率を達成するためのホス
テルの改築とアップグレード
ホステルの家族向けユニットへの改築とアップ
グレード
BEE事業体からの調達の支出

多国籍サプライヤーの社会基金への拠出
雇用平等

人材育成

鉱山コミュニティ開発
持続可能な開発と成長

選鉱

競争力を得るための、国の人口構成を反映する
労働力の多様化

探査、採掘、処理、技術効率（採掘におけるエネ
ルギーおよび水の使用）、選鉱、
および環境保全
におけるソリューションの開発を目的とした南ア
フリカを拠点とする研究開発（R&D）
イニシアチ
ブのサポートを含む、必要なスキルの開発。

鉱物資源省からの文書による受領証明

目標

年次

完全な株主権

26%

ホステルの家族向けユニットへの改築率

家族ユニット設置

2014年度目標に対する利用率の減少率

2017
はい

26%

1部屋あたり1名の利
用率

2018年の進歩

重み付け

実績スコア

いいえ

はい

はい

いいえ

26%

いいえ

1部屋あたり1名の
利用

はい

はい
NA

家族ユニット設置

はい

NA
はい

資本財

40%

99,93%

100,00%

5%

70%

47%

50%

5%

消耗品

50%

91,57%

98,00%

2%

調達額の0.5％

0%

0%

3%

いいえ

最高幹部（取締役会）

40%

64%

100%

3%

上級管理者（執行委員会）

40%

50%

57%

4%

はい

中間管理者

40%

54%

61%

3%

管理者補佐

40%

97%

94%

1%

コアスキル

40%

100%

100%

5%

5%

7,10%

5,05%

25%

1%

47732,50%

4225911,00%

15%

サービス
多国籍サプライヤーからの調達に対する
年間支出

年間給与総額の割合としてのHRD支出（
義務付けられている技能開発税を除く）

コミュニティのニーズの分析を算出するために、 承認されたコミュニティプロジェクトを実
施する
民族学的コミュニティの協議および連携プロセ
スを実施する
業界の環境管理の改善

承認されたEMPの実施

100%

95%

94%

12%

業界の鉱山労働安全衛生パフォーマンスの向上

安全衛生に関する三者行動計画の実施

100%

進行中

進行中

12%

採掘価値全体におけるサンプルの分析のための
南アフリカを拠点とする研究施設の活用

南アフリカ施設におけるサンプルの割合

100%

100%

100%

5%

基準値を超える現地付加価値の一助とな
る追加量

MPRDAの第26項（基
準値を超える割合）

選鉱に対する鉱業会社の貢献（この評価基準は
2012年から実施）

はい

いいえ
合計スコア

100%

はい
はい

はい
はい
はい
はい

はい

はい
自然資本（p.58）を
参照

人的資本（p.36）を
参照
該当なし
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付録
B-BBEEスコアカード - プラットリーフプロジェクト

7.8 B-BBEEスコアカード - プラットリーフプロジェクト

付録
略語と用語集

7.9 略語と用語集
略語

3PE+Au
AET
AIDS

黒人経済力強化政策検証証明書

AIF

発行対象者

ASLIC

Ivanplats (Pty) Ltd

レベル2コントリビューター

ATAC

实测实体

B-BBEE

会社名

Ivanplats (Pty) Ltd

VAT番号

4090202880

CDP

7 2nd Street

CGTC

登録番号

CDP

1988 /000334/ 07

住所

Trimpark

Mokopane

CIM
CITIC

0601
B-BBEE ステータスレベル

主要項目得点

割引原理の適用

推奨サプライヤー

*黒人所有率：
：> = 51% で正味価値については全点

黒人による投票権

黒人に対する経済的利益
黒人の所有権51％*
指定黒人グループ

発行日

B-BBEE ステータス

レベル 2

EO：20.47点、MC：13.77点、SD：18.17点、ESD：38.26点、SED：5点

いいえ
はい

26. 00%
26. 00%
否

23. 08%

測定期間年度末

*黒人女性所有：> = 30% で正味価値については全点

黒人女性による投票権

黒人女性に対する経済的利益
黒人女性の所有権30％*

通常のフロースルー原則適用

2019 年 6 月 5 日
2020 年 6 月 4 日

有効期限

証明書番号

バージョン
適用スコアカード
適用 BBBEE

BEE 調達承認レベル

ELC8611RGENBB

2018年12月31日

1. 27%
1. 27%
否

CMP

レベル 資格条件
1

%

≥ 100 点

3 ≥ 90 であるが < 95
4 ≥ 80 であるが < 90
5 ≥ 75 であるが < 80
6 ≥ 70 であるが < 75
7 ≥ 55 であるが < 70

