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アルゼンチン鉱業企業とCSR（1）

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。
「金属資源レポート」では、2011年7月まで36回にわたり「Mining ＆ Sustainability」として各種の取り組みを紹介して
きた。本稿では、これらに続く形として国別のCSRの最近の実態を、アルゼンチンを例として取り上げる。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あるが、第一回として3-1-5までを紹介し、以降は順次掲載する。

1. 企業の社会的責任と持続可能な開発
企 業 の 社 会 的 責 任（CSR：Corporate Social 

Responsibility）を追求することは、探鉱や鉱業を運営
する企業にとっても、大きな挑戦である。企業はその
探鉱プロジェクトを推進するにあたって、リスクを最
小限に抑えるための活動を実践しなくてはならない
が、そのために社会、環境、そして経済価値を総合的
に組み入れることが必要不可欠になっている。操業の
ためには社会的に承認され受入れられる必要があるの
である。
持続可能性ならびに持続可能な開発の定義は非常に

数多くある。最も認知されているのは、環境と開発に
関する世界委員会のものである。この委員会は、持続
可能な開発を『将来世代が彼らのニーズを満たすため

の能力を損なうことなく、現世代のニーズを満たすこ
と』と定義している。
持続可能な開発は、互いを強化しつつ、環境の保護
と共に経済成長を達成することを意味する。開発に当
たっての基本形態は、人為的活動が自然界の動向と調
和を保つことである。それは、未来の世代に対して、
少なくとも今日現在我々が有している良好な生活の質
を継承させることである。
本報告書では、アルゼンチンにおける鉱業のCSR（企
業の社会的責任）とSD（持続可能な開発）について、そ
の概要を示す。その方法としては、文献情報の収集と
分析をベースとしつつ、企業のweb site情報、政府の
報告書、マスコミ報道ならびに環境団体情報や多面的
な視点などにも基づいている。
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また、これらに関するアルゼンチンの状況をよりよ
く理解するため、本報告書では、既にフィージビリテ
ィ・スタディーの段階にある5つの重要プロジェクト
と共に、アルゼンチンで操業している鉱山会社による
事業例の詳細情報も掲載している。更に、種々の異な
ったステージにおける環境管理について、安全対策な
らびに環境保護に関する技術的な手法や法的要請事項
を記載した。これらに加えて、プロジェクト操業に当
たってのベストプラクティスに焦点を当て、『してはな
らないこと』のケーススタディーも掲載している。

1-1. 世界の情勢
大規模な鉱物採掘は、開発が行われる場所とそれに

関連するコミュニティーの、経済、社会構造そして社
会基盤に対して大きな影響をもたらす。鉱業は、人類
の歴史を通じ、資源採掘により、鉱床が存在した時期
その場所に対して多かれ少なかれ影響を与えてきたの
である。
今日、採掘は主にそれらがもたらす環境影響に基づ

き、厳しい規制、管理そして監督がなされ、その結果、
一部では投資の直接リターン、人材ならびに技術資源
の活用、更には新しい住民の定着などを生じさせてい
る。そしてこのことは、鉱業がコミュニティーの経済
活動と見なされている多くの国々で見られ、その結果、
国家がその代表としての役割を演じてきた。
20世紀当初は、鉱業は雇用の創出や新しい住民の定

着を促すなどの経済活動としてのみコントロールされ
てきた。その後、富を生み出すものとしてコントロー
ルされ、更に最近の我々が生きている現代では、主に
環境に係わる負の影響に対して継続性を有した活動と
して、コントロールされるように変化を遂げたのであ
る。
ここ数年間に亘る国際的な議論では、適用されるべ

き地域に基づきつつ、組織的、政治的ならびに経済的
に非常に込み入った事項の対象となるであろう3つの
基本的な課題に焦点を当てる必要があるということが
繰り返し述べられてきた。それら3つとは

a）大規模投資とその法的安定性という問題。これは
考慮されるべきリスクの中で喫緊の課題

b）鉱山集落への長期的な福利ならびに社会保障政策
の一部としての社会経済的適用

c）環境保護政策
この意味に於いては、持続可能な開発のコンセプト

が盛り込まれたバーゼル、京都サミット、1992年7月
の国連環境開発会議でのリオ宣言やその他の国際標準
に基づきシステムが設定され、その持続性が鉱業につ
いても要請されている。

また、今日、二つの要求が答えを求めている。片や、
進行中の探鉱を新たな経済資源のために刺激するよう
な、鉱物原料を産業利用するための世界的な需要であ
る。もう一方は、社会ならびに経済発展と環境保護の

調和という新たな形態に対する社会要請である。
新たな経済のシナリオは、90年代に、世界中の色々
な場所で行われていた種々の鉱山操業に多くの困難さ
をもたらし、大きな変化を引き起こした。この大きな
変化は、多くのアナリストが指摘しているように、グ
ローバリゼーションと共に生じ、鉱物研究ならびに採
掘を目的とした新技術の実質的発展、企業合併と戦力
的提携、地域的ブロック化、大きな資産増加、そして
知識を繰り出したビジネスチャンスの到来などがそれ
に続いた。
鉱業の世界では、大規模鉱床の開発開始に当たって
は、専門家たちが指摘しているように、広大で低品位
の鉱床については、採掘可能な鉱物資源を拡大するた
めのより科学的な知識、そしてその非常に低品位であ
る鉱石処理に係わるこれまでとは異なった専門分野と
しての工学的手法を必要としたのである。
その結果、輸送ダクトや特殊ベルトコンベヤーなど
のような新しい機械や設備などが開発されると共に、
廃棄物堆積場やテーリングダムも設計された。その一
方で、水源の保護、節電、住居環境、環境管理などが
将来の鉱業を見越す上での大きな課題となってきた。

