
エクアドル 
 

主要データ 

国名〔英名〕 エクアドル共和国〔Republic of Ecuador〕 

面積(km2) 283,561 

海岸線延長(km) 2,237 

人口(百万人) 14.1 

人口密度(人/km2) 49.4 

GDP(百万 US$) 57,303 

一人当たり GDP(US$) 4,059 

主要鉱産物：鉱石 金 

主要鉱産物：地金 － 

鉱業管轄官庁 
非再生天然資源省(Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables) 

鉱業関連政府機関 鉱業管理調整機構(Agencia de Regulacion y Control Minero)

鉱業法 鉱業法(2009 年 1 月に新鉱業法が公布) 

外資法 外国投資促進法(1997 年) 

環境規制法(環境影響評価制度、

環境･排出基準の有無等) 
環境管理法(法律第 37 号、1999 年) 

鉱業公社 ENAMI EP(Empresa Nacional Minera) 

近年の鉱業関連問題(資源ナショ

ナリズム、労働争議、環境問題等) 

・地域住民の環境問題に対する意識が高まり、反鉱山開発運動

が広がりを見せる 

・2009 年 1月に公布された新鉱業法により、資源の国家管理及

び環境規制が強化され、また、ロイヤリティの導入、鉱業公

社の設立が規定された 

2009 年のトピックス 

・2009 年 1月の鉱業法の公布、11 月の施行細則の制定に伴い、

鉱業活動が徐々に再開 

・エクアドル政府は、新鉱業法に基づき、2010 年 1月に、鉱業

公社(ENAMI EP)と鉱業管理調整機構(ARCM)を設立 

・2010 年 5 月末現在で、中国資本の CRCC-Tongguan Investment

社が Mirador 探鉱プロジェクトの権益を有する Corriente 

Resourses 社の株式の 96.9％を取得 

 

1．鉱業一般概況 

 エクアドルは、石油産業及び農林水産業が主に輸出を支えているが、輸出産業の多角化を目指す政

府は、非鉄金属産業の発展に期待している。 

 現在、同国の鉱産物生産に特筆するものはなく、小規模採掘による数 t 程度の金の生産が報告され

ている程度である。しかし、ペルーから同国に続くアンデス山脈地帯は、ポーフィリーカッパー鉱床
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などのポテンシャルが高く、その中で、Mirador 銅開発プロジェクトは、同国初の本格的な銅鉱山とし

ての開発が期待されている。 

 2008 年 4月に、制憲議会において Mandeto Minero(鉱業指令)が成立し、休眠鉱区の権利取り消しや

鉱業権取得件数の制限、更に、新鉱業法公布まで探鉱開発活動が凍結(零細鉱業を除く)されるなど、

鉱業活動が大きく制限された。その後、2009 年 1 月 29 日に新鉱業法が公布され、また、11 月には鉱

業法施行細則が制定されたことに伴い、徐々に探鉱活動の再開が政府により認可されることとなった

が、それまでの間、約 18 か月にわたって、同国の鉱業活動は停止状態となった。 

 

 

2．鉱業政策の主な動き 

 新鉱業法は、2009 年 1 月 26 日に制憲議会総会での承認を経て、同 29 日の官報 517 号に掲載され正

式な公布に至った。新鉱業法は、持続的な鉱業発展に向けて鉱業権を一括管理する政府機関や鉱山公

社の新設、ロイヤルティ制度の復活、環境規制の強化等が盛り込まれ、これらのルールを遵守する鉱

業活動を幅広く認可することを定めている。 

 鉱業法施行細則では、鉱山会社による操業条件が細かく定められ、また、鉱業活動開始に先立つ詳

細な環境影響調査の実施と報告書の提出を義務付けている。また、コレア大統領は施行細則署名式典

において、演説の中で以下の内容を強調した。 

・ 大手鉱業開発企業に対して、最新技術の導入義務 

・ 鉱業公社は、外国公社の融資と技術提携により鉱業開発を行う 

・ 小規模・零細鉱業は、団体を組織し、国家金融公社の融資で、汚染・環境保全対策を図らなければ

ならない 

 2010 年 1 月に、非再生天然資源省(2009 年 10 月に鉱山石油省から改称)は鉱業公社(ENAMI EP)を設

立したと発表した。同公社の使命は、環境と地域社会を尊重した鉱物資源の持続的な開発を保証する

ことであり、鉱業活動全般に参画するとしている。また、同公社の鉱業マネージメントの 2 大柱とし

て、以下を挙げている。 

・ 小規模・零細鉱業に対する社会面、環境保全面を重視した指導 

・ 公社独自、あるいは他社との合弁による大型プロジェクトの推進・大規模な鉱業開発 

 また、2010 年 1 月に新鉱業法に基づき設置、活動を開始した鉱業管理調整機構(ARCM)によって、鉱

業権の再登録作業が、2010 年 5 月 10 日を期限に実施された。鉱業管理調整機構は、鉱業公社やその他

の企業が行う鉱業活動全般を監査、管理する役割を担っている。 

 

 