100%

60%

CTP

50%

DAFF

0%

お問い合わせ

086 505 7284

電話番号:

ファックス:

verification@empowerlogic.co.za
www.empowerlogic.co.za

Per Favours Mphahlele

メンバー - 検証委員会

SANAS 認定

BVA018

CSI
CSR

<40

EmpowerLogic (Pty) Ltd

CSC

80%

10%

086 111 4003

BBBEE 検証機関

110%

8 ≥ 40 であるが < 55

最終版
改正版コード - 一般
2013 年10月11日公報の改正版一般コード
登録 番号: 1995/000523/07

COGSTA

135%

2 ≥ 95 であるが < 100 125%

非準拠

CMG

本証明書は、測定対象組織に対して発行された以前のいかなる証明書にも優先します。本証明書は、黒人経済力強化政策における適正実施基準に照らして測
定された測定対象組織のBBBEEステータスの独立かつ公正な検証の結果です。
本証明書はEmpowerLogicの検証証明書ポリシーに従って発行されています。
EmpowerLogicは、電子通信取引法2002年法令25号に準拠するLaw Trust高度電子署名システム（AeSign）を使用しています。本証明書の有効性は、
デジタル署名の
詳細が本証明書に記載されるテクニカルシグナトリーの詳細と一致する限り保証されます

DMR
DRC
DRDLR
DTI
EIA
EMP
ESD
ESIA
ESKOM
EVG＆D
FORCES
FS
GPS

定義

白金、パラジウム、ロジウム、および
金

成人教育トレーニング
後天性免疫不全症候群
年次情報様式

Alternative Syndicale pour L’industrie
au Congo
Alliance des Travailleurs Avertis
et Consciencieux
黒人経済力強化政策

カーボンディスクロージャープロジェ
クト
キャリア開発プログラム

Centrale Generale des Travailleurs du
Congo
カナダ鉱業冶金学会
中信金属グループ
中信金属グループ
保全管理計画

協調的統治、人間居住および伝統的問
題
Confederation Syndicale du Congo
企業の社会的投資
企業の社会的責任

Conscience des Travailleurs et Paysans
農林水産省
鉱物資源省

コンゴ民主共和国

略語

GRI

GST
HAART
HRD
HDSA
HIV
HSE
ICMM
IDP
IFC
IIRC
IMLA
INPP
IPP
IRR
JICA
KPA
KPI
LB
LED
LHD
LPRM
LTI
LTIF

農村開発土地改革省

MD&A

環境インパクト評価

MDG

貿易産業省

環境管理計画

企業およびサプライヤーの発展
環境および社会インパクト評価
南アフリカの電力供給会社
創出、分配した経済価値

Force Ouvriere pour la Renaissance
de la l’Ethique Syndicate
実現可能性調査

全地球測位システム

LTIFR

MLM
MPRDA
MSc
MTI
Mtpa
MVA
NBI
NGO
NPV
NUM

定義

グローバルレポーティングイニシアチ
ブ

Garantie Sociale des Travailleurs
多剤併用療法
人材育成

歴史的に不利益を被ってきた南アフリ
カ共和国国民
ヒト免疫不全ウイルス
環境安全衛生

国際金属・鉱業評議会
個人別能力開発計画
国際金融公社

国際統合報告委員会

Initial Mandated Lead Arrangers
DRCナショナルトレーニングセンター
独立系発電事業者
内部収益率

日本国際協力機構

主要パフォーマンス領域
主要パフォーマンス指標
ポンド

地域経済開発

負荷運搬ダンプ機

現地調達報告メカニズム
休業災害

休業災害なし

休業災害度数率

経営陣による財政状態及び経営成績に
関する説明及び分析
ミレニアム開発目標

モガラクエナ地方自治体
鉱物・石油資源開発
理学修士

医療行為が必要なケガ
100万トン/年

メガボルトアンペア
国家ビジネス協定
非政府組織

正味現在価値

全国鉱山労働者組合
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略語

OHADA
PEA
PFS
PGE
PGI
PGeo
PGM
PhD
PPE
RWG
RWI
SAHRA
SANRAL
SEDAR
SLAM
SLO
SLP
SMME
SNCC
SNEL
SOE
SPV
TAC
TB
TRIFR
TSF
TSX
TUMEC
UL-LU
UNDHR
UNGC
UNISA
USD
UNWHO
VAT
WWTP
YTD
ZAR

定義

アフリカ商事法調和化機関
予備的経済性評価

実現可能性の事前調査
白金族元素

プラチナギルドインターナショナル
Professional Geoscience

付録
ステークホルダーのフィードバックフォーム

付録
略語と用語集

用語集

会社

Maru a Mokopane
トラスト

Ivanhoe Mines Ltd.