こうして、多くの国、特にラテン・アメリカ地域で
は、鉱物資源の探査ならびに調査は、次の2つの課題
に焦点を当てるようになってきたのである。それは、

a）地質学的ポテンシャル、そしてb）政策と規制のシ
ステムである。

・国の政策
また、「持続可能性」は国の政策によって裏付けられ
る。そして法律上の保証を求めるような安定的な法制
度がそれに続く。国は世界の投資家からの受益者とな
るが、投資家達にはゲームのルール遵守、国が制定す
る義務の厳守が要求され、鉱業開発の目的達成のため
の行動がとられることになる。その結果として、政府
はリーダーとしての役割を演じつつ、持続可能性によ
りもたらされる利益を確立できるのである。更に、長
期に亘る開発と産業発展のバランスを保った継続性の
確立という面も要請されて来るのである。

・鉱業に関する法制度
この法制度こそが開発発展のベースとなる。鉱業発
展の要素を適切に後押しする法的手段の存在が、持続
可能性の明確な基準となる。法的枠組みは、法律制定
者のコンセンサスと合意を経て制定されなければなら
ないが、税法はやたらと変更されるべきではない。こ
れが重要な要素であり「保証」のための大原則である。
この意味で、90年代は多くの中南米やカリブ海諸国
では法律の大きな変革を経験している。これらの変革
は新たな鉱業法や法令の制定を導き、その研究はラテ
ンアメリカ・カリブ経済委員会（CEPAL）によって行
われた。
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持続可能性─持続可能な開発─の概念は、1987年に
初めて提案されたブルントランド委員会報告書として
よく知られている。持続可能な開発は、将来の世代が、
その時代の必要性を満たすべきための能力を現時点で
損なわずして、そして又、現世代のニーズを満たすよ
うな開発として定義付けされている。人々がより安全、
より公正、より裕福な将来を作り出すことができると
言う確信の上に成り立っている。そうであれば、持続
可能な開発とは、将来世代に多くの機会を与えること、
あるいはそれ以上に、現世代の享受より更に多くの機
会を与えることであると言える。
これにより、持続可能な開発は経済、社会そして環

境の問題を、我々の鉱業に対してビジョンとして組み
入れる必要性を訴えていることが分かる。現在の私た
ちはこれを念頭に置くべきであることを意味している
のだ。最近、更に協調されている概念は、企業はその
環境ならびに社会責任を卓越したレベルで全うして、
初めて長期ベースにおいてその株主への配当を保障で
きるのだというものである。このことは、それが存在
する場所のコミュニティーの信頼を確保すると言う意
味に他ならない。鉱業には長期の投資実施とその維持
が必要となることからも、必要性が強調される。

1-2. 国の情勢
アルゼンチンの鉱業は、真のそして持続可能な発展

を伴って、非常にダイナミックにその動きを続けてい
る。重大な資源ポテンシャルは15年前に初めて確認さ
れ、それから絶えず発展し続けている。
1990年代を通じて、信頼できる法的枠組みが制定さ

れたことで、一連の新しい鉱山と探査に40億US＄以
上の投資をもたらした。その時点で、世界レベルの鉱
床が鉱山操業に入ることで、記録的な生産と輸出の伸
びを見せている。それらの例として、Bajo de la 

Alumbrera（銅、金）の稼働やCerro Vanguardia（金、銀）、
Martha Mine（銀）Salar del Hombre Muerto（リチウム）、
Farallon Negro（金、銀）、Andacollo（金）、ホウ酸塩鉱
床（Tincalayuのような）などの開発採掘例があげられ
る。また、1936年には生産開始していたAguilar Mine

（銀、鉛、亜鉛）なども加えられよう。
2005年には鉱物資源が豊富な州であるSan Juanで

Veladero（金）、そして2007年にはSanta Cruz州でSan 

Jose（金、銀、銅）が生産を開始している。
最近では、2008年と2009年に、Pirquitas（銀、錫）、

Manantial Espejo（銀、金）、Gualcamayo（金、銀）そし
てSierra Grande（鉄）が生産に入り、5.5億US＄以上の
合計投資額と数知れない雇用をもたらした。

Pascua Lama（金）は初のアルゼンチン/チリ二国間プ
ロジェクトで、28～30億US＄の投資を伴い、2009年9
月にその建設開始を発表した。投資額20億US＄の
Agua Rica（金、銅、モリブデン）、同15億US＄の
Pachon（銅）は、共にFSを終え、それらの経営者の決
定を待っているところであるが、開発は続いている。

Rio TintoはそのPotasio Rio Coloradoプロジェクトを
ブラジル巨大企業Valeに売却し、負債を減少させてい
る。このプロジェクトは、プラントとカリウム搬送に
必要なインフラのための投資として20億US＄以上を
必要とし、現在、同社はMendozaで認可手続きを続け
ている。

San Juan州は2010年にもう一つの鉱山の建設に取り
掛かる予定であり、Casposo（金、銀）も2010年初めに
オーナーチェンジしている。この結果、プロジェクト
は現在ブラジルで操業中のオーストラリア企業、Troy 

Resources社により買収された。Navidad（銀）は、San 

Jorge（銅）と同様、そのFS及びその認可の段階が続い
て い る。Diablillo（ 金、 銀 ）、Rio Grandeな ら び に
Linderoはその探鉱が進んでいて、その資源と経済性
が、より明確になりつつある。同時に、El Altar、Los 

Azules、PinguinoやTendalなどの複数のウラン・プロ
ジェクトが、Jujuy州からSanta Cruz州で探鉱を継続し
ている。探鉱は2008年には国内で66万m以上となって
いる。
これらプロジェクトの開発、ならびに探鉱のために、
今後5年間で90億US＄以上の投資の可能性が見込まれ
ている。これらのうち30％は確定済みである。
今日、経済危機ならびにコスト削減で特徴づけられ
る世界情勢の中、アルゼンチンでは主要17鉱山─その
うち12鉱山は金属鉱物を産出─が操業中であり、同国
は探鉱活動と同様に金、銀、銅ならびにリチウムにつ
いては生産段階にステップアップしている。
アルゼンチンには稼働中の（鉱業）企業は130社以上

