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エクアドル鉱業の現状と可能性

在エクアドル日本大使館 専門調査員 1 木下　直俊

1. エクアドル鉱業の概況
エクアドルの金属鉱物資源は主に金・銀・銅である。

正確な埋蔵量を示した公式資料は存在しないが 2、2011
年７月に非再生天然資源省（MRNNR: Ministerio de 
Recursos Naturales No Renovables）が作成した「国家

はじめに
南米エクアドルは原油のほか、金・銀・銅といった鉱物資源にも恵まれ、高い資源ポテンシャルを有する。石油産

業は国内総生産（GDP）の約 15％、政府歳入の約 30％、総輸出の約 50％を占める主要産業である。一方、鉱業は未
だ本格的な探鉱開発に至っておらず、将来有望な未採掘の鉱物資源が多く残されている。2007 年１月から政権に就く
ラファエル・コレア大統領（Rafael Correa Delgado）は、現在の資源価格高騰を追い風に、原油依存型経済からの脱
却、産業の多角化を図るべく、鉱業分野での本格的な開発を模索している。現政権は 2012 年を鉱業元年と位置づけ、
主要鉱区での開発に向けた採掘契約の交渉を、カナダや中国などの外資企業と進めている。本稿では、このエクアド
ル鉱業の現況について報告する。

鉱業開発計画 2011－2015（Plan Nacional de Desarrollo 
del Sector Minero 2011-2015）」によると、国内埋蔵量
は鉱業大国のチリやペルーには及ばないものの、金
3,691 万 oz（約 1,148ｔ）、銀 7,241 万 oz（約 2,252ｔ）、
銅 813 万ｔ、鉛 2.8 万ｔ、亜鉛 20.9 万ｔが最低でも見

1　本稿は在エクアドル日本大使館、及び外務省の見解を反映するものではない。なお、2012年１月30日までの公開情報に加え、信頼度の高い情報源か
ら入手した資料に基づき、著者の分析を交えて作成したものである。本稿に関するご質問やご意見は次にお寄せ下さい。E-mail：Naokinoshita@aol.
com

2　パブロ・ドゥケ（Pablo Duque）エクアドル工科大学地質学部教授は、「エクアドルの鉱物資源埋蔵量は莫大なポテンシャルを有しているが、探鉱は
未だ国土の５％程しか行われていない」と指摘している（経済誌 Gestión No.208, P.20）。

図1. エクアドルの金属資源ポテンシャル地域

（出典：地質鉱業冶金研究所（INIGEMM））
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込まれている 3。2011 年９月現在の価格（金 1,810US＄/
oz、銀 40US＄/oz、銅 4.3US＄/lb）で換算すると 2,302
億 US＄に相当する。このような資源ポテンシャルを有
しながらも、現在までのところ大規模な探鉱開発は全
く行れておらず、国内の一部地域で砂金採取といった
家内的鉱業や違法採掘が行れるに留まっている。2009
年には金 532kg、銀 11kg を含む 5,045ｔの鉱物生産が
記録されているが、国内総生産（GDP）全体の 1.3％に
過ぎず、鉱物資源の輸出も総額 8,913 万 US＄（2009 年）、
輸出全体の 0.5％にも満たない。現政権は 2013 年まで
に鉱物生産の倍増を政策目標に掲げ 4、これまで不十分
とされてきた法制を整え、野放しにされてきた違法採
掘を取締り 5、資源管理の強化を図るとともに政府主導
による探鉱開発を模索している。

