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アルゼンチン鉱業企業とCSR（2）

監修　金属企画調査部　調査課
専門調査員 渡邉　美和

「企業の社会的責任」CSR（Corporate Social Responsibility）は、経済のグローバル化に伴う環境問題への対応の拡大な
どから、世界的に益々注目されつつある。企業にとって、経済面のみならず、社会、環境との関わりがより広く求め
られてきたのである。単なる法令遵守やメセナ活動に留まるものではなく、CSRは利害関係者との積極的調整が必要
となる環境保全、労働基準、安全衛生、地域社会貢献など多面的な要素が必要である。
企業の成り立ちや社会との関係が異なることで、重点の置き方など、国によって必ずしも一様ではないが、企業に
とって、環境や業種・業態に応じてCSRに対応することは益々重要となっている。
国別のCSRの最近の実態を、アルゼンチンを例として、金属資源レポート2012年7月号で「アルゼンチン鉱業企業と

CSR」の第一回を掲載した。本稿はそれに続く第二回である。なお、原調査はALTO AMERICA SA社が2010年4月に行
ったものであり、JOGMECが監修整理したものである。
本稿の全体構成は以下のとおりで、第二回は3-1-6から3-2-2まで（全体構成の太字の部分）を紹介する。

3. 鉱山プロジェクト
3-1. 操業中の鉱山
3-1-6. San Jose鉱山

San Jose銀・金鉱山は、アルゼンチンのブエノス・
アイレス市の南南西1,750kmにあるSanta Cruz州に位置
する。San Jose鉱床鉱化作用は、低硫化系浅熱水鉱床
タイプで経済的価値のある金銀を含んだ石英脈で、特
徴的な地質学的、鉱物学的な特性を示している。

San JoseはMinera Santa Cruz社（以下MSCと称する）
が所有し、会社所有と操業はMinera Andes社（49％）と
Hochschildの100 ％子会社であるHochschild Mining 

Argentina社（51％）の間のジョイントベンチャー協定の
下で設定されている。

San Joseは2007年6月に操業開始し、2008年下半期に

は粗鉱生産能力が一日あたり750tから1,500tに拡張さ
れた。2009年には銀500万ozと金77千ozを産出してい
る。

①企業の社会的責任
Hochschildは、長年にわたる良き労働慣行の主唱者
であり、企業の社会的責任（『CSR』）を実践してきた企
業としてよく知られている。
2006年にロンドンで同グループのCSRが公表されて
以来、同社は、従業員ならびに請負い業者の福利厚生
や同グループの操業環境、そしてコミュニティーに関
する育成など、その維持に努力してきている。
この目的を達成のために、同グループは次のことを
宣言している。

全体構成
1. 企業の社会的責任と持続可能な開発
1-1. 世界の情勢
1-2. 国の情勢
1-3. 主要鉱業州の情勢

2. アルゼンチンにおける鉱業の持続可能な開発
3. 鉱山プロジェクト
3-1. 操業中の鉱山
3-1-1. Veladero

3-1-2. Cerro Vanguardia

3-1-3. Bajo La Alumbrera

3-1-4. Mina Martha

3-1-5. Manantial Espejo

3-1-6. San Jose
3-1-7. Gualcamayo
3-1-8. Aguilar
3-1-9. Pirquitas

3-1-10. Salar del Hombre Muerto
3-1-11. Sierra Grande

3-2. 実現可能性調査段階にあるプロジェクト
3-2-1. Pascua Lama
3-2-2. El Pachon
3-2-3. Agua Rica

3-2-4. Potasio Rio Colorado

3-2-5. San Jorge

4. 操業中ならびに休廃止鉱山の環境管理
4-1. 探鉱
4-2. プロセス
4-3. 鉱山の閉鎖
5. ケーススタディー
5-1. ケーススタディー『してはならないこと』
5-2. 企業の社会的責任の適切な運営例
6. 結論
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・以下の事項を確実に達成するために必要なあらゆ
ることを実施する：
安全で健全な職場
環境汚染の防止
同グループが操業している場所のコミュニティ
ーを尊重し、またそれに対する義務

・関連がある全ての法律への準拠
・ベストプラクティスを組み入れた管理システムに
おける継続した改善の推進

・グループの目的の達成を妨げるようなリスクの防
止、或いはそれが不可能な場合はそのリスクを管
理する積極的なアプローチの導入

・グループの従業員に、トレーニングならびに内部
コミュニケーションを通じて、同グループの真価
を身に付けることの促進

②パフォーマンスのモニタリング
その報告責任の認識の下、同社はCSRの目的に対す
る進捗状況の計測を可能にする手段を長年を掛けて培
ってきた。

③職場
a）安全
グループの従業員の安全は、役員会および経営者が
確約している企業戦略を成功裏に達成するための必要
不可欠な要素であると考えられている。同グループは
2008年にかけても、最高の安全基準に準拠することを
確実にすべく、操業管理と処理に対して引き続き投資
してきている。同グループの、国際水準で認定されて
いる健康と安全管理を達成することの公約に対する証
として、ペルーにおける100％自社操業で第三者によ
る監査で得たOHSAS 18001認定があり、同年再認証を
受けた。
しかしながら、2008年に一件の鉱山での死亡事故が
あったことは残念なことである。同グループは、調査
を行いこの悲劇的な出来事に導いた保安管理の欠如に
取り組む処置を講じた。

b）健康
同グループは、配下の労働者の健康に対して、如何
なるリスクをも引き起こすことがない労働環境を提供
するために必要なすべての手段を講じることによっ
て、職業病を防止するために懸命に努力している。し
かしながら、鉱山活動に特有のリスクがあり、同グル
ープは、必要に応じて、また継続的にその従業員の福
利厚生を確保するための、医療サービスと労働衛生の
提供を伴った保健チームを持っている。
グループの一員となる時点で、ペルーならびにアル
ゼンチンのすべての従業員は、職場健康診断を受け、
以降は年次検査が行われる。同グループでの雇用終了
時の通常検査は、年間を通じて行われている。また、
これらのプロセスは2009年にメキシコでも導入されて

いる。

c）企業の人材
企業の人材統括責任者は、新機軸およびベストプラ
クティスを用いた従業員の採用等により、企業戦力の
確保をサポートする。同グループは、「できる人材が選
ぶ企業」となることにより、同業他社との差別化を図
っている。このアプローチで、同グループは必要とす
る技能者を魅了し且つ残留させる能力を高めることを
図っている。

④地域コミュニティーとのつながり（CR）
同グループは、住民生活の改善、地元へのトレーニ
ングや教育確保など、多くの面から地域コミュニティ
ーをベースにした組織や利益団体をサポートし、周辺
の地域コミュニティーと円満な関係を保つ努力をして
いる。地域コミュニティー内の活動の継続性に関して
は、地元での開発計画策定に際して開発局と密接な連
携を推進することにより、常に改善を心がけている。
地域コミュニティーとの関連についての基本的な方
針は、地元レベルでの新規雇用を生み出すことである。
そのためには、地域コミュニティーのメンバーを優先
する適切なトレーニング計画の設定が含まれている。
さらに、周辺のコミュニティーとの信頼関係を維持す
るための恒常的な対話の機会を持っている。
持続可能な開発は、地域開発計画の下で、コミュニ
ティーがより良い生活水準に到達する努力に報いるこ
とができるよう、CRの職員が担当している。この意
味で、同グループは、衛生、児童栄養、教育そして所
得創出活動の分野における総合的なサポートならびに
技術援助を提供しているのである。
また、持続可能な経済的独立を奨励するため、地域
コミュニティーメンバーに対して広範囲の研修コース
を提案している。例えば、大工などの職業訓練、食糧
生産、農業、養殖、アルパカ飼育そして織物手工芸な
どである。さらに、地方政府やコミュニティー統率者
に対して、彼らの土地内での操業に関係する鉱業法令
や話題についても提供している。