ある。大企業ではRio Tinto、Barrick、BHP Billiton、
Xstrata、Anglogold、Teckが、そして中堅どころでは
Silver Standard、Pan American Silver、Coeur D’Aleneが、
そして小規模企業ではMinera Andes、Exeter、TNR 

Solitario、MansfieldならびにMinera Hochschildなどが
ある。
投資元は主にカナダ、アルゼンチン（主に国営企業

からのもの）、米国ならびにオーストラリアである。
スイスや南アフリカのような国からも増加しつつあ
り、中国、ブラジル、ペルーそして日本の参加も増え
つつある。
国際鉱業の世界では、アルゼンチンの鉱床探鉱、評
価ならびに採掘への投資の増加が刮目されているので
ある。
近年、事業の持続可能性と社会的責任（CSR）につい
ての問題が、多くの国々ならびに企業で、重要課題と
してクローズアップされつつある。鉱業においても例
外ではない。鉱業活動における、企業の社会的責任の
検討から生み出される成果としては、個々の企業がそ
の存在の正当性の確保の必要や、社会・環境情報の公
表を通じた経営パフォーマンスの文書情報の必要性が
ますます高まっていることである。
この要請に応えるため、企業はそれらの行動の規準
となるISO 14001をベースとした環境マネジメント・
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システムの導入を進めている。
アルゼンチンそしてその他諸国でも、多くの企業は、

CSRに関して、環境の保護を目的とする業務に関連す
るプログラムをサポートしている。更に、全ての階層
での教育プログラムへの参加、住宅開発プログラムの
設計と支援、上水道、電気および医療制度の確保等の
より良い生活水準の確保などを含んだ地域コミュニテ
ィーとの連携の努力の必要性なども存在している。ま
た、自らの事業を展開する地域で常に圧倒的に多い貧
困層を減らす役割も果たさなければならないのであ
る。

1-3. 主要鉱業州の情勢
現在、露天採掘を禁止したり、あるいは鉱物処理の

ために必要な化学物質の使用を禁止するような何らか
の種類の法律がある州は7つある。ある州では、国会
議員がそれまで金属の露天採掘を禁止していた古い法
律を廃止し、新たに将来の露天採掘鉱山の評価ならび
に承認を行うための環境委員会を作っている。また、
5つの『鉱業に理解のある』州もある。

Rio Negro、Tucuman、Mendoza、La Pampa、
Cordoba、San LuisそしてChubut（Esquel）の7つの州が、
金属鉱物の露天採掘ないしはシアン化物、水銀、硫酸
あるいはその他の化学物質の使用を禁止した州であ
る。2008年まで、La Rioja州はそのグループに属して
いたが、その州で鉱業活動を制限していた法令第
8,137号は撤廃されている。
アルゼンチンの新しい鉱業地図には、反鉱業の法律

を持たない州も幾つか存在する。San Juan鉱業評議会
の元会長であるRicardo Martinez氏は、例えばTierra del 

Fuego州のように鉱業活動の促進を妨げるようなお役
所的煩わしさで対応する州もあり、恐らくそのような
反鉱業的な州は更に存在するだろうと言う。
鉱業界では、このような鉱業活動にあまり好意的で

はない州も存在するという事実は、鉱業に対する知識
不足、あるいは環境団体の不適切な宣伝活動によるも
のだと見ている。
ところで、厳密な禁止事項を伴う州のほかに、その

境界にあるような、ある種の制限、法案を伴う州もい
くつかある。一例がSanta Cruz州で、そこでは、一方
では昨年3つの鉱山が開山されたが、一方では鉱業活
動を制限した法律が更新されてもいる。さらに、アル
ゼンチンで一番初めに鉱業活動が興った州である
Jujuy州で、去年ある政党が露天採掘鉱山ならびに幾
つかの化学物質の使用を禁止する法案を提出した。だ
が、一般的には政治的にもまた住民からも、多くの支
持は得られていないのである。
幸いにして、鉱業という観点から最も興味深い州の

一つであるMendoza州は、La Rioja州に続こうとして
いる。幾人かの議員によりこの件に関する以前の決定
を再検討しているのだ。このようなあいまいな状況は、
州にもたらされる莫大なる利益によるものとも思え

る。San JorgeとPotasio Rio Coloradoの2つの大規模プロ
ジェクトが存在しているからである。
この不確定な法的状況があるにせよ、アルゼンチン
は法的安定性ならびに鉱業権保有期間の安定性と言う
意味から、最も確実な鉱業のポテンシャルを持つ数少
ない国のひとつである。この安全性と安定性は、鉱業
投資家に対して明確な規則を提供するような、包括的
且つ健全な法的枠組みによって保証されている。
さて、アルゼンチンにおける鉱業活動は以下のよう
な規制のガイドラインに従わねばならない。
・鉱業法典
・鉱業投資法一式（1993年－2001年）─これらは主要
鉱業投資法（第24,196号）、鉱業革新（再編成）法（第
24,224号）、連邦鉱業協定（第24,228号）、鉱業近代
化法（第24,498号）そして鉱業投資法（第25,429号）
を更新した法律である。
・手続きの地方法令
・放射性鉱物を管理する特別連邦法

環境保護法（第24,585号）はアルゼンチンにおける鉱
山会社の環境に対する義務を規定している。この法律
の制定により、連邦政府による各州を通じての鉱業活
動の環境規制の調和が可能になった。他の諸国とは対
照的に、アルゼンチンにおける鉱業活動の初期開発は、
この法律のため、是正よりもむしろ防止を可能にし、
そしてそれは環境リスクならびにそれに関する対策と
言う意味で、鉱業投資を非常に優位なものとした。
現在、政府は下記の事項を可能にする鉱業における
持続可能な開発に対する枠組みを展開中である。
－環境規制の適用の改善
－大規模鉱業プロジェクトが地方のコミュニティー
に与える影響評価
そのイニシアティブは、この影響評価を可能にする
社会的、経済的、政治的ならびに環境面の指標を開発
することにある。結果は、各地域での鉱業活動の持続
可能な開発に関するガイドラインを設定するために、
種々異なった政府の関係者（連邦政府、州ならびに市
町村レベルで）、地元コミュニティーならびに鉱山会
社の間の政策をつなげることになる。
持続可能な開発は、鉱業権保有期間の安定のための
鍵のひとつである。なぜなら、一国の法的枠組みが如
何に健全であったとしても、一つの鉱業プロジェクト
はそれを取り巻くコミュニティーによって認められて
こそ初めて長期的に存続可能となるからだ。