2. 高揚する資源ナショナリズム
それでは、コレア政権が進める資源政策を中心とし

た国内情勢について概観する。
2007 年１月 15 日に発足したコレア政権は「市民革

命（Revolución Ciudadana）」、「21 世 紀 の 社 会 主 義
（Socialismo de Siglo 21）」を標榜し、貧困層を主とす
る国民の高い支持のもと、憲法や種々の法律を改正し
た。現在、大統領主導による権威主義的な政治体制が
確立され、政権発足時に比べるとやや国民支持率は低
下しているものの政情は至って安定している。一方、
外交面では中国、ベネズエラ、キューバ、イランなど
との関係を重視し、欧米諸国に対峙する姿勢を示して
いる。経済面では、2000 年に法定通貨として米ドルを
導入して以降、消費者物価指数（CPI）は平均 3.5％と
インフレは収束し、マクロ経済は安定している。現在
の原油高による潤沢な原油収益を背景に、現政権は「大
きな政府」を志向し、社会政策や公共事業を大幅に増
やす「バラ撒き型」の経済政策を推し進めたことで内
需は伸長、2007 ～ 2011 年における平均実質成長率は
4.9％と好調な経済成長を示している 6。

資源エネルギー分野では、政府は外資に対する規制
を強化し、資源の国家管理を強めている。2008 年 10
月には憲法 7 が改正され、「国家は鉱物・炭化水素・森
林などの資源エネルギーに関し排他的管轄権を有する

（第 261 条）」、「天然資源で得た収益につき、国家は開
発企業が得る収益の半分以上を得る（第 408 条）」旨規

定された。政府は天然資源を管理し、その収益を国民
に還元することで、国民に「良き生活（Buen Vivir）」
を広く行き渡らせようとしている。このような考えに
基づき、石油分野では 2010 年 7 月に炭化水素法（Ley 
de Hidrocarburos）を改正、外資系石油企業との原油
採掘契約を見直し、従来の権利契約（Contrato de 
Participación）から政府が主体となるサービス契約

（Contrato de Prestación de Servicios）への移行を外
資系石油企業に強制した。交渉期限の 2011 年 11 月末
までに契約しない企業には撤退が求められた 8。

鉱業分野でも石油分野と同様にドラスティックな政策が
とられている。2008 年４月に制憲議会令第６「鉱業令」

（Mandato Constituyente No.6：Mandato Minero）9 が制
定された。国内の鉱物資源を国家の不可侵財産とした
うえで、旧来の鉱業法に代わる環境・社会・文化への
影響を配慮した新たな鉱業法を早急に定めるとした（同
令前文）。また、政府は探鉱や環境影響調査を行ってい
ない企業の鉱業権益を経済補償なく一方的に取消し（同
令第１～５条）、政府が破棄した鉱業権益は 4,474 件（全
体の 87％相当）に上った。さらに、新たな鉱業法発布
までの間、政府は新たな鉱業権益を一切認可しないと
し（同令第６条）、如何なる苦情・抗議・提訴も受け付
けないとした（同令第 12 条）。鉱業権益を保有してい
た外資企業は、このような唐突な政策に反発を強めた
が容認するほかなかった。しかし、法的安定性の欠如
が取り沙汰され、新規の直接投資に影響し減退した。

2009 年 1 月に鉱業法（Ley de Minería）10、同年 11 月
に 鉱 業 法 施 行 令（Reglamento General de la Ley de 
Minería）11 が制定され、鉱業分野に関する新たな規制の
枠組みが整えられた。これら法律に基づき、鉱業管理調
整 機 構（ARCOM：Agencia de Regulación y Control 
Minero）、地質鉱業冶金 研究所（INIGEMM:Instituto 
Nacional  de Invest igación Geológico Minero 
Metalúrgico）、 国 家 鉱 業 公 社（ENAMI:Empresa 
Nacional Minera）が新たに設けられたほか（鉱業法第
６・７・13 条）、採掘権益を保有する企業や所有者は
収益の５％以上を採掘権料（Regalía）として政府に納
め（同第 92 条）、鉱区１ha 当たりにつき法定最低賃金
の 2.5 ～ 10％を年間権益維持料（Patente）として政府
に支払うよう定められた（同第 31 条）12。現政権はそ
の採掘権料のうち 60％相当を地方開発プロジェクトに