セペディ語で「モコパネの雲」
Bonego Communities Trust

7.10 ステークホルダーのフィードバックフォーム

アイヴァンホー・マインズは、会社とそのステークホルダーに対する共有価値を創造し、会社の活動が及ぼす環境への影
響を最小限に抑えるための戦略的コミットメントの遂行に関する当社のパフォーマンスについて、すべてのステークホル
ダーにその見解を共有していただきたいと考えています。
皆様のご意見は当社にとって大変貴重です。ご見解をぜひお聞かせください。

所属するステークホルダーグループを選択してください。（複数選択することができます）
従業員

株主

投資家

白金族金属

アナリスト

個人用防護具

本レポートは、最も関心を持っている問題を取り上げていますか？

博士号

転住作業部会
制限就業災害

South African Heritage Resource Agency

南アフリカ国家道路公社（South African
National Road Agency Limited）

その他

包括的に取り上げられ
ている

サプライヤー

顧客

コミュニティ

部分的に取り上げられ
ている

NGO

まったく取り上げられて
いない

報告されるべきであると思われる追加事項を記入してください。

電子開示システム

外観評価と管理の停止
社会的操業許可

社会および労働計画
零細・中小企業

Société Nationale des Chemins de Fer
du Congo
La Société Nationale d’Electricite
国有企業

特別目的事業体

レポートについて、以下に関する全体的な印象を選択してください。
内容と範囲

非常に良い

良い

デザインとレイアウト

結核

記録可能総災害度数率
トロント証券取引所

あなたの氏名、Eメールアドレス、およびその他連絡先情報

Travailleurs Unis des Mines

リンポポ大学とローレンシアン大学の
提携
国連人権宣言

国連グローバルコンパクト
南アフリカ大学
米ドル

国連世界保健機関
付加価値税

廃水処理施設
年初来

南アフリカランド

悪い

本レポート、またはアイヴァンホー・マインズのパフォーマンス一般について追加のコメントがあれば記入してくだ
さい。

トラスト・アドバイザリー・カウンシ
ル

鉱滓ダム

普通

お問い合わせ先
Lisl Fair

グループマネージャー：
住所：		
電話：		
Eメール：		

社会投資部門
82 on Maude, 82 Maude Street, Sandton
+27.71.493.0478
lisl.fair@ivanplats.com
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付録
お問い合わせ先

7.11 お問い合わせ先およ
びその他の情報

Ivanhoe Mines Ltd.

会社登記番号：C0949887
トロント証券取引所（TSX）：IVN
OTCQXベストマーケット：IVPAF

登記事務所
カナダ

654-999 Canada Place
Vancouver, BC
Canada V6C3E1
電話：+1.604.688.6630

南アフリカ

82 on Maude, Second Floor
82 Maude Street Sandton
South Africa, 2146
電話：+27.11.088.4300
ウェブサイト：www.ivanhoemines.com

持続可能開発

氏名：Lisl Fair
役職：グループマネージャー：社会投資部門
電話：+27.71.493.0478
Eメール：lisl.fair@ivanplats.com

インベスターリレーションズ
氏名：Bill Trenaman
役職：IR担当副社長
電話：+1.604.688.6630
Eメール：billtr@ivancorp.net

ガバナンスとコンプライアンス

氏名：Mary Vincelli
役職：副社長、コンプライアンスおよ
びコーポレートセクレタリー
電話：+1.604.688.6630
Eメール：mary@ivancorp.net

独立監査人

PricewaterhouseCoopers Inc.

ディレクター

Robert M. Friedland
Yufeng ‘Miles’ Sun
Egizio Bianchini
Tadeu Carneiro
Ian Cockerill
William B. Hayden
Oyvind Hushovd
Livia Mahler
Peter G. Meredith
Kgalema P. Motlanthe
Guy J. de Selliers

名義書換代理人

AST Trust Company (Canada)
1600-1066 West Hastings Street
Vancouver, British Columbia
V6E3X1
フリーダイヤル（カナダとアメリカ）
1.800.387.0825
カナダとアメリカ以外
+1.416.643.5500