2. アルゼンチンにおける鉱業の持続可能な
開発
世界中の地域コミュニティーはますます鉱業プロジ
ェクトに関する疑問を呈しつつある。
鉱業プロジェクトに関して、操業により何らかの影
響を受けるコミュニティーへ長期的持続的に貢献する
事、社会、経済ならびに環境に関する懸念に対処する
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ことをコミュニティーは、要求している。
今日、鉱山プロジェクトが存在する国の法的規制を

単に順守するだけでは、企業にとっては不十分である
と言うことは、十分認識されている。鉱山会社には、
その採掘ならびに閉山に際して、一般的に知れ渡って
いる国際レベルのベスト・プラクティスに合致すべき
社会責任があるという期待が高まっている。
これらの社会的な期待に応えることは、“操業のため

の社会ライセンス”を得るということでもある。操業
のために社会ライセンスを得るということは、単に関
係集団（利害関係者とも呼ばれる）からプロジェクトの
サポートを得るだけでなく、操業のために法的要求事
項を満たすことでもある。
鉱業プロジェクトは、操業するコミュニティー或い

は地域により、長期に亘る持続可能な開発に対して如
何に貢献できるかと言う評価を常に受けている。鉱業
の経済活動は決して持続可能とは言えない─最終的に
は全ての鉱山は閉山される─ものの、鉱業が地域コミ
ュニティーに貢献するための構築は可能である。鉱業
の役割に関するこの見識の登場は、鉱業・鉱物そして
持続可能な開発（MMSD）と呼ばれる鉱業界によって
行われた世界規模の協議プロセスの最新の結論に顕著
に表れている。

MMSDプロセスは、2年近くかけて、鉱業界、各国
政府、地域コミュニティー、原住民、環境団体、社会
団体そして国連や世銀のような国際機関により、世界
規模で協議された。そして、ヨーロッパ、アジア、ア
フリカ、オーストラリア、南米そして北米で協議され
たのである。
アルゼンチンはこの協議に含まれた国の一つではな

かったが、この協議の最も大切な結果と結論は、要請
された社会ライセンスを得るためには、非常に意義あ
る方法であった。
このMMSDプロセスの最も重要な成果は、世界市

場における鉱山会社の成功は、社会、環境そして金融
のパフォーマンスという3つのカテゴリーから定義づ
けされることである。これらの分野の一つでもその対
処を間違えれば、操業のための社会ライセンスが得ら
れないと言う結果を招くのである。
前述のように、アルゼンチンは鉱業において長い歴

史を持ってはいないため、規制やガイドラインの殆ど
は国際調査研究や他の諸国で既に経験済みの事例など
から引用したものである。しかしながら、アルゼンチ
ンの鉱業の急速な成長は、政府や其の国の重要な教育
機関が、この状況の認識を深め、且つ独自の研究とデ
ータ・ベースを持つ必要性を意識せしめたのである。
例えば、San Juan政府は今年からアンデス山脈の地

域の変化を管理し、且つ予防する目的で、これらの地
域の氷河の一覧表を作成し始めた。
また、鉱山会社は、企業の社会的責任に係わる分野
に、より大きな関心を示している；Bajo de la Alumbrera

社は、異なった情報のレベルでの利害関係者の情報、

一般的な活動としての鉱業に関する彼らの意見、そし
てその地方における鉱業プロジェクトに対する懸念事
項に関する情報を収集するためにコミュニティー内で
調査を進めている。
操業のために必要な社会ライセンスを取得するため
に最も重要な点は以下の点である。

・操業に関するコミュニティーの情報
企業はそのプロジェクトに対しオープン且つ正直で
なくてはならない、そしてプロジェクト、その方法、
そして正負の影響の可能性に関する重要且つ正確な情
報を提供しなくてはならない。負の影響の可能性があ
る場合、企業はそれらの影響を如何にして防止するか、
あるいは対策を講じるかに必要な情報をコミュニティ
ーに対して提供しなければならない。
このプロジェクトに関する情報は、コミュニティー
に無償で開示しなければならない　─「要請があった
から提供する」のではないのである（この完全な情報の
提供のプロセスに関しては『透明性』についても参照さ
れたい）。
必要な情報を連絡するに当たっては、書類の翻訳、

技術情報の要約、報告書の分配（必要に応じて、バッ
クグラウンドを記した書類も含む）、視聴覚デモンス
トレーションの準備、提案された鉱山の縮尺模型の作
成等、さまざまな手段を通じて行う必要がある。
また、プロジェクトを種々の角度から研究するため
のコミュニティー─企業合同委員会を形成し、また現
場ならびに同じような鉱山現場の訪問をアレンジし、
そして公開会議を開くなど、色々なコミュニティー・
グループに対して個々に行うプレゼンテーションをも
含んでいる。必要な情報を提供するための適切な媒体
を使うことも必要である。
これらの情報ならびにコミュニケーションの目的
は、関係者が抱く如何なる疑問をもぶつけ得る機会を
も含め、コミュニティーが企業とそのプロジェクトの
潜在的な局面について真の会話をする機会を持つこと
である。
このような活動を経て、鉱山会社はコミュニティー
と共に、プロジェクトに関する目的や価値を分かち合
い確認し合うことで、プロジェクトに係わる意思決定
の重要局面にコミュニティーの意見を反映することが
可能となり、信頼を築き上げることができるようにな
るのである。
また、地元の雇用の構築、地元のビジネス促進、共
同環境モニタリング、そして閉山プロセス協定をも含
むことにもつながる。この過程では、企業は市町村の
行政、保健や教育分野の社会組織、企業グループそし
て環境団体のような既存の地元の組織や機関とも協議
することになる。