3　P.34, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables 2011年 .
4　P.344, SENPLADES 2009年 .
5　2011年５月22日、政府はエクアドル北部コロンビア国境沿い Esmeraldas県 Eloy Alfaro郡、San Lorenzo郡で行われる違法採掘を止めさせるべく、

軍隊を派遣し、違法採掘業者が使用していた67台ものショベルカーをダイナマイトで爆破している。同月27日、政府は採掘工を国家鉱業公社（ENAMI）
の職員として雇用する方針を提示し和解に至っている。

6　コレア政権期の政治経済情勢の詳細については、林康史 /木下直俊 共著「エクアドルのドル化政策−現状と今後の課題−」『経済学季報』2012年を
参照するとよい。

7　2008年10月20日付官報第449号を以て発効。
8　Canada Grande（韓国：第１鉱区）、E.D.C. Investigation（米国：第３鉱区）、中国石油天然気集団公司（中国：第11鉱区）、Petrobras・国際開発帝

石（ブラジル・日本：第18鉱区）は政府との交渉が妥結に至らず撤退した。
9　2008年４月22日付官報第321号を以て発効。
10　2009年１月29日付官報第517号を以て発効。
11　2009年11月16日付官報第67号を以て発効。
12　2012年の法定最低賃金は292US＄。権益を保有する企業は年間権益維持料として１ha当たり、初期探鉱期には最低賃金の2.5％、探鉱期には最低賃

金の５％、採掘期には最低賃金の10％を政府に納めなければならない。
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充て（同第 89 条）、社会発展をともなった鉱業開発を
実現しようとしている。また、企業は探鉱開発の実施
にあたり、政府に環境影響評価書（EIA）を提出した
うえで、環境省が発行する環境ライセンスを事前に入
手しなければならず（同第 78 条）、政府は環境に配慮
した採掘をも企業に求めている。

3. 国家戦略鉱区開発プロジェクト
政府はこのように経済的・社会的利益を追求しつつ

も環境対策に配慮した責任のある開発を志向している。
「国家鉱業開発計画 2011－2015」では、計 28 鉱区を探
鉱開発プロジェクトに定めており、その中でも５鉱区
を国家戦略鉱区（Estratégico Proyecto Minero）に指
定している（図２・表１参照）。現在、政府はこの国家
戦略鉱区を最優先事業として、権益を保有するカナダ

企業及び中国企業と採掘契約の交渉を進めている。そ
の５鉱区は、① Fruta del Norte 金銀鉱床、② Mirador 銅
鉱床、③ Panantza San Carlos 銅鉱床、④ Quimsacocha
金銀鉱床、⑤ Río Blanco 金銀鉱床である。当初の見通
しでは、2010 年３月までに契約を締結する予定であっ
たが交渉は難航している。2012 年１月 20 日、ウィル
ソン・パストル（Wilson Pástor）非再生天然資源大臣は、
１月末までにMirador銅鉱床の開発に向けEcuaCorriente
社（中国）と、２月末までに Fruta del Norte 金鉱床の
開発に向け Kinross Aurelian 社（カナダ）と契約を締
結したいとの考えを明らかにした 13。しかし、しばら
く時間を要するとの見方が大宗を占めている。

次に、政府が最優先事業として進める国家戦略鉱区
を中心に見ていく。

13　2012年１月21日付 El Comercio紙。
14　Kinross Gold Corporation 2010年 .