3. 主要鉱産物の生産・輸入・消費・輸出動向 

（1） 主要非鉄金属鉱石生産量 

表 1. エクアドル共和国： 金属鉱石生産量 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(％) 

金(t) 3.2 3.2 3.2 0.0 

(出典: Word Metal Statistics Yearbook 2010) 

 

（2）主要非鉄金属地金生産量 

 データなし 

 

（3）主要非鉄金属消費量 

 データなし 
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（4）主要非鉄金属輸出量 

 データなし 

 

（5）主要非鉄金属輸入量 

 データなし 

 

 

4．鉱山・製錬所状況 

 現在、当国において特筆すべき鉱山、製錬所はない。 

 

 

5．探鉱状況 

（1） Mirador 

 エクアドル南東部の Zamora Chinchipe 県の Corriente カッパーベルトと呼ばれる地帯に位置するポ

ーフィリー型の銅・金鉱床で、Corriente Resourses 社(加)が権益を有している。同社の現地子会社で

ある Ecuacorriente 社(ECSA)によって探鉱が進められてきたが、地域住民や環境 NGO の鉱業開発反対

運動などにより、2006 年末以降、探鉱活動は停止状態となっていた。また、2008 年 4 月に発令された

Mandeto Minero により探鉱活動は引き続き停止されていたが、2009 年 11 月に政府により鉱業活動の

再開が許可された。探鉱は FS の最終段階とされており、2009 年 12 月に、同社は、2010 年中に FS と

環境影響調査を終了し、水資源の使用許可を取得したうえで、2011 年には鉱山施設の建設工事を開始

したいとのコメントを述べている。 

 なお、中国資本の CRCC-Tongguan Investment 社(China Railway Construction Corp と Tongling 

Nonferrous Metal Group Holdings の合弁企業)が、2010 年 5 月末現在で、同社の株式の 96.9％を取得

したと発表した。 

Mirador 探鉱プロジェクトの概要は以下のとおりである。 

・ 鉱量：889 百万 t(精測、概測及び予測資源量) 

・ 品位：銅 0.56％、金 0.161g/t、銀 1.089g/t 

・ 採掘法：露天掘 

・ 予想開発投資額：418 百万 US$ 

・ 予想生産量：銅 62.2 千 t/年、金 1.1t/年、銀 12.3t/年 

 

（2） Condor 

 エクアドル南東部の Zamora Chinchipe 県に位置し、Kinross Gold 社(加)が権益を所有する探鉱プロ

ジェクトで、35 の鉱区と 95,152ha の面積を有する。そのうち Fruta del Norte 鉱床は、浅熱水性の鉱

脈型金銀鉱床で、2009 年 11 月に政府の探鉱活動許可を受けて、4 本の探鉱ボーリングが再開された。

2010 年末には FS が終了する予定である。 

・ 鉱量：40 百万 t  

・ 品位：金 9.176g/t、銀 11.763g/t 

 

（3）Quimsacocha 

 エクアドル中南部の Azuay 県、Cuenca 市近郊に位置する浅熱水性の鉱脈型金・銀・銅鉱床で、Iamgold

社(加)が権益を有する探鉱プロジェクトである。 

 2009 年 2月における同社の発表では、推定鉱石埋蔵量は 8.1 百万 t、金の品位が 6.5g/t となってい

る。 
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6．我が国との関係 

 特になし 

 

 

7．その他トピックス 

・ 新憲法に基づき、2009 年 4 月 26 日に総選挙が実施され、コレア大統領が再選された。再選後の任

期は 2013 年 5 月までとなる。 

・ 2010 年 8 月 7 日付け地元紙によると、コロンビア大統領の就任式に出席する前にキトを訪問した  

Sebastián Piñera チリ大統領及び使節団は、コレア大統領及び閣僚と会合を持ち、資源、電力、

経済などに関連する 27 件の協力協定を締結した。その中で、Laurence Golborne チリ鉱業大臣は、

Wilson Pástor 非再生天然資源大臣に対して、鉱業分野における政策策定のための助言や鉱業技師

の養成などを提言し、また、CODELCO による鉱業開発拡張のための 1,050 百万 US$の投資及び

Inbabula 県の El Junín プロジェクトへの参画などについても提言を行った。 

・ 2009 年 12 月に、Corriente Resourses 社は、CRCC-Tongguan Investment 社が Mirador 銅探鉱プロ

ジェクトの権益を有する同社の全株式を 679 百万 C$(653 百万 US$)で買収する計画である旨を発表

し、2010 年 5 月末現在で、同社の株式の 96.9％を約 625 百万 US$で取得したと発表した。Tongling 

Nonferrous Metal Group は、かねてより Mirador 銅探鉱プロジェクトに強い関心を持っていたが、

エクアドルの鉱業法制が不安定であったため、鉱業法及び同施行細則の公布を見定めたうえで、買

収に係る具体的な交渉に入ったとされている。なお、同社は、エクアドル国内に Mirador を始め、

Mirador Norte、Panantza 、San Carlos など約 62 千 ha に及ぶ探鉱プロジェクトを保有している。 

 

（リマ事務所 山内英生) 
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