・持続可能な開発あるいは企業の社会的責任
企業の社会的責任と持続可能な開発の定義は別のも
のである。だが、これら2つの概念を関連付けて見る
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こと、鉱山会社が実用面ではこれらの表現を入れ替え
て用いていることもあるという点を理解することは重
要である。
企業の社会的責任と持続可能性という概念は基本的

に次の3分野に広がる：それは、環境、経済そして社
会影響の3分野である。

a）環境
鉱業プロジェクトは現存の景観を変える。責任のあ

る企業は、操業のための社会ライセンスの継続的な取
得のためには、環境影響に対する注意というものが何
をさておいても基本である事を認識している。
このため、その地域における負の環境影響を最小限

に抑え、そして操業によって被った地域の復興と修正
に向けて懸命に努力するのである。鉱山プロジェクト
の潜在的な環境影響に関する情報を提供すると同様、
企業はますます、VeladeroプロジェクトやPascua Lama

プロジェクトのBarrickのように、コミュニティー─企
業環境モニタリング合同委員会あるいは鉱山の操業中
の環境影響のモニタリングを共同で行う責任を負うグ
ループの構築を後押しするようになっている。さらに
この委員会は、企業が提案した長期にわたる緩和措置
や修正計画が、閉山時の件も含めて、組み入れられた
かどうかを確認するのである。
全てのコミュニティーは、この委員会で決められた

生態学的に繊細な地域に対しての潜在的な負の影響に
対して如何に対処するかを気遣っている。繰り返しに
なるが、必要な財源に関してと同様、日増しに、企業
が必要な技術情報を提供し、この委員会が効率的に作
業できるためのトレーニングを行うのが普通になって
きている。この委員会の組成、スコープそして機能は、
コミュニティーと企業間の折衝の結果である。

b）経済
鉱業プロジェクトは、鉱山の稼働中ならびにその鉱

山の枯渇後も含め、コミュニティーが満足できる生活
状態を最大限に引き延ばすことと共に鉱山経営上の操
業上の配慮に基づき設計される。雇用を生み出すこと
は、地元の雇用の必要性を優先するポリシーならびに
実践を通じて、鉱業活動がもたらす利益の一つである。
供給とサービスの現地調達はコミュニティーの経済的
な利益を生み出すもう一つの実例である。
しかしながら、これらは一時的な利益でありながら、

実際には、コミュニティーの利益は鉱山の操業へます
ます依存することになる。従って、一方で雇用とサー
ビスの供給が重要なものとしてとらえられるととも
に、コミュニティーと企業は日を追ってコミュニティ
ーの本来的な利益を得るために、これらの取り引きの
先の将来的な場面を思い描くことになる。例えば、企
業の存在が如何に地元の水道や道路などのインフラ改
善に貢献しうるかと言うことなどを確認することなど
が、ますます当然のことになってきているのである。

他の見方からすると、既存の、あるいは双方の経済
活動の強化である。目的は、町あるいは地域の将来世
代のための、潜在的な経済的至福を高めることである。
この経済分野における如何なる最終成果も、地元のコ
ミュニティーと鉱山企業間での折衝を通して決定され
るのである。
最終的にどんなことが決められようとも、コミュニ
ティーの観点からの長期にわたる開発のためのニーズ
に沿ったものでなくてはならないということが最も重
要である。
鉱山企業は、鉱山の閉山後のこれらコミュニティー
の長期にわたる経済的な持続可能性に焦点を当てて
種々のプログラムを実行するのである。これらのプロ
グラムの設計には例えば文化の特性、インフラ、気候
や土壌条件、その他のような数多くの要因を考慮しな
ければならない。

c）社会
人口増加、地元の税基盤の増加、ビジネスの大型化・
多様化などのように、「大きくなる」ことは鉱業運営に
とっては、正の大きな社会効果である。
だが、社会に及ぼす潜在的な負の影響についても、

鉱山企業は、それが生じる前から対処する手段を講じ
る必要性がある。それらの影響には、住宅価格の上昇、
外部労働者の流入、そしてアルコール依存や売春等の
社会問題の増加など、枚挙にいとまがないものの、こ
れらも含めて考慮しておかねばならないのである。
また、コミュニティーと企業は次のような方法でこ
れらの課題を解決していく点がある。それは①地元の
労働者あるいは家族を同伴する外部労働者の雇用②飲
酒などの行為に関する政策による管理③既存の衛生な
らびに教育施設の追加等である。
最後に、閉山期間のためにも多くの計画を立ててお
く必要がある。これらの努力の目的の全ては、コミュ
ニティーへの社会的なプラス効果を出来る限り最大の
ものとし、潜在的なマイナス効果を出来るだけ最小限
に押さえることにある。
第3章で鉱山企業が行った種々の活動を示している。
各鉱山と各プロジェクトにはこれら3つの主要テーマ
に取り組むための手順、計画そしてプログラムに対す
る具体的な細目がある。
政府によって実施されたアクションのほとんどは、
コントロールと規制を伴った活動をするための法律を
作ることに焦点が当たっている。さらに、それらは次
第に、より多くの環境の調査や研究も包含するものと
なり、また社会計画をも生み出しつつ、これら事項に
関する国の政策を改善するために、すべての利害関係
者との共同作業を作り出しているのである。

3. 鉱山とプロジェクト
アルゼンチンには多くの異なった鉱業のシナリオが
ある。何十年間にもわたり操業を続けてきた鉱山もあ
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れば、何年間かは生産を停止していたが最近再開した
Mina Aguilar、PirquitasあるいはSierra Grandeのような
小規模鉱山もある。
また、例えばBajo de la Alumbrera、Cerro Vanguardia