（１）Fruta del Norte金銀鉱床開発プロジェクト
本鉱床はエクアドル南東部 Zamora Chinchipe 県

Yantzaza 郡のコンドル山脈中腹（海抜 1,450 ｍ）に位
置する浅熱水金銀鉱床、世界最大規模を誇る金銀鉱脈
として注目されている。

2001 年に Aurelian Resources 社（カナダ）が現地企

業 Aurelian Ecuador 社を設立し探鉱を行っていたが、
2008 年９月にカナダ金鉱山会社大手 Kinross Gold 社が
同 社 を 買 収 し 探 鉱 を 継 続 し た。2010 年 12 月 末 に
Kinross 社が発表したプレ FS を纏めたテクニカル・レ
ポートによると 14、2006 ～ 10 年までに計 221 孔、総延
長 106km のボーリング調査が実施され、予測資源量

図2. 国家戦略鉱区

（出典：2011年12月15日付 Hoy紙）
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（inferred Resources） は 1,955.3 万ｔ（ 品 位 は 金 5.50
ｇ/ｔ（金量 346 万 oz；107ｔ）、銀 10.7ｇ/ｔ（銀量 670
万 oz；208ｔ））、概測資源量（indicated Resources）は
358.3 万ｔ（品位は金 5.50ｇ/ｔ（金量 63.4 万 oz；19.7ｔ）、
銀 10.7ｇ/ｔ（銀量 123.5 万 oz；3.84ｔ））であり、その
マインライフは 16 年以上とされている。2011 年 H2 に
FS が終わり、同社は 2014 年 Q2 から本格的な採掘を
予定している。2016 年までに総額 11 億 US＄を投資し、
初期 18 ヶ月は日量 2,500ｔ、それ以降は日量 5,000ｔの
鉱石生産を計画している。しかし、未だ政府との正式
な採掘契約の締結には至っていない。2011 年 12 月５
日に採掘契約の事前取決めが交わされたが、本社
Kinross 社の株価の下げ止まりを意図してのこととさ
れ 15、最終合意にはしばらく時間を要すると見られて
いる。問題点は、政府が要請する採掘権料の前払金

（anticipo de regalías）と高い税率にある。本格的な生
産が行われていないにも拘わらず総額 6,500 万 US＄16

の前払金が Kinross 社に要求され、今後、本格的に生
産となれば採掘権料（５～８％）17・法人税（22％）・
消費税（12％）・利益配当税（15％）・特別利益税など
総収益の 52％相当が求められる。鉱業大国のチリ

（35％）、ペルー（33％）に比して高い税率が合意に至
らない原因となっている。政府は現行憲法第 408 条を
根拠に、収益の 50％以上を税金として納めるよう求め
ている。一方、Kinross 社もエクアドル側の要求に応
じれば、他国での採掘契約にも影響しかねない前例を
作ってしまうとして厳しい選択肢を迫られている。エ
クアドル鉱業の今後を占う上で、この採掘契約は非常
に重要とされ、世界の鉱業関連事業者は注視している。

（２）Mirador銅鉱床開発プロジェクト
本鉱床はエクアドル南東部ペルー国境沿い Zamora 

Chinchipe 県 El Pangui 郡のアンデス山脈中腹（海抜

800 ～ 1,800 ｍ）に位置し、国内初となる本格的な銅山
開発プロジェクトと期待されている。

1999 年 12 月に Corriente Resouces 社（カナダ）が
現地法人 EcuaCorriente 社（ECSA）を設立し探鉱を
進めていたが、地元住民や環境 NGO の反対運動など
により中止に追い込まれた。さらに 2008 年４月に鉱業
に関する制憲議会令が発布されたことで、2009 年 11
月に政府より探鉱許可がおりるまで停滞したが、2010
年に FS を完了している。同社は採掘に向け資金調達
先を探っていたが、2010 年８月に、中国銅陵有色金属
集団有限公司（Tongling Nonferrous Metals Group）と
中国鉄建有限公司（China Railway Construction）によ
る合弁会社・中鉄建銅冠投資公司が EcuaCorriente 社
及び ExplorCobres 社を約 6.5 億 US＄で買収し銅鉱床
開発に参入した。