⑤環境
同グループは、ビジネスが与える環境影響を最小限
に抑制しつつ、操業や活動を展開している土地で継続
的な展開に努めている。
環境管理は、卓越運営（注；卓越運営とは、「オペレ
ーショナル・エクセレンス」のことで、業務改善プロ
セスが現場に定着し、企業の優位性化している状態を
さし、企業の競争源泉の重要要素としても位置づけら
れる。OPEXとも略す）の一部を構成し、企業環境マ
ネージャーに対する報告責任を伴うような、鉱山レベ
ルにおける報告体制を通じて推進される。
彼らはペルーにおける3つの最初の操業（Ares、

Arcata、Selene）で最も高いレベルの環境マネジメント
システムへの準拠を公約しており、毎年ISO 14001対
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応の再認証を受けてきている。2010年には、グループ
のあらゆるオペレーションに同じ規準を適用するため
に、San Jose、PallancataそしてMorisで同じシステムへ
の正式認証の取得が目指されている。
グループとしての環境チームのフォーカスは下記の
分野である。
・尾鉱管理
・ずり管理
・家庭ならびに鉱業廃棄物の安全な撤去
・水処理（鉱山、産業、家庭用水）
・主にシアン化物のような、危険物の保管と取り扱い
・炭化水素管理
・新規プロジェクトの管理
・閉鎖ならびに復旧工事
・水を主体とした資源の消費

グループのアルゼンチン鉱山企業であるMSCは、
Hochschildの地方操業が如何にグループのCSR戦略を
導入しているかを示すような多くのプロジェクトに着
手してきている。例えば以下のようなものが含まれて
いる。
・地方政府、ビジネス、ならびに農業分野の代表に
よって運営される開発局の創立。同局は、San 

Joseにあるグループの共同所有鉱山に最も近い町
であるPerito Morenoの開発と、持続可能性を監視
する役目を担っている。MSCは年間を通じて12
万US＄を寄付し、これから2年にわたり同額を寄
付することを公約している。

・Perito Morenoの住民とオープンな交流を育成する
ための対話プログラムと、グループのオペレーシ
ョンへの来訪見学の組織化

・Perito Morenoに最も近い大学での学生寮のための
資金提供

3-1-7. Gualcamayo鉱山
San Juan州の州都から自動車で3時間以内のところ
に位置する。GualcamayoプロジェクトはそのFS段階
から有望な結果が出ていて、2007年8月に環境許可を
受け、2年足らずでYamana Gold社（以下Yamana と称す
る）により建設された。

Gualcamayo鉱山は3つの主な鉱床からなる露天採掘
のヒープ・リーチング鉱山であり、それらはQDD、
Amelia Inesと Magdalena（AIM）、 そ し てQDD Lower 

West鉱床である。Yamanaは、最終的には坑内採鉱操
業をも含むプロジェクトを視野に入れている。

①鉱山のハイライト
金の総資源量は390万ozで、その内埋蔵量は290万oz

である。

②2009年の運営概要
・2009年7月1日から商業生産開始

・第二鉱石道建設完成
・目標の約20％アップの生産
・更なる探鉱；Gualcamayo鉱山地域内にある、

Gualcamayoの北10kmに位置するSalamancaで新た
な鉱化帯を発見

③将来の成長
YamanaはAIMならびにQDD Lower West鉱床からの
鉱石処理能力を1,500t/時に拡大することを計画中で、
2010年の終わりまでに完成が見込まれている。

AIM鉱床では、鉱石選鉱でより高い信頼性と確実性
を生み出すための実証テストが続けられている。

Salamancaでは引き続きボーリングが行われ、2010
年の上半期には捕捉が期待される。

④企業の社会的責任
持続可能性は、重要なビジネス上の決定の実行を通

じての長期的な視点から見て求められる約束と自覚で
ある。Yamanaは、社会ならびに環境を意識しつつ操
業し、また地元コミュニティーとの良い関係を築くこ
とに努めている。
このために、同社は、その職員及び地元コミュニテ
ィーの健康と安全、そして環境の保護の確保を盛り込
んだ行動規範を構築している。
ビジネス展開に際して適用される、社会的、健康安
全、そして環境に関する基準と方針こそがYamanaに
おける持続可能な発展の鍵である。また、地元コミュ
ニティーや利害関係者に応えつつ、市場の倫理と環境
の要求の均衡を保つことに努めている。

Yamanaにとっての持続可能な発展は、教化、文化
に対する責任、従業員のベスト・プラクティス、生態
系ならびに環境への気遣い、そして経済的な実行可能
性などの課題を全て包含したものである。その結果、
以下のことが宣言されている。
・当該国および地元コミュニティーの法律の遵守
・鉱業事業、健康と安全、そして環境に対するベス
ト・プラクティスの維持
・安全、環境そしてコミュニティーに関連するリス
クの理解と管理
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・コミュニティーとの良好な関係の維持
・Yamanaの戦略とビジョンをサポートしつつ、高
い倫理を持った方法でのビジネス展開

⑤マネジメントシステム（SYG）：責任を持った鉱業
事業
Yamanaは同社の操業地での従業員ならびに環境に
対するリスクの最小化と、管理に焦点を合わせている。
最も高い水準の国際基準をベースとして、Yamanaは、
安全、衛生、環境、コミュニティーとのつながり、そ
して社会責任のための企業としての総合管理システム
として、ポルトガル語のYamana管理システムを意味
し、内部でSYGと呼ばれるマネジメントシステムを構
築し維持している。このシステムは、2006年10月に構
築され、ベスト・プラクティスならびに国際基準に基
づいている。基づく国際基準とは、それらは、ISO 

14001:2004－環境管理システム、OHSAS 18001:1999
－労働安全衛生マネジメント・システム、SA 8000－
社会的説明義務をそのベースにしている。
国際標準化機構（ISO）は世界標準の世界最大の開発

者であり出版者でもある。民間と公共部門の橋渡しを
する非政府機関であり、事業の必要事項と社会のより
幅広いニーズをマッチさせるための解決に到達するた
めの意見の統一を図るものである。国際社会的説明義
務（SAI）は、社会的に責任のある規準を開発し、且つ
遂行することにより、職場ならびにコミュニティーを
改善することに専念するための非政府、国際、複数の
利害関係者の組織である。両組織ともYamanaの管理
システムがフォローしている国際ガイドラインを提供
している。

SYGには、リスク評価、法的そして契約上の全ての
要請事項の識別、企業の目的と目標の定義、そして
Yamanaがその方針と管理プログラムに沿って展開し
ていると言うことを確認するためのシステムなど、が
含まれている。SYGの導入は2007年にはブラジルとホ
ンジュラス、2008年にはチリで始まった。Yamanaは、
アルゼンチンを含んで、2009年および2010年で全ての
操業でSYGを確固たるものにしていく方針である。
このシステムの利点は、強化された環境モニタリン

グと、環境管理、ならびに安全に対するイニシアティ
ブの強化を含んでいることである。多くの研修を行う
ことが遂行プロセスの鍵である。

⑥環境安全保健およびコミュニティー（SHEC）委員会
各操業鉱山には、ジェネラル・マネージャーを議長

とするSHEC委員会が設定されている。この委員会は、
少なくとも月に一度、安全、健康、環境、コミュニテ
ィーとのつながり、ならびにその他の操業に関する実
務に関連する課題や解決を討議する。各SHEC委員会
の目標は、持続可能性プログラムの有効性とパフォー
マンスを計ることである。

⑦コミュニティー
Yamanaの従業員は、北・中・南米にまたがったコ
ミュニティーで従事し居住している。空気と土地を分
かち合い、地元のサプライヤーと仕事をし、地元住民
を雇用し、操業している同じ地域で関係を築き上げて
いる。Yamanaは、コミュニティーの意見を聞き、且
つその価値を受け入れ、そしてその豊富な地方文化、
および経済的な機会を受け入れる。その結果、コミュ
ニティーとのつながりは信じられないほど強固なもの
となる。

Yamanaコミュニティーのイニシアティブの例とし
て以下の事項がある。

・パートナーシップ・セミナー
このセミナーは、我々の鉱山操業を取り巻くコミュ
ニティー内で実施される。Yamanaは、地元の教育、
環境、文化、経済そして衛生に関するプロジェクトを
サポートする提案を受け付ける。Yamanaは2008年に
は、ブラジルで、持続可能な雇用、事業、スポーツな
らびに地元の文化をサポートすることに焦点を合わせ
た44件のプロジェクトを完成させた。2009年には同じ
ようなプログラムがチリとアルゼンチンにも導入され
た。