そしてVeladeroのように、前述のような長い歴史はな
いものの、その地域には非常に意味の深い中規模鉱山
もある。
さらに、去年から操業を開始したばかりだが、Manantial 

Espejo、San Jose、Mina MarthaあるいはGualcamayoの
ような重要なものもある。
最後に、幾つかの進んだプロジェクトで未だ鉱山と

して運営されてはいないものの、古い稼働中の鉱山よ
りも、より一層企業の社会的責任というポリシーを導
入している例もある。
企業の社会的責任（CSR）に関しては、プロジェクト

の規模には関係しない。またその開発の段階に関して
も触れてはいない。しかしながら、企業は大きくなれ

ばなるほど、社会的責任/持続可能な発展のために資
源を捧げている。
調査を行った企業の大半は、毎年、持続可能性報告
書を作成している。企業によっては『企業の社会的責
任』と『持続可能な開発』の定義が異なることもあるが、
一方で、持続可能性報告書には通常、社会、環境そし
て経済的な責任を組み込んでいる。それらの殆どは、
国際リポーティングイニシアティブ（GRI）のような自
発的な報告書の枠組みで要請されている。
企業の社会的責任あるいは持続可能性報告書に一様
なフォーマットあるいは規則はないが、異なる企業の
報告書に共通する似通ったキーポイントがある。

3-1. 操業中の鉱山
CSR事例として取り上げたアルゼンチンで操業中の

鉱山の位置を図で示すと以下のようになる（なお、以
下の図の番号と章句だての枝番号は一致しない）。

アルゼンチン
チリ

ウルグアイ

ブラジルパラグアイ

ボリビア
11

2

1

5

8

6

3

10

9
4

7

1- Salar del Hombre Muerto（リチウム）
2- Mina Aguilar（鉛/亜鉛）
3- Bajo de la Alumbrera（銅/金）
4- Cerro Vanguardia（金/銀）
5- Veladero（金）
6- San Jose（銀/金）
7- Manantial Espejo（金）
8- Gualcamayo（金）
9- Mina Martha（銀/金）
10- Sierra Grande（鉄）
11- Pirquitas（銀）

（189）
2012.7　金属資源レポート

連
載

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
鉱
業
企
業
と
C
S
R（
1
）



94

3-1-1. Veladero鉱山
Veladero鉱山はアルゼンチンのSan Juan州にある

Pascua Lama鉱区の南に隣接し、非常に期待されてい
るLa Frontera区のSan Juanの町の約320km北西に位置
する。鉱区の標高は4,000mから4,850mである。

Veladero鉱山は従来型の露天採掘操業である。鉱石
は2段階のプロセスで破砕され、そしてトラックでリ
ーチングパッドへ搬送される。一方で破砕を経ずして
リーチングパッドへ直接トラック搬送されるものもあ
る。
2008年、Veladeroはozあたりキャッシュコスト
496US＄で金を536,000oz生産している。また、2008年
12月31日時点の確定と推定を合算した鉱物埋蔵量は金
1,220万ozである。

Barrickにより運営されている他のケースと同様に、
Veladeroにおける事業運営の本質は、彼らが責任ある
行動を約束したときそれに従うということである。実
際、こうしたことがコミュニティーに長期にわたる利
益をもたらし、そして美徳の文化ならびに、労使間の
協力を育んできた。

Barrickの、企業の社会的責任（CSR）は、持続可能な
経済的発展に寄与するビジネスの約束である　─従業
員、その家族、地域そして社会と共に労働し、生活を
向上させ、良きビジネスであると共に地域発展を実現
するということである。Veladeroでは、住民が生活し
そこで働く地域に、より良い変化をもたらすというこ
とを約束しているのである。

①環境
環境の尊重は、環境保護と受託責任に対する彼らの

運営アプローチの中心的存在となっている。そして、
Veladeroが保有する環境マネジメントシステムは、保
護と受託責任に関する彼らの目的の達成を助けるもの
となっている。
鉱業オペレーションが行われることで、一時的にせ

よ、長期的にせよ、既存の自然環境にかなりの影響を
与える。このため、最初から潜在的な影響の評価をす
ることにより、鉱山のライフを通じて予防手段を講じ
ている。如何にして与える影響を防止し、緩和し、あ
るいは管理するかを評価しているのである。Veladero

は、幾層もの環境保護及び将来起こりうる出来事に対
する先進の計画を含んだ強力な環境マネジメントシス
テムを構築している。

Veladeroで実施されている環境に関するモニタリン
グは、環境管理の有効性についてのフィードバックと
なる。Barrickの環境専門家は、鉱区内ならびにその周
辺の土地、空気そして水を常にモニタリングしている。
モニタリングの結果は、常に確認され、改善しなけ

ればならない地域があった場合にはそれが特定され
る。必要に応じて、環境保護を確実にするために、パ
フォーマンスと現場での活動が調整される。企業の環
境監査は、鉱山の環境マネジメントシステムの有効性

を再検討するため、通常2年に一回の頻度で定期的に
実施される。

Veladeroは2007年にISO 14001認証を取得した。1996
年に導入されたISO 14001基準は、自主的な環境管理
に関して、国際的に認知された企画である。認証獲得
には、操業している環境マネジメントシステムが企画
の要請事項のすべてを満たしていることが、第三者に
より監査されなければならない。

②安全等の管理
・材料管理
燃料ならびに化学品の安全な輸送、保管そして取り
扱いがVeladeroにとって最も重要事項である。二重壁
のタンクや警報システム、そして裏打されたり盛り土
された格納構造のような流出防止対策が、これら材料
の環境へのリスクを最小限に抑える。もし事故で燃料
あるいは化学溶液の流出が生じた場合、それらは安全
に制御されねばならず、環境に影響を及ぼしたり鉱山
現場に放置されたりしてはならない。同社は、如何な
る流出に対しても効果的な清掃や修復を行うことを確
約している。