2008 年４月に Corriente Resouces 社が発表した FS
を纏めたテクニカル・レポートによると 18、予測資源
量は２億 3,540 万ｔ（品位は銅 0.52％）、精測・概測資
源量は４億 3,767 万ｔ（品位は銅 0.61％）であり、その
マインライフは 17 年とされている。EcuaCorriente 社
は 2014 年までに総額 8.4 億 US＄を投資し、2013 年か
ら日量６万ｔ規模の生産を計画している。しかし、採
掘には日量 3.5 万ｔの水資源が必要となり、周辺地域
への水質汚染が懸念されている。中国は資源の安定確
保に向けて、エクアドルと政府レベルでの関係を深め
ているが、環境対策なく開発が進められるのではない
かと危惧されている。現在、中国はエクアドル政府に
対する多額の融資と引換えに鉱業権益や原油の獲得に
動き、また融資した資金で水力発電所・道路・橋架な
どインフラ事業を中国企業に紐付きで受注させており、
エクアドルでの中国のプレゼンスは高まりを見せてい
る。

15　Kinross社はトロント証券取引所に上場しており、事前取決め発表後に株価は10％程上昇した（2011年12月12日付 El Comercio紙）。
16　契約時に4,000万 US＄、契約から１年以内に2,500万 US＄を納めなければならない（2011年12月８日付 Hoy紙）。
17　採掘権料は変動制で、金１oz当たり1,200US＄以下の場合では収益の５％、1,200～1,600US＄では６％、1,600～2,000US＄では７％、2,000US＄以

上では８％と定められている。
18　Corriente Resources Inc 2008年 .

表1. 国家戦略鉱区について

プロジェクト名 権益所有企業
位置 鉱種 投資見込額 政府収益見込額
面積 期限 （上：初期開発費 /下：操業費） 年産予定能力

① Fruta del Norte
Kinross Aurelian Zamora Chinchipe県 金・銀 11億 US＄（～2016年） 8,500万 US＄/年（20年）

（KGC：カナダ） 95,000ha 20年 24億 US＄（20年） Au・Ag各30万 oz

② Mirador
EcuaCorriente Zamora Chinchipe県 銅 8.4億 US＄（～2014年） 1.6億 US＄/年（20年）

（ECSA：中国） 9,500ha 22年 75億 US＄（20年） Cu2.15億 lb

③
Panantza San 

Carlos
ExplorCobres Morona Santiago県 銅 12.8億 US＄ 4.8億 US＄/年（20年）

（EXSA：中国） 3,200ha 25年 220億 US＄ Cu6.27億 lb

④ Quimsacocha
Iamgold Ecuador Azuay県 金・銀 4億 US＄（～2014年） 4,000万 US＄/年（7.5年）

（IMG：カナダ） 8,800ha 12年 7.4億 US＄（8年） Au3,000t

⑤ Río Blanco
San Luis Minerals Azuay県 金・銀 1.2億 US＄ 1,500万 US＄/年（8年）
（IMC：カナダ） 5,799ha 8年 2.1億 US＄ Au53万 oz・Ag32万 oz

（出所：2011年12月15日付 Hoy紙を基に筆者作成）
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（３）Panantza San Carlos銅鉱床開発プロジェクト
本鉱床はエクアドル南東部 Morona Santiago 県 San 

Miguel de Conchay 市 に 位 置 す る。1993 年 ９ 月 に
Corriente Resouces 社 は 現 地 法 人 ExplorCobres 社

（EXSA）を設立し、本鉱床の探鉱に参入した。その後、
Mirador 開発プロジェクトと同様、中鉄建銅冠投資公
司が買収した。

2007 年 10 月に Corriente Resouces 社が発表した事
前評価報告レポートによると 19、Panantza では 1998
～ 2006 年までに計 53 孔、総延長 16km のボーリング
調査、San Carlos では 1997 ～ 98 年までに計 26 孔、総
延長 5.9km のボーリング調査が行われ、予測資源量は
６億 7,813 万ｔ（品位は銅 0.62％（銅量 385 万ｔ）、金
0.05ｇ/ｔ（金量 25.2 万 oz；約 0.78ｔ）、銀 1.3ｇ/ｔ（銀
量 2,081.9 万 oz；約 64.7ｔ）、モリブデン 0.08％（同量
５億 2,162 万 lb；約 23.6 万ｔ））であり、そのマインラ
イフは約 20 年とされている。計画では、2014 年まで
に FS を終え、２年の開発工事を経て 2017 年より本格
的な採掘を開始するとしている。開発には総額 12.8 億
US＄が投資され、日量９万ｔ規模の生産が予定されて
いる。