・『門戸開放』プログラム
このプログラムは、明確且つガラス張りの方法で、

Yamanaと地元コミュニティーのより良いコミュニケ
ーションを定着させるためのものである。色々な分野
からのコミュニティーの代表が、鉱山を訪問し、企業
ビジョン、真価、安全手順ならびに環境管理について
より多くのことを学ぶ。

・Integrar Program
より明るい未来を築くことを支えるため、Yamana

はIntegrar Programと呼ばれるイニシアティブを制定し
実施した。このプログラムは、衛生、環境、コミュニ
ティー、そして家族における特定の活動を伴う4つの
モジュールで構成されている。プログラムの中に、
Integrar Dayと呼ばれる日があり、Yamanaのボランテ
ィアが政府と民間部門との共同で、地元コミュニティ
ーに、供給可能な種々のサービスを施すことになって
いる。それらのサービスの中には、健康診断、環境教
育、そして法的な書類の作成などが含まれ、それらは
生活の質の向上に焦点が合わせられている。

・地元のサプライヤーとのビジネス
Yamanaは地元のサプライヤーと仕事をすることに
熱意を持ち、可能な限り、地元の製品、機器ならびに
サービスを利用することに傾注している。Yamanaの
目標は、地元経済を振興し、雇用ならびにビジネス拡
張のための持続性のある機会を生み出すことである。
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これらのイニシアティブが有効であり、且つ、各コ
ミュニティーの未来をサポートすることを確実なもの
にするため、Yamanaはコミュニティーの調査を実施
しているが、その目的は、フィードバックの収集と、
如何にすれば地元の文化、健康、教育そしてビジネス
のニーズによりよく貢献できるか、という新しいアイ
デアを生み出すためのものである。

⑧持続可能なコミュニティーの創造
Yamanaは我々が操業している周辺のコミュニティ
ー内で、種々の持続可能な経済開発プログラムを提供
している。2008年には、Yamanaのコミュニティー・
プログラムの焦点は、雇用と事業拡大のための機会を
作り出すことで、経済開発に向けられた。Gualcamayo

において彼らがサポートしたプログラムの一部には下
記のようなものも含まれる。
・口腔衛生キャンペーンを鉱山周辺地域のコミュニ
ティーの学校で実施

・政府組織との合意によりHuacoにおける上水道網
の拡張サポート

・地元の町の一つを通しての送電線の建設
・『若者のためのスポーツ』なるプログラムが、

Jachalleraサッカーチームに、備品、ユニフォーム
そして遠征のためのアレンジの提供

⑨環境マネジメント
同社の目標は、全ての天然資源の消費を2010年には
10％削減することである。ビジネスと操業上の決定は、
操業している場所の自然環境を考慮に入れて行なわれ
る。
企業の安全・健康・環境およびコミュニティー

（SHEC）の標準に従って、鉱山現場ならびに探鉱プロ
ジェクトは、企業の監督および監査によって常に評価
される。2008年には、8人の監督および監査役がアル
ゼンチン、チリおよびホンジュラスにある鉱山操業を
訪問した。

a）操業を通じての環境イニシアティブ
Yamanaは、将来世代のために、我々の環境の持続
可能性を最大にする一方で、インパクトを最小限に抑
えられるような、現実的な環境プログラムの設計を追
求している。カーボン・フットプリント（注；自身の
行動によりどの程度のカーボンを排出（二酸化炭素排
出量）したかの意）を削減するための新しいプログラム
探索することは常に大切なことである。Yamanaは、
地域ならびに国際法制に従って環境課題を管理するた
めのベスト・プラクティスを支持する。

b）水および空気のモニタリング
Yamanaは各操業現場で、地表水、地下水の水質を
計測し、また大気への排出源の質を測っている。水モ
ニタリング・プログラムと空気モニタリング・プログ

ラムを含んで、操業における数々の水の削減、空気モ
ニタリングならびに保護イニシアティブプログラムを
導入してきた。
同時に、独立し、且つ認定された研究所が、品質管
理が達成されていることを確実なものにするために水
と空気のサンプルを収集し分析している。
水は鉱業経営上、必要不可欠なものである。このた
め、Yamanaは、水リサイクルのためには、あらゆる
努力を惜んでいない。2008年では、鉱山プロセスで使
われる水の約60％はリサイクルされたものである。な
お、消費された水の源は、河川、地下水、井戸あるい
は坑内、そしてテーリング・ダムに溜まった雨水など
である。

Yamanaの大気モニタリングは、鉱山プロセスで生
じた粒子量を計測した上で、それを最小限に抑制する
ものである。給水車ならびにスプリンクラーの導入の
結果、粉塵の削減に成功している。また、全てのオペ
レーションで、水消費量の削減と大気の質の改善のた
め、引き続き努力を行っている。

c）エネルギー消費
操業のためのエネルギー消費の削減は、戦略的な目
標として継続して設定されている。SYGの一部として、
Yamanaもエネルギー消費の効率化に引き続き焦点を
当てている。
エネルギーとしては、処理工場の設備を作動するた
めに電力が使われている。また、ディーゼル・オイル
が、電力設備、機械ならびに鉱石運搬トラックに用い
られている。

d）廃棄物管理
Yamanaの固形廃棄物管理プログラムは、廃棄物の
分離、保管、そして安全な輸送、ならびに処理の促進
のために2008年に導入されている。このプログラムの
下で、固形廃棄物は、リサイクル、処理、あるいは適
切且つ許可を受けた処分場での処理のため、正規の資
格を有する企業によって収集されるまで、安全に分離
され、鉱山現場にある仮廃棄物倉庫に保管される。有
機廃棄物の大部分は、堆肥化を経て肥料となり農業分
野に供給される。
2008年には廃棄物の従業員による自主キャンペーン
により、約7ｔの廃棄物が削減された。この例は自主
キャンペーン導入のモデルとしてもたびたび引用され
ている。

e）Yamanaの目標
環境を守るためには、継続した投資が必要なことを
理解したうえで、CSRマネジメントに基づき環境プロ
グラムを改善している。また、固形廃棄物の影響やコ
ストについても如何にして削減するかについてを考慮
しているのである。だが、これは小さなことの積み重
ねで初めて達成されるものであり、その積み重ねが地
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球への影響削減につながるものである。

目標 ；2010年までに10％削減（2007年の結果をベー
スにする）

・2010年までに化石燃料消費を10％削減
・2010年までに固形廃棄物生成を10％削減
・2010年までに原水消費量を10％削減
・2010年までに電力消費量を10％削減

⑩健康と安全
安全な作業環境の従業員への提供は、従業員にとっ
ても企業運営にとっても重要である。Yamanaは、健
康と安全管理のための厳密な手法を有し、全ての操業
で安全性を向上させるための投資を継続的に実施して
いる。また、法令遵守以上に健康と安全管理において
ベスト・プラクティスを遂行し、現場での事故等の防
止を確実なものにすべく努力している。
安全推進プログラムには以下のような事項が含まれ
ている。
・安全確認（安全行動審査）－2006年から、安全確認
として、安全対策を強化するため、管理職層と従
業員の対話が進められている。目的は、全ての操
業活動を安全に行うという各従業員の行動を確認
することである。

・日常的な安全対話（DDS）－一日の始業前に、全て
の操業現場でDDSが実施され、安全、衛生ならび
に環境のガイドラインに関して対話により確認す
る。

・安全事故登録（ROS）－2007年に始まったもので、
従業員により全ての操業現場での潜在的に存在し
うる危険な状況の登録が要請されている。登録さ
れた状況は検討されそれを回避する解決策が決定
される。

・PEACE－ポルトガル語で、「考え、研究し、分析し、
微調整し、そして実施する」の意の略で、従業員
が安全行動を実行するための手順を分析できるよ
うにするための安全維持プログラムである。この
プログラムは、従業員が、潜在的に存在するリス
ク評価をする場合に実践されるべき鍵となる上記
5つの行動の基準である。