・固形廃棄物管理
Veladeroは、廃棄物のリユース、リサイクル、なら
びに適切な処分を確実にするための廃棄物管理プログ
ラムを開発した。使用済みオイル、タイヤ、バッテリ
ーや、廃棄処分が許された現場外の有害ゴミの回収な
どがこれに含まれる。例えば、2008年に、Veladeroは
140万ℓの使用済みのオイル、金属スクラップを1,000
ｔ、そのほか種々の材質のものもリサイクルしている。

・水の管理
鉱業では鉱石処理や粉塵抑制のために水を必要とす
る。水が重要な資源であることは周知の事実であり、
水の節約及び使用によって生ずる影響を最小限に抑え
るためにあらゆる努力がなされる。
水の節約はあらゆる機会を通じて追求されている。
例えば、鉱石処理で使われた水のリサイクルは水の総
使用量の削減になる。淡水の使用量を削減するため、
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Barrickは特定の地方で、農業用あるいは家庭用として
は不適切な塩水あるいは塩度の高い水の使用を可能に
している。
採鉱等のために使用された水は、処理されそして廃

水の質、量共に注意深くモニターされつつ、認可に基
づき環境に戻される。認可の限度値あるいは基準値は、
多くは排水中の特定の構成物質の量で決められる。
Barrickは水が認可限度を超えた場合、その旨を公表す
る。

Veladeroは近くのTaguas川から水を取得している。
Veladeroの特有の水節約活動には、水を使用する際に
計測と管理計器を使用していること、鉱山の処理シス
テムを通じての水リサイクルがある。

・シアン化物管理
シアン化物はVeladeroでは鉱石から金を抽出させる
ための有効な化学薬品として使用されている。ある国
際的出資者グループは、国連環境プログラムのガイダ
ンスの下、シアン化物の生産、輸送、活用そして廃棄
に関する安全且つ責任のあるシアン化物管理基準を制
定するための国際シアン化物管理規約を開発した。
Barrickはこのグループの一員として、シアン化物を使
用する鉱山については、シアン化物管理規約に基づく
ことを確約した。Veladeroは2008年にこの規約の認証
を得ている。

・エネルギー管理
Veladeroは天然ガス、ディーゼル油及びガソリンの
燃焼によりエネルギーを得ている。現場の費用では、
電力が最も大きなものの一つであり、ビジネスを進め
る上でエネルギー効率を最大限に引き上げることへの
努力を説いている。
温室効果ガス排出は、直接的に或いは間接的なエネ

ルギー消費と関係している。このため、エネルギー消
費の削減及び/又は（注；原文は「and/or」）エネルギー効
率の上昇は、温室効果ガス排出の削減に有効である。
最近になってVeladeroに設置された2MW風力発電設

備は、クリーン且つ再生可能なエネルギーを供給する
ことになるであろう。標高4,100mという世界で一番高
所にあるその設備は、高山に位置するために発生する
空気密度の希薄さを補償するよう設計され、高所にお
けるこのタイプの設備のテスト用パイロット・プロジ
ェクトとしても役に立つはずである。風力発電設備は
鉱山のエネルギー消費量の20％まで供給する能力を持
っている。

・野生生物と生息環境の受託責任
Veladeroは鉱業活動に伴って生ずる危険から動物を

守り、そして鉱山現場付近の生息環境に対する影響を
緩和するための数多くの受託責任プログラムを開発し
てきた。

Barrick South Americaは、ラテン・アメリカの鉱業

組織であるOLAMI（ラテンアメリカ鉱業機構）から、
Veladero鉱山近郊でパイオニア的な湿地帯プログラム
について、最高の栄誉を授かっている。このプロジェ
クトは、その類ではアルゼンチンで初めてのものであ
り、湿地帯ならびに他の原生高山植生の移植を含み、
さもなくば乾燥地帯であったところを、自然生物のた
めの価値ある牧草地帯に変えて提供している。今日ま
でのところ、8haにおよぶ植生が成功裏に栽植を終え、
さらに拡張中である。

・土地の状況
土地の変貌は鉱業の結果として避けられないもので
ある。Veladeroは、その注意深い計画を通じて鉱業活
動で蒙る影響を最小限に押さえることを目的としてい
る。操業により変貌した土地は、鉱業活動にもはや必
要がないとされた時点で、状況の再形成と再植生によ
って再開墾される。

・安全
同社はその従業員の保護のために、職場で危険を引
き起こす全ての原因を除去、ないしはコントロールす
ることを約束している。
同社は職場の安全は、全ての人々の責任であると確
信している。健康と安全のトレーニング・プログラム
は、Veladeroの管理職、一般職雇員、そして請負い業
者のために実施され、これらのプログラムは、全ての
職員ならびに請負い業者など全ての人々のための安全
な職場を作り出しそれを維持するために、彼らの権利、
義務ならびに説明責任を明確に理解せしめるものであ
る。

Barrickの安全と健康システムは、2005年にVeladero

に導入された。安全システムは、企業を通じて時間を
かけて段階的に行われてきた、リーダーシップのトレ
ーニングから、緊急時への備えに至るまでの9つの要
素から構成されている。システムの成功の鍵は、リー
ダーシップへの専念と職場の安全に対する常識的な見
解である。
勇気あるリーダーシップ・トレーニングは2005年に
全ての職員のために始まった。勇気あるリーダーシッ
プ・トレーニングの結果は、新規労働者をシステムの
中に適応させ、そしてその推進力を持続させるために
設計された再教育講座に適応させ、引き続き築き上げ
展開される。
2009年5月にVeladeroの従業員は、BarrickのDrive 

First Trainingと呼ばれる運転の研修を始めた。これは
リスクのない、真実に迫ったトレーニングを通じて明
確な意思決定を強化するために設計されたコンピュー
ター・シミュレーションの運転プログラムである。
Barrickはこの運転プログラムのほかに、会社中の車両
にモニター装置を設置しつつある。そのプログラムの
目的は、運転者が安全上の問題を自覚するための改善、
彼ら自身の運転の仕方の評価を助けること、そして道
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路上の安全に関する知識の改善や安全を実施するため
のものである。
職業上の衛生と安全には、職場の健康を阻害する因