（４）Quimsacocha金銀鉱床開発プロジェクト
本鉱床はエクアドル南東部 Azuay 県 Cuenca 市近郊

のアンデス山脈西斜面（海抜 3,500 ～ 3,900 ｍ）に位置
する。同地域は年間降水量が 1,200 ～ 1,600mm と国内
有数の多雨地帯であり、Azuay 県を流れる Paute 川、
Jubones 川などの水源地にあたる。

2008 年７月に Iamgold 社（カナダ）が発表したプレ
FS を纏めたテクニカル・レポートによると 20、計 280
孔、総延長 65.1km のボーリング調査が行われ、予測資
源量は 29.9 万ｔ（品位は金 6.32ｇ/ｔ（金量 6.1 万 oz；
約 1.9ｔ）、銀 45.24ｇ/ｔ（銀量 43.5 万 oz；約 13.5ｔ）、
銅 0.96％（銅量 635.8 万 lb；約 2,884ｔ））、概測資源量
は 993.5 万ｔ（品位は金 6.6ｇ/ｔ（金量 210.7 万 oz）、
銀 37.13ｇ/ｔ（ 銀 量 1,186.1 万 oz）、 銅 0.44 ％（ 銅 量
9,610 万 lb；約 4.3 万ｔ））であり、そのマインライフ
は８年以上とされている。同社は 2011 年 H1 に FS を
終え、2013 年 Q2 から本格的な採掘を予定し、日量
3,000ｔの生産を見込んでいる。

現在、採掘契約の交渉中にあるが、同鉱区は Azuay
県の水源地にあたり開発による水質汚染を懸念する地
元住民の反発は強い。2011 年９月にはパウル・カラス
コ（Paul Carrasco）Azuay 県知事は Iamgold 社による開
発は違憲として憲法裁判所（CC：Corte Constitucional）
に 提 訴 し た。また、同 年 10 月２日に は、Azuay 県
Tarqui 地 区 及 び Victoria de Portete 地 区 を 対 象 に、
Quimsacocha 鉱床開発に関する住民投票が実施されて
いる。有効投票1,037票中、開発に反対が958票（92.3％）、

賛成は僅か 47 票（4.5％）となり、住民の多くが環境
汚染を懸念し開発に反対との立場が明らかになった。
事態を重く見たコレア大統領は 10 月 25 日に同鉱区を
視察し、地元住民に対し開発を行う地域は水源地に重
ならず、決して水質汚染は起こらないと説得を続けて
いるが、未だ地元住民の理解は得られていないのが現
状である。

（５）Río Blanco金銀鉱床開発プロジェクト
本鉱床はエクアドル南東部 Azuay 県 Cuenca 市近郊

のアンデス山脈西斜面（海抜 3,000 ～ 4,000 ｍ）に位置
する低硫化型の浅熱水金銀鉱床で、比較的金品位が高
い鉱床とされている。現在、International Minerals 
Corporation 社（米国）の出資子会社 San Luis Minerals
社（カナダ）が権益を保有している。同社は 2006 年１
月に FS を終了し、そのテクニカル・レポートによる
と 21、1990 ～ 2005 年までに計 264 孔、総延長 38km の
ボーリング調査が行われ、予測資源量は 11.6 万ｔ（品
位は金 7.2ｇ/ｔ（金量 2.7 万 oz；約 0.84ｔ）、銀 45ｇ/
ｔ（銀量 16.9 万 oz；約 5.26ｔ））、概測資源量は 189.8
万ｔ（品位は金 8.5ｇ/ｔ（金量 52.1 万 oz；約 16.2ｔ）、
銀 65ｇ/ｔ（銀量 395.8 万 oz；約 123.1ｔ））であり、そ
のマインライフは 7 年とされている。同社は 2012 年
Q1 までに採掘契約を締結し、2014 年から本格的な採
掘を予定している。