2008年に、チリで、YamanaのSHECの代表者が、
SHECの慣習、SYGの強化、そして全ての操業現場に
おける安全のベスト・プラクティス等を含む重要な
種々議題を討議するための三日間のワークショップに
会している。
アルゼンチンのYamana Goldの役員のMario Hernandez

氏によれば、持続可能な開発の作業は、決められた目
標を達成したとのこと。このことは会社にとって大き
なプラスであり、且つ重要度の高いものである。

Gualcamayo 近燐コミュニティーの生活改善のために、
1994年には、Huaco経由123kmのJachal - Gualcamayo間

の132Kv電力線施設のような、共通の目的を見据えて
コミュニケーションの課題も解決するような善隣政策
（Good Neighbor Policy）をうちたてた。そしてそれは
この町にとっても大きな改善を意味したのである。

Gualcamayoへの電力供給システムには2,000万US

＄以上の費用を要したが、州の電力システムの拡張に
より実現できている。それとは別に、Huacoの上水道
中央ネットワークが拡張され、さらに、Gualcamayo

にあるEntre Rios州のHostel学校からの新しい道路も建
設されている。
最も重要な改善は、スポーツ活動への貢献のような、
プロジェクト提案を通じての、隣人との交流である。
今年の計画には、スポーツ、文化ならびに教育活動、
学生食堂、運転教育に関連した活動の継続などが含ま
れている。
近隣コミュニティーは、より専門化されたトレーニ
ング、そして商品やサービスを提供する小企業の設置
を要請している。鉱山で働く専門家のためのボランテ
ィア・プログラムがあり、それには、地質学者やエン
ジニアが彼らの経験を近隣の教育コミュニティーと分
かち合う事項なども含まれている。それに加えて、職
員もGualcamayo 付近の近隣コミュニティーもが、鉱
山における仕事のみならず、例えば2009年から始まっ
た研修コースのような、Villa Union、Guandacolや
Huacoから来た約600人に役立ったようなサービスを
受けることができる。

3-1-8. Aguilar鉱山
アルゼンチンの北西部にあるAguilar鉱山は

Compania Minera Aguilar社により運営され、1936年か
ら採掘が開始されている。生産される鉛精鉱はAguilar

の自社製錬所Palpalaで処理され、製品は国内で販売さ
れる。亜鉛精鉱は、アルゼンチンSanta Fe州にあるAR 

Zincの製錬所で処理され、生産された亜鉛は、主にア
ルゼンチン国内とブラジルに出荷される。また、AR 

Zincは硫酸の主要サプライヤーでもある。なお、同グ
ループは、2005年Glencoreの子会社に買収された。
金属亜鉛の生産能力は44,000tで金属鉛は14,000tで

ある。

①雇用
同社には1,400人の従業員がいる。

②CSR
Minera Aguilarにおける持続可能な開発に関する主

なテーマは、環境への対応である。
Mina Aguilarが保有する地区、ならびに鉱山周辺の
土地の保全のためには、古いテーリングダムの埋立て
から始まり、数多くの活動が実施されてきた。なお、
今後、雨の浸透を防ぐために粘土層でカバーされる。
坑内水は集水され、今後建設される配水管を通して
選鉱プラントへ運ばれる予定である。廃水の水質は一
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応基準をクリアーしている。しかしながら、安全性を
保証するために廃水濃縮プラントが建設される予定で
ある。

Aguilar製錬所地域でも環境への改善に努めている。
主要排出物が二酸化硫黄を含むガスであり、製錬所の
換気システムを改善している。
この方法で、排出処理プラントに、濃縮され且つ粒
子含有率が低く調整されたガスが供給されることにな
り、プラントからは最終的に法的に要請されている基
準を満たすか、規準以下の排出とすることができる。
更に、ガス連続モニタリング・システムが導入され
ている。その上で、作業地区における煤煙とガスの状
態を改善するため、回転乾燥機の排気システムも改善
された。
大気の改善という意味では、植林も重要な活動であ
る。近隣コミュニティーと共同して、3つの違った種
による1.5haの広さでの植林も実施された。また、こ
の地区全てが独自の灌漑システムを持っている。
企業に勤務する職員全員に対する環境教育も実施さ

れている。
また、恒常的に状態をチェックするため、地下水監
視用井戸が建設された。環境のモニタリングは、好ま
しからざる影響を避けるため国際基準に基づき、毎月
実施されている。使用された潤滑油は、産業廃棄物と
同様、その適正な最終処分のために、収集され処理さ
れる。
前述の活動のほかに、本来的に重要な社会や近隣コ
ミュニティーへの取り組みも行われている。

3-1-9. Pirquitas鉱山
Pirquitas鉱山はSilver Standard Resources社（以下Silver 

Standardと称する）の最初の大規模鉱山操業である。
2009年に、第一回目の銀精鉱100ｔの船積みが7月に行
われた。鉱山のフル稼働により年間平均約1,000万oz

の銀と2,500ｔの錫を生産することになり、Pirquitasは
世界でも最も大きな銀鉱山の中に数えられる。

Pirquitasはアルゼンチン北部、Jujuy州に位置する。
鉱区は4,100mの高地にあり、年間を通じて通行可能な
2本の道路でアクセスできる。鉱山は主にエネルギー
として天然ガスを用いて運営されていて、そのガスは、
2008年に鉱山から既存のTrans-Andeanパイプラインに

接続された42kmにわたる天然ガスパイプラインによ
って供給されている。この鉱山は、露天採掘鉱山とし
て操業され、100t積みトラックと12m3のローダーを使
っている。
露天採掘鉱山の操業は、2008年7月から行われてき
た。ピットの鉱石は、まず集積され、現在の採掘鉱石
と同品位のかつての操業時の選鉱尾鉱40万tとともに、
破砕工程に送りこまれる。
鉱石は破砕され、それから従来型の浮遊選鉱プラン
トで処理される。銀の工程は効率化が達成されていて、
錫の工程は2009年第3四半期に稼動が始まる予定。プ
ラントで生産された精鉱は、世界中の数多くの製錬所
に向けて出荷される。
フル稼働状態の場合、鉱山は年間を通じて連続操業
し、雇用人員は550人以上となる。

①会社のCSR方針
『Silver Standardの目標は、人々の福祉厚生と、我々
のビジネス活動の結果影響を受けた自然環境を守るこ
とである。我々は、自分の責任を長い眼で見、そして
このことは我々のビジネスの決断をさせる方針、さら
にわが社の全てのレベルを通しての安全且つ倫理的な
行動を育成する企業文化に反映している。』
この最終目標は、利害関係者－それは全従業員であ
り、業界のパートナーそして近隣コミュニティーを含
んでいる－　との約束を確実なものとすることであ
る。さらに、互いの利益になり、ガラス張りにして、
常に継続していることである。なお、Silver Standard

のCSRプログラムは、積極的なイニシアティブにより
実施し、自身による評価と、モニタリング・システム
によって支えられている。

②安全
操業によって関係する人々の安全を保証すると言う
ことは、Silver Standardの最も基本的な責任である。
安全管理プログラムは、効果的なリーダーシップ、危
険の認識への積極的なアプローチ、そして、適切な判
断と安全行動を奨励し、且つそれに報いることができ
るスタッフのサポートを強調している。
リスク管理システムとしては、従業員のリスク認識
と理解、そして管理のための能力の開発力を高めるも
のである。重点を置いているのは、研修、そして常に
これに対して積極的に行動することに報いることであ
る。この枠組みの中で、組織の全ての部門の従業員は、
毎日、相互に安全を確かめあうことが奨励されている。
また、操業規模の拡大に従い、安全管理戦略も継続
的に見直し改善に取り組まれている。

a）戦略的な安全のリーダーシップ
管理チームは、教育ならびに動機付けを通じて安全
の文化を生み出している。重要な点は、研修と、常に
これに対して積極的に行動することに報いることであ
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る。安全ということが基本的な価値観として支持され
ているのである。

b）リスクの認識
リスク管理とは先を見越した行動のことである。行

動的で体系立てられた安全管理は、負傷事故のような
発生後になってから考え直すものでなく、現在及び将
来を見通すものである。こうしたアプローチにより、
我々はリスクをより早く予知し、また評価し、そして
それらをコントロールするために取り組むことができ
るのである。

c）人々に合わせる焦点
リスク管理システムでは、手順とモニタリング・プ

ロセス、そして行動が、より効果的に調和し、人々が
如何にしてリスクに気が付くかという取り組みである
と言える。このため、関係者がリスクを認識、理解そ
して管理するための能力を改善できる努力が求められ
るのである。
また、リスクが認識され且つ議論されることを確実

に実施する、『もし・・・したならどうなるか?』と自問
を含めた疑問を持つよう奨励している。

③近隣コミュニティー
Silver Standardの近隣コミュニティーとの連携プロ

グラムは、操業地の近隣コミュニティーとの間で、ガ
ラス張りの透明性を持ちつつ且つ数多い機会を通じ
て、そしてまた長期的な経済的及び社会的利益を振興
しながら、地元の開発活動へ協調的なアプローチを行
うことを基本としている。私たちが良き隣人である限
り、プロジェクト周辺のコミュニティーと常に意見交
換することで操業目標と調和させることができるので
ある。
プロジェクトにはコミュニティーの強力なサポート

がある。Pirquitasのコミュニティー相談委員会会長
Feliciano Artemio Llampa氏は、雇用と正当な給与の点
から、この鉱山運営には非常に満足していると語って
いる。また、研修や雇用、インフラの開発、そして我々
のプログラムの鍵となる教育へのサポートなど数々の
方法を通じて、この近隣コミュニティーと多くの約束
事を交わしている。

④雇用
Pirquitas鉱山の建設段階では、1,000人以上が雇用さ

れている。そしてフル稼働状態での雇用は550人以上
となっている。近隣の5つのコミュニティーから、地
元で働ける人の90％以上が鉱山現場で雇用されてい
て、地元住民の雇用率は高い。
多くの場合は政府による資源技術協力への補填とな

るが、道路施設、地元の学校のための暖房設備の取り

付け、そして小規模ビジネスの開発への取り組みなど、
コミュニティーのリーダーと連係した作業が運営され
ている。

⑤環境責任
Silver Standardは、探鉱、採鉱、運営、そして閉山
活動の間の自然環境保護は、我々の事業から切離す部
分ではなく、企業の真価をはかる鍵となると認識する
環境方針を打ち出している。
現在の環境管理は、事業に伴う国際的な規制上の要
件を順守している。しかし、自ら規準を引き上げ、環
境の持続性に対する戦略を常に改善することが約束さ
れているのである。

Silver Standardは、彼ら以前の経営者と操業が及ぼ
していたかつての鉱山活動により被った現存する環境
被害にも対処しなければならなかった。

Mina Pirquitasとその周辺は長い期間にわたり採鉱が
行われてきたアルゼンチンで最も長い歴史を持つ錫と
銀の鉱山である。不幸にして、昔の採鉱では、周辺の
環境にしばしば悪影響が及ぼされた。Rio Pircas礫岩
地域からCampamento Central（Pirquitasの古い町）の東
に至る、錫の浚渫採鉱は、1933年から1949年まで行わ
れ、その結果としてRio Pircasの下流で浚渫廃土の堆
積場が無数にできたのである。

⑥健康
従業員及びその家族のみならず、周辺のコミュニテ
ィーに対しても衛生プログラムが提供されている。
一昔前の採鉱廃石からの酸性排水が、季節河川の下
流に影響を与えている状況が衛星画像で見ることがで
きるのである。Silver Standardは、遺棄された建物や
設備を排除し、河床の昔の尾鉱を除去している。また、
総合的な環境管理システムの一環として行われる
Pirquitasの現行操業に対する環境影響の継続した評価
に際して、地元のコミュニティーのメンバーとも協調
している。Silver Standardは近代鉱業の二つの顕著な
特徴である、環境への責任と長期にわたる展望をこの
地方にもたらしたのである。
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3-1-10. Salar del Hombre Muerto鉱山
Salar del Hombre Muerto鉱山はCatamarca州の北東、

州都から700kmにあるAntofagasta de la Sierra区に位置
する。
この事業のライフは40年とされ、塩化リチウムなら
びに炭酸リチウムを生産し、それらは全て輸出に向け
られる。製品は鉄道にてAntofagasta（チリ）に輸送され、
そこから米国に船積みされる。世界には、Antofagasta 

de la Sierraと同様の資源地が三地域ある。だが、その
組成からみて、ここが最も重要である。この事業は
Catamarca州でMinera del Altiplano社を介して、FMC 

Corporationが採掘作業を行っている。
炭酸リチウム・プラントは1997年の第3四半期に、

Salta州Guemesにある塩化リチウム・プラントは1998
年1月に稼動した。その年には塩化リチウムの生産は
6,182ｔで、炭酸リチウムは2,640ｔ、そしてその輸出
額は2,500万US＄であった。なお、1999年から炭酸リ
チウムの生産は中断されている。
小規模な鉱山であり、ここの持続可能な開発に関す

る方針についての十分な資料はない。

①雇用
Saltaの塩化リチウム・プラントで48人が、Catamarca

では113人が働いている。建設当時は600人以上が雇用
されていた。

②近隣コミュニティー
小規模鉱山であり、持続可能な開発に関する方針に

ついての十分な資料はない。しかし、2008年、
Catamarca州政府ならびにMinera Alumbrera YMAD・
UTE社と共同で、学校建設に対する協定に調印してい
る。
また、彼らは『コミュニティーの菜園、農場、そし
て 無 料 食 堂（Community Vegetable Garden, Farm and 

Soup Kitchen）』と呼ばれるコミュニティー・プログラ
ムに参加した。
このイニシアティブは、食料危機に対する支援を目

的とした、無料食堂の設立を通して始まったものであ
る。現在では、毎日250人の子供たちが無料食堂で食
事をとっている。
第一段階が実行され強化されると同時に、CTGが導

入した次の二段階は、近隣コミュニティーの菜園と農
場であった。両者へのイニシアティブは、色々な職務
を進めて行く上で必要とされる人的資源を提供するこ
とになるGeneral Guemes市と賃貸された土地を提供す
るFMC Minera del Altiplano社の協力の下に行われてい
る。菜園と農場の両方では、地域の無料食堂、教育を
目的として学校からの訪問を受けつつ、農業や家畜飼
育の活動に携わっている家族のその養育助成に協力す
ることを目的としている。
これら3つのイニシアティブで働いている人々の一
人ひとりは、社会計画および農業と家畜飼育活動に携

わるために必要な訓練を受けなければならない。

③環境
この鉱山における環境手順に関する特定の情報はな
い。しかしながら同社は環境保護に関する国際基準を
全て全うしているといっている。

Minera del Altiplano社は、その全ての生産部門でISO 

14001認証を受けている。

3-1-11. Sierra Grande鉱山
MCC Minera Sierra Grande社の設備はRio Negro州、

Sierra Grandeの南8kmに位置している。
15年間の操業中断を経て、2006年、Grade Trading 

Argentina社はその鉱山会社の株式の70％を譲渡して、
China Metallurgical Group Corporation （以下MCCと称す
る）と共同で事業を行うこととなった。

MCC Minera Sierra Grande社は坑内掘りで鉱山操業
を行っている。北、東、南の3つの鉱床があり、最後
の鉱床は同社によって開発され、そして現在はその地
域が採掘されている。鉱山の採鉱能力は、鉄鉱石が年
間約280万ｔ、そして、平均品位68.55％の鉄精鉱生産
が130万ｔである。この企業は2つの主要産業地区から
成り立っている。産業地区ⅠとⅡである。
産業部門Ⅰは、鉱山地域、予備選鉱ならびに選鉱の
プラント、機械設備、堆積場および本社オフィスから
成る。南の鉱床は採鉱されており、2億ｔ以上の鉄鉱
石の埋蔵が予測されていて、90km以上に及ぶ坑道が
ある。
産業地区Ⅱは産業地区Ⅰから32km離れた海岸地域
に位置する。この地区で最も重要な施設は浄水施設と
港湾である。