4. エクアドル鉱業の今後の課題
国家戦略鉱区について詳述したが、その中でも、

Kinross 社と EcuaCorriente 社の採掘契約は締結間近
と見られている。特に、世界の鉱業関連事業者はエク
アドルの投資環境を問う試金石として、Kinross 社の
契約交渉の行方に注目している。もし、Kinross 社との
契約が決裂となれば、Iamgold 社、San Luis Minerals
社も同じくカナダ企業であることから、その他のプロ
ジェクトへの投資に影響が及ぶことになろう。現政権
は鉱業開発の経験・技術力・資金力の乏しさから、本
格的な開発には外資企業の技術力・資金力が必要であ
ることは承知しており、政府が交渉を決裂させるとは
考え難い。また、2013 年２月 17 日には次期大統領選
が予定されており、コレア大統領が再選を目指し、立
候補する可能性は高く、採掘契約の締結を政権の成果
とすると見られ、2012 年春までに契約締結するとの見
方が強まっている。しかし、締結に至ったとしても、
環境汚染を懸念する地元住民や環境 NGO の開発反対
の争議は強まるものと見られ、開発にブレーキがかか
る可能性も十分に考えられる。コレア大統領は、「野放
しとされている小規模鉱業や違法採掘の方が周辺河川
を汚染している。外資企業による開発は先端技術が駆
使され、環境への負荷は限りなくゼロに近い」旨見解を

19　Corriente Resources Inc 2007年 .
20　Iamgold Technical Services 2009年 .
21　International Minerals Corporation 2006年 .
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示している 22。しかし、開発には地元住民の理解を得
なければならず、コレア政権は真摯ある対応が求めら
れ険路が続く。

おわりに
現在、エクアドルの政治・経済・社会情勢は比較的

安定している。鉱業国としての実績はないが、資源ポ
テンシャルは高く揺籃期にある。現在の資源高を背景
に、エクアドル鉱業は急速な探鉱開発の活発化が見込
まれ、中国やカナダは資源確保に向けて国家戦略とし
て本腰を入れた取り組みを行っている。

サンティアゴ・ジェペス（Santiago Yépez Dávila）
エクアドル鉱業協会（CME）会長は、「中国企業が銅
開発を進めているが、環境対策について一抹の不安を
感じる。中国は政治的に銅資源の確保のために、エク
アドルに紐付き融資を繰り返している。中国企業と契
約を交わすことが良い選択肢と思わない。2012 年春に、
政府は国家戦略鉱区以外の 10 鉱区の権益を国際入札に
かける。鉱山開発には環境対策は必要不可欠であり、
最先端技術を有し且つ豊富な経験を持つ日本企業に是
非参入してもらいたい」と考えを示し、日本企業によ
る鉱業分野への参入を期待している 23。

また、ギジェルモ・アギレラ（Guillermo Aguilera）
地質鉱業冶金研究所（INIGEMM）技術部長は、「JICA
がアルゼンチンで 2001 ～ 05 年に亘り実施したような、
衛星を使って地下資源を探査するリモートセンシング
技術による資源探査をエクアドルでも是非行いたい」
と要請しており、日本の技術を高く評価している 24。
資源獲得に向けた国際競争が激化しつつあるなか、我
が国は中国の後塵を拝している。しかし、エクアドル
から日本に向けられる期待は高く、今こそ資源の安定
供給体制の構築に向けて、鉱業開発の投資先としてエ
クアドルを捉え直す時ではないだろうか。

（2012.1.30）
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