①MCCの目標
ラテンアメリカで最も重要な鉄鉱石鉱山になるこ
と、そして、社会及び従業員に対する積極的な関与に
より、運営、品質、技術、ならびに安全に関して、最
も高い規準を達成することで世間に知れ渡ることにな
ることを決意している。

MCCの使命は、資源の効率的な活用、従業員が安
全な労働環境での専門性の発揮、地域の自然環境の保
護、そして近隣コミュニティーに対する持続可能な開
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発の奨励などを行うことを通じて、さらに採算が取れ
且つ持続可能な企業になることである。

②CSR
これらの目的を達成するための同社は次のような手

段を用いている。それは、
・社会的責任
・スムーズなコミュニケーション
・資源の分別のある活用
・全ての利害関係者を尊重
・彼らの職員の能力開発の振興
である。

MCCは、その従業員に対して、労働組合によって
達成される水準を超える、素晴らしい健康保険制度を
有している。

MCCは、この地域の失業率が高いことから、近隣
コミュニティーで数多くの必要事項に注意すべきであ
ることを認識している。クリスマスには、生活必需品
を寄贈するために、地元政府に対して2万US＄を寄付
している。

3-2. 実現可能性調査段階にあるプロジェクト
3-2-1. Pascua Lama
アルゼンチンとチリの国境にまたがる、Pascua-

Lamaプロジェクトは、Barrick Gold社（以下Barrickと称
する）のVeladero鉱山から約10km離れた標高3,800mか
ら5,200mのFrontera区に位置している。Pascua-Lamaプ
ロジェクトは、両国政府の強いサポートを受けており、
また両国の地元の住民や地域の利害関係者の強力なサ
ポートも得ている。Barrickの目的のひとつは、地域住
民の長期的な利益のための経済、技能そしてインフラ
を伸ばす方法を見つけることに寄与することである。
その結果として、この大規模な、そして寿命の長い鉱
山は、これからの長い年月にわたり、この地方の雇用
と近隣コミュニティーの発展をも期待されている。

Barrickは、2009年5月7日、Pascua-Lamaの建設のゴ
ーサインを発表した。2010年2月現在、約90％の詳細
エンジニアリング作業が完成している。チリ側の主な
土木工事は進展しており、チリとアルゼンチンの間の

鉱石の船積みのためのアクセスとなるトンネルの入り
口は出来上がり、Barrealesキャンプ場は現場に今500
人くらいがいる。アルゼンチン側では、初期の土木工
事準備のための契約が現場に駆り集められている。マ
イニング車両隊、処理機器類、宿泊施設、ならびに土
木工事請負い業者を確保するために、資本金の25％以
上が賄われた。プロジェクトの生産前の予算である20
億US＄ないし30億US＄は維持しており、生産開始は
2013年の第1四半期というのもスケジュールどおりで
ある。

Pascua-Lamaには、確定および推定埋蔵量は金が
1,780万ozと金埋蔵量内に含まれる銀が671百万oz存在
する。鉱山の寿命は25年以上と推定され、最初の5年
間フル稼働ベースで、ozあたりの直接生産コスト
20US＄～50US＄、年間平均生産量は75万oz～80万oz

であり、Pascua-Lamaは世界で最もコストが低い金鉱
山の一つとされている。
鉱山ライフを通じての、利害関係者の総合的な誓約
は、同社の操業のための、長期にわたるコミュニティ
ーのサポートを築き上げ、そして維持するうえに不可
欠なものである。近隣コミュニティーの利害関係者と
の継続した会話は、事業のこれら局面に対処するため
に最も有効な手段の一つであり続けると信じている。
公開会議や市民委員会は、地元の住民ならびにBarrick

両者にとって、分かち合い、学び合う貴重な機会を提
供している。

①近隣コミュニティー
アルゼンチンにおいて、同社はSan Juan州政府と、

基礎インフラの改善と、そしてコミュニティー開発を
サポートする基金の制定のための協定に調印した。そ
の基金は、Pascua-Lamaの影響を受ける地域内の住民
の必要性と優先性に合致するプロジェクトおよびイニ
シアティブに充てられる。

Barrickは2005年から、チリとアルゼンチンで40件以
上のコミュニティー・プロジェクトを後援してきた。
これらのイニシアティブはPascua-Lamaが影響を及ぼ
す地域に的が絞られ、そしてこれらの地域における、
教育、研修、健康、地元の水道供給、文化の修復、そ
して小規模ビジネスの開発などを改善することを目指
している。
これらのプロジェクトの具体例には次のようなもの
がある。
・国立技術大学（National Technologic University）と

San Juan州の教育省との共同で、2年間の健康と
安全のための研修がIglesiaコミュニティーで行わ
れた。
・2008年から、Jachalコミュニティーでコンピュー
タ技能開発コースが行われている。

Barrickは、その地域の高い水準や長期にわたる利益
を約束している。それには、彼らの操業によって影響
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を受けた地域の住民の、環境、コミュニティーならび
に生計手段に関する持続性も含まれている。Barrickに
よって進められた経済のプロジェクトは数多くあり、
それらの多くは農業活動に関連したものである。彼ら
は、国および地方政府と同様、地元のコミュニティー
のサポートを得て取り組んでいる。
このための非常に意欲的なプログラムが2つあり、

一つはにんにく栽培、あと一つは乾燥トマトのプラン
トである。これらのプログラムの目的は、それらの生
産性を高めそして製品輸出をすることである。同社は、
それに対するテクノロジーならびに教育面で支援して
いる。

Huasco渓谷で、水利組合（Water Users Cooperative）の
メンバーの94％が、組織の特別会議でそのプロジェク
トに賛成票を入れた。この組合は、Huasco渓谷の700
軒の農家を含む、その地域の2,000人の水利権保有者
を代表している。

Pascua-Lama周辺の4つの自治体の長や、Huasco渓谷
のコミュニティー・リーダーの殆どがこのプロジェク
トを強力にサポートしていると表明している。
Vallenarの市長であるJuan Santana氏は、『我々は、鉱業
活動あるいは農業や他のサービスなど、どんなもので
も、この渓谷でなされる投資を評価する』と語り、
Huascoの市長であるJuan Sabando氏は『Pascua-Lamaは
取り進めるべきで、コミュニティーが期待する開発を
生み出すに違いない。この会社は、環境に関して、ま
じめで責任を重視することが証明されている』と語っ
た。
その地域でのPascua-Lamaにおける雇用機会が人々

の間で如何に関心があるかは、Barrickが、2006年6月
の時点で既に50,000件以上の申請を受理していること
から明らかである。

②環境
Pascua-Lamaはチリの歴史において、最も厳しい認
証プロセスの対象のうちの一つである。チリにおける
環境影響評価は2006年2月に承認された。同様のプロ
セスを経て、アルゼンチンにおける環境影響評価はそ
れより遅れて2006年12月に承認された。
それは、環境当局、政府機関、第三者の専門家なら

びにコミュニティーの利害関係者などを含んだ、広範
囲にわたり、且つガラス張りの審査であった。
チリにおいて、環境影響評価（EIA）は2004年12月に

提出され、14ヶ月にわたって正式審査が行われた。情
報量とそれを支える書類は夥しいものだった。2004年
の環境影響評価ならびに3つの添付書類は、13巻にも
なって5,336ページに達した。
この作業の費用はチリだけでも約1,500万US＄にも

及び、数多くの専門家や技術者によって約20万man-

hour（MH）を投入し、そのためには10社もの世界的に
著名なエンジニアリング・コンサルタントや環境コン
サルタント、それに同じく国内からも4社、5つの大学
がこのEIAの準備ならびに提出に携わった。
アルゼンチンでは、別のEIAが25ヶ月間にわたり評
価され、プロジェクトの技術評価を審査、および公表
するために集められた独立専門家のグループである、
特別学際環境評価委員会（CIEAM）によって審査され
た。
この全てのプロセスの前とその途上で、Barrickは地
元コミュニティーのメンバー、農民ならびに水の利用
者と数多くの公開協議を行った。そのプロセスにおけ
る地元の利害関係者の関与を推進しようとする同社の
努力は、この分野での全ての法的要請事項を超えてい
た。結果として、同社はプロジェクトの将来の改善の
ために、これら利害関係者からの提言を元の計画に織
り込む変更を行った。
水質に関して、プロジェクトの政府認可に沿った要
請の下、Barrickは、最も近いコミュニティーの上流約
45kmの地点の水質のベースラインを維持することが
義務付けられている。ただしこれはプロジェクトの開
始以前に決められていた。
さらに、プロジェクトから約30km下流で、最も近

いコミュニティーから15km上流の、Barrickの鉱区か
ら出る水の水質がモニターされ、そして飲み水として
規定された規準に維持されている。

Barrickは、地方政府のデータに加えて、プロジェク
トの周辺水域の5年以上にもおよぶ水質ならびに水量
の測定データを持っている。このデータは、世界的に
著名な、複数の民間コンサルタント、大学、ならびに
科学研究機関の、水文学、水文地質学、地球化学、生
物学、陸水学、考古学、人類学（Anthropology）および
社会学の専門家、さらにHuasco水利組合（Junta de 

Vigilancia del Rio Huasco）の代表も加わったグループに
よって検討された。
これら専門家たちの提言を踏まえ、同社は、下記の
ようなものを含む、水を保護するための幾つもの『二
重安全装置』システムを設計した：
・鉱山操業と接触して出て来る流出水を最小限に抑
えるための表面水の迂回路
・鉱山操業と接触して出て来、そしてその後鉱山操
業でその水をすべて再使用する、すべての地表水
ならびに地下水の収集、貯蔵ならびに処理での受
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動的および能動的な保護の複数のバリヤー
・操業上の廃棄物を環境へ出さないこと。鉱山の稼
働中および閉鎖後の極端な流出事故でさえ、シス
テムには下流を保護するための十分な能力があ
る。

・建設開始時に、プロジェクト内に、前もって閉山
に必要な事項を構築しておく。

プロジェクトは、広域にわたる水質のモニタリング
計画、ならびに水管理プログラムを含む。34箇所のモ
ニターリング・ステーションあるいは地点があり、そ
のうち30箇所は自動制御で、当局および一般市民にリ
アルタイムでデータを即時に公示することが出来る。
測定地点のすべては、常に検査、コントロールを受け、
そしてEIAとその承認決議に準拠した厳しい水質基準
を全うするための個別の監査を受ける。

Huasco渓谷における水質と水の供給に関しては、
数々の協力的なプロジェクトを通じ、BarrickがHuasco

渓谷における新しい水管理施設の改善、拡張および開
発のプロジェクトの為に十分な資金を提供しているこ
とから、同社の存在が利益をもたらすことになる。こ
れらが、農家を含む、全ての水の利用者に対する、全
般的な水の供給、水量そして水質を改善する努力なの
である。これらのプロジェクトは、水の利用者と農家
の必要に応じて決められ、優先順位が付けられる、そ
して水の処理、灌漑、貯蔵そして規制のための施設も
プロジェクトに組み込まれる。
廃石堆積場と接触して出て来るであろう地表水、あ

るいは地下水からの排水を集めるシステムの中の多数
のバリアーは、パッシブ・システムから出てしまう汚
染水の全てを、早いタイミングで積極的に取り除くこ
とを確実にする、汲み上げシステムで補填された。
上流の幾重もの多数の回収バリアーを通過して浸透

する、全ての地下への逃げ水に対するシールを供給す
るために、最後の回収バリアーの下に、パッシブの止
め壁が、基盤岩まで付け加えられた。この位置に元々
計画されていたポンプは、不測の事態に備え、止め壁
の下流に留め置く。これが、プロジェクトの水質が、
ベースラインに対して測定される位置（NE5）である。
・不浸透ライニングが施された溜め池が、鉱山の稼
働中ならびにその閉鎖後を通じて　─エル・ニー
ニョ現象の年あるいは、異常な速さの雪解けによ
る流出水のような─　極端な流出事故においてさ
えも、プロジェクトの下方の最後のバリアーの下流
の保護を提供するに十分な能力まで増やされた。

・鉱山操業と接触して出て来る全ての地表水ならび
に地下水は、集められ、処理されて、今は鉱山操
業で完全に再使用されている。第三のステップと
して、水処理施設に酸化工程が追加され、処理水
の品質を確実なものにし、そして処理プラントの
工程を狂わすような、全ての潜在的な可能性に対
処する為に、処理工場の下流に仕上げ池が追加さ

れた。
・プロセス管理なしのモニタリング・ポイントの数
を20箇所から34箇所に引き上げ、そのうち30箇所
は自動制御で、当局および一般市民にリアルタイ
ムでデータを即時に公示することが出来る。
・水質は、チリの灌漑用水の規準であるNCh-1333
を全うするため、プロジェクトの下流約15kmの
地点（NE4）でモニタリングされる。
・水質は、チリの飲料水の規準であるNCh-409を全
うするため、NE4地点の下流約15kmの、Barrickの
鉱区からの排水点（NE4）でモニタリングされる。
・水質は、プロジェクトの下流で、一番目のコミュ
ニティーであるConay村の上のNE8地点の下流約
15kmの3地点で測定される。

プロジェクトには、その全ての局面に関して、独立
した検査、分析、そしてHuasco水利組合の技術専門家
の提言が組み入れられる。具体的に言えば、これは鉱
山学、氷河学、水文学、水文地質学、生物学、陸水学、
人類学、考古学そして社会学を網羅している。最終の
追加書類には、当局ならびに利害関係者から提起され
た、予防、緩和そして補償に関する課題を対処するた
めのプロジェクト設計に対する、重要な全ての変更が
組み込まれた。
持続可能な開発プロジェクトは、製造および農業関
連産業プロジェクトを含み、教育、健康、インフラ、
小規模事業、ならびに地元の生産能力の改善のための
何百万US＄もの基金供出源として今まで重要であっ
たし、これからも重要であり続ける。
鉱山会社が行ってきた全ての活動は、地元のコミュ
ニティー、および政府の強力なサポートのおかげで、
この複雑なプロジェクトを建設にまで導いている。

3-2-2. El Pachonプロジェクト
El Pachonは、1997年に結ばれたチリとアルゼンチ
ン間の鉱業一体化協定、ならびにその特定議定書の後
援の下に開発された二国間プロジェクトである。プロ
ジェクトの鉱床は、チリとアルゼンチンの国境近く、
具体的にはアルゼンチンSan Juan 州のCalingasta区の
アンデス山脈に位置する。プロジェクト現場は、標高
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3,100mから4,500mのところにあり、Pachon、Mondaca、
そしてCarniceria川、そしてSanta Cruz川の河川流域をカ
バーしている。
鉱床の全体がアルゼンチン領土に位置しているもの

の、このプロジェクトの二国間という特質は、チリの
港からEl Pachonが生産した銅精鉱を輸出する必要が
あるため、チリCoquimbo州のChoapa郡に銅精鉱の輸
送と、ろ過施設を設置する必要があるためであるとい
う説明がなされている。
2006年、XstrataがFalconbridgeを買収し、El Pachon

プロジェクトはXstrata Copperのプロジェクト・ポー
トフォリオの一部となった。この新しいステージとし
て、前にCambiorによって準備されたフィージビリテ
ィー・スタディーの第一段階の更新を完成するために、
数多くの掘削が行われた。プロジェクトが進むにつれ
て、2008年から2009年に掛けての新規フィールドワー
クが計画された。この作業には、両国において開発さ
れた環境ベースライン研究を更新するための、環境モ
ニタリング活動、井戸の整備、そしてプロジェクト施
設の設計と、これらの施設に関連した、潜在的な可能
性のある環境影響評価の双方に使われる、水文地質モ
デルを調整するために必要な、現場のパラメーターを
得るための汲み上げテストの実施が含まれる。
その他の計画された活動には、必要なアクセス道路

が建設された後の、水位観測所の建設とオペレーショ
ン、気象観測所および探査ボーリングの設置が含まれ
る。

①雇用
2008年の間、同社は32名の直接雇用を行い、そのう

ち80％はSan Juan 州からで、その半分はCalingasta区
の居住者である。2008年の1月から4月までの現場の最
盛期には請負い業者も加えて最高で273名を雇用した。

②環境
プロジェクトはアルゼンチンのアンデス山脈の乾燥
高地の遠隔環境の中に位置する。専門コンサルタント
会社、著名な学術機関、ならびに地元のコミュニティ
ーとの提携により、今までもっと掘り下げて調査され
ていなかった、生態系や社会に関する我々の環境ベー
スライン研究作業の必要不可欠なデータ収集を可能と
した。
これは、設計し、そして環境管理プログラムを最適
なものにするために必要な情報を、同社に提供するだ
けではなく、地域の生息環境に対する、より深い洞察
力を身に付ける、地元の利害関係者の利益を生み出す
ものである。
2008年の最初の数ヶ月は、現場での活動における事
故の増加が見られた。この許しがたい状況が、各事故
にかかわる活動およびリスク要因を、彼らをして積極
的に再評価させる事になった。その結果、現場におい
て彼らのスタッフが経験していたリスクへの暴露を回

避するため、最盛期に元々計画されていた作業範囲を
狭めることになった。この種の決断を下すことは、同
社が自社ならびに請負い業者のスタッフの健康と安全
に対して抱いている、決定的な重要さを物語っている。
2008年に、El Pachonで素晴らしい環境保護パフォ
ーマンスを達成した。考古学的遺産を保護するために、
プロジェクト地域の完璧な考古学的遺産調査を行っ
た。さらにそれらは、70箇所から80箇所にわたって敷
設されたプロジェクト施設の現場を修復させることを
可能にした。
この行為は、企業のポリシーの一部であり、Xstrata

がその全ての事業部門に対して世界中、従って、
Xstrata Copperの全ての操業ならびにプロジェクトで
適用している17の持続可能性規準によって導かれてい
る。
2008年4月、El Pachonの夏の現場シーズンの終わり
に、彼らはプロジェクトの環境ならびに技術・経済フ
ィージビリティー・スタディーの第一検査ステージを
完結した。彼らは、現在の事態のせいで、最終段階へ
とは進むことが出来なかった。前述にもかかわらず、
この完結した段階の最も重要な局面の一つが、将来の
鉱業プロジェクトの設計にかかわる持続性の重要な局
面の全ての統合を意味した。このことは、より堅固で
安全な施設を可能にし、さらに採鉱段階から、鉱石が
使い果たされた時点の操業閉鎖後の閉山段階までをカ
バーする、最先端の技術を駆使することで達成された。
プロジェクトはその最終承認を得る前に数々の中間
ステージを経なければならないものの、それが開発初
期段階であることから、同社が、第一日目から地元の
コミュニティーを巻き込むことが重要である。
さらに言えば、同社はその影響を及ぼす地域のコミ
ュニティーにおけるプロジェクトの良い評価を維持
し、増やし、且つ生かして行かなければならない。
その良い評価のおかげで、そのコミュニティーの生
活水準の持続的な改善を可能とする、地元行政との共
同のコミュニティー・プログラムを開発する機会を得
るわけである。
2009年に、彼らはコミュニティーとの関係で大きな
前進を遂げた。彼らは、アルゼンチンのCalingasta区
にある、Calingasta、BarrealそしてTamberiasの町の住
民と公開会議を催し、そしてさらに山脈の反対側のチ
リ のCoquimbo州 に あ るSalamanca、Los VilosとSan 

Agustinの人々との関係を作り出している。彼らの努
力をより強化するために社会投資のための予算を20万
US＄に増やした。この一部がアルゼンチンのコミュ
ニティーのため、他方がチリ側にサポートされる。

③コミュニティー
2007年のコミュニティーへの供与は6つの分野にわ
たる：教育、保健衛生、農業、文化、スポーツそして
観光部門である。
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④教育
2007年、最初のトレーニング・プログラムがSan 

Juan大学との共催で、Calingasta鉱山技術学校で開催
された。その機会に、教員たちは新しい鉱業技術や飛
躍的な発展について紹介された。そのほかにも、San 

Juan州の教育省と共に、学習に問題がある生徒たちの
その原因を突き止め、そして対処するための教育心理
センターを設立した。この研究には、2008年から
Calingastaの教育システムの強化ならびに改善に期待
がかかっている。

El Pachonは、Alvarez Condarco全寮制学校の生徒の、
生活質を改善するための、インフラ改善にも貢献した。
このイニシアティブは、コミュニティーに信頼されて
いる組織であるNuestra Senora de las Nieves教会、世界
的に認知されている非政府組織であるCARITAS、そ
してCalingasta区の地元委員会と共に実施された。

⑤保健衛生
主な活動は、Sanatorio Argentino財団と、行政の社

会事業財団（OSDE）と共同で健康の予防キャンペーン
を行った事である。このイニシアティブのおかげで、
Barreal病院の医師は歯の予防、画像診断テスト、小児
科ならびに新生児学、緊急対応、産婦人科、そして外
傷学の特定技術の研修を受けた。

⑥農業
San Juan州の農業組合連盟（Fecoagro）との共催で、

Barreal、Tamberias、そしてCalingastaの町で組合設立
のために、補助金交付が行われた。この供与には、各
組合特有の活動のための、組織的なトレーニング、お
よび開発へのサポートが含まれている。
種子購入のための融資に関する資金も供与された。
これらの資金は、作物が収穫され商品が売られて次の
季節のための種まきが終わった後で、払い戻される。

⑦文化
民間芸術グループGeluの支援を得て、Calingasta、

BarrealそしてTamberiasの町の子供たち3,500人が集ま
り、Calingasta区で、こどもの日の祝典が催された。
この活動は、Calingasta市庁と地元サプライヤー組合
との共同で行われた。San Juan州での文化の日を祝う
ために、プロジェクトは、San Juan州の文化部門と
Choir大学によって編成されたコンサートに参加し、
San Juanのコミュニティーでその日を過ごすため、
Barrealから50人の子供たちを招待した。

⑧スポーツ
アンデスで、Xtremo 6000と呼ばれるアンデス走者

協会との共同で、自転車競技が行われた。この国際競
技によって、スポーツを育成し、Barrealの観光ポテン

シャルを強化することに期待がかけられている。同様
に、Calingastaのサッカー・リーグは、区大会組織と
協力することにより、昇進した。

⑨観光
El Pachonは、鉱業が観光を補完することで、両者
が区の経済発展を促すのだ、と言うことを示すため、
常日頃からCalingasta区の観光開発と促進をサポート
してきた。2007年には、持続可能な開発と言うポリシ
ーに基づき、プロジェクトは、ハウスキーピング、ウ
ェイター研修、そして地域の典型的な料理、ならびに
ワインを含むCalingasta区における最初の一連のトレ
ーニングを実施した。それらのコースには、現在同地
域で観光関連の仕事に従事する85人の人々が参加し
た。
彼らは、人々を保護し、さらに物理的、生態学的そ
して社会的環境を保護する、健康、安全そして環境パ
フォーマンスを高水準で達成し、且つ維持することを
目的とする。

⑩人権
Xstrata にとって焦点となる主な分野は、彼らの従

業員ならびに請負い業者が、同一賃金のために働き、
自由に組合に入れ、安全で健全な職場であり、差別の
ないそして公正な対応を受け、そして法的な権利を持
てるための、権利を守ると言うことである。さらに彼
らは、従業員、コミュニティーのメンバー、そして利
害関係者が、文化遺産、伝統、そして規則に関して、
尊厳を持って取り扱われる権利を持つことを支持して
いる。

Xstrataの事業原則は、強制的あるいは義務的な労働
の如何なる形をも排除することを支持し、児童あるい
は強制労働の如何なる形態をも認めないことを明記す
る。

⑪直接的経済影響
2008年にXstrata Copper San Juanは、商品、材料、サ

ービス、備品、税金、寄付、そして給与に1,720万US＄を
使った。

⑫地元のサプライヤー
Xstrata Copperのポリシーに基づき、Xstrata Copper 

San Juanは、地元のサプライヤーならびにサービスの
開発に出来る限りのことをした。『地元』というのは、
San Juan州と、チリCoquimbo州のことである。この基
本原理に沿って、Xstrata Copper San Juanが必要とする
サービスあるいは商品の90％は、地元のサプライヤー
による供給である。

（2012.11.9）
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