子と、それにさらされる危険を確認、コントロール、
且つモニタリングすることが必要である。Veladeroの
健康プログラムは、容認できる限度内でさらされる危
険の特性を示して管理し、必要に応じて健康規準を作
り出すことを考慮する。

Veladeroは緊急事態対応チーム、ならびに他の職員
に対する緊急事態対応トレーニングを定期的に行って
いる。これは、鉱山救助、危険物取り扱い、消火、危
機管理ならびに緊急指令トレーニングなどを含んでい
る。緊急事態対応訓練は、現実の緊急事態に彼らが対
応できるかを評価することで、鉱山従業員ならびに緊
急事態対応チームが参加する。2008年に、Veladeroに
おいて、従業員と請負い業者は緊急事態対応トレーニ
ングを6,500時間にわたり成功裏に完了した。

③企業の社会的責任
同社は我々が働くコミュニティーにおける、良い意

味での差異を生み出すことを約束している。彼らは、
責任ある鉱山は株主により多くの富をもたらす機会を
生み出す、と共に、同時にその従業員ならびにコミュ
ニティーとも鉱山の利益を分かち合わねばならないこ
とを認識している。彼らが操業しているコミュニティ
ーと国の経済ならびに社会の発展に貢献することを目
的としているのである。

また、コミュニティーに適用する、原則、規準なら
びにアプローチをより詳細に説明するために、2006年
にコミュニティーの関与ならびに持続可能な開発のガ
イドラインを作成した。そのガイドラインは、
Veladeroにおけるコミュニティーとの間の意思の疎通
と関与のための方向付けを提供している。

④コミュニティーとの関連
Veladero鉱山はその周辺のコミュニティーのための

持続可能な開発プログラムをサポートしている。最重
要事項は、経済発展と同様、健康管理と教育の機会で
ある。

BarrickはSan Jose deJachalにおいて、地元の経済を

強化するために農家とタイアップした。2008年6月に
は農家が彼らの産品を住民に年間を通して販売できる
ように屋内マーケットとして使われる新しいビルがオ
ープンした。マーケットは、果物ならびに野菜の売店、
肉販売ルーム、冷凍庫、トレーニング・ルームそして、
地元の売り手が最新の食物の価格情報ならびに購買情
報を収集することができるインターネットへのアクセ
ス等が設置されている。資金調達は、地元の農業協同
組合に組合員のための肥料供給のために提供され、ま
た果実ならびに野菜の種子銀行の設立のためにも提供
された。
この新しい開発は、以前は玉ねぎだけを栽培してい
た農民が、彼らの産品を多様化することでより大きな
市場への参画を可能にした。

OSDE（企業の社会事業機構）、San JuanのSanatorio基
金、ならびに厚生省との提携で、BarrickはSan Juan州
での健康管理へのアクセスを改善するために励んでい
る。Barrickは、地元の婦人たちの乳がん、ならびに子
宮がんの早期発見を促すため、無料の健康診断ならび
に健康に関する情報を提供するとともに、地元のコミ
ュニティーを訪問する医師たちの費用をカバーしてい
る。OSDEとの提携では、IglesiaならびにJachal地区両
方で学童に対する口腔衛生の重要さを認識させること
にもつとめている。プログラムを通じて、生徒は毎日
の歯の手入れ、虫歯予防の重要さを学び、さらに毎年
の学校訪問に際してフッ素処理を受け、歯ブラシを受
け取る。
2008年にはSan Juan州のRodeo病院で新しい小児科
の病棟をオープンした。それ以前は、専門の医療処置
を受けるためには自動車で1時間はかかるJachalへ移動
しなければならなかった。このプロジェクトのために、
Barrickは建設資材ならびに医療機器のコストをカバー
する基金を提供した。さらにまた、集中治療をより専
門的にするための地域の医師のための2つの奨学金制
度を設けた。
持続可能な開発プログラムの他の一面は、出来る限
り地元および地域から調達すると言うことである。
従業員の各々は、恰も企業の大使のように行動する。
従って、最良の人材の採用、動機付けならびに保持が
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鉱山会社のオペレーションの究極の成功の鍵である。
Barrickは従業員に対して教育の機会、技能開発、魅力
的な給料そして文化的な目標等の恩典を提供してい
る。Veladero鉱山は、生徒に鉱山関係の仕事に係わる
現場での価値ある作業経験を積んでもらうための実習
プログラムを設定している。このプログラムに参加す
る生徒には奨学金が支払われ、また卒業後はBarrickで
の将来の雇用の可能性がある。

3-1-2. Cerro Vanguardia鉱山
AngloGold AshantiはCerro Vanguardiaの株式92.5％を

保有し、残り7.5％はFormicruz（Santa Cruz州）がオーナ
ーである。Santa Cruz州のPuerto San Julianの北西に位
置している。

Cerro Vanguardiaは剥土比の高い複数の露天採掘鉱
山から成る。鉱体は、金と副産物として産出される大
量の銀を含む一連の熱水鉱脈鉱床からなっている。
2008年には166,000ozの金が生産された。会社は1,072
人の従業員を雇用している。鉱石処理能力は、一日あ
たり2,800ｔで、シアン化物の回収プラントを含む冶
金プラントで処理される。
プラントで採用されている技術は、従来のタンク中

のリーチング・プロセスならびに閉鎖循環式に組み入
れられたテーリングダムを伴うCarbon in Leach法をベ
ースとしている。金および銀の最終回収は金属亜鉛と
Merril-Crowe金処理法を介して行っている。
2008年の資本支出は1,600万US＄に達し、その大部

分は鉱山設備、搬出システム、探鉱ならびにプラント
のインフラに費やされた。

①AngloGold Ashantiの基本的価値観
倫理と企業統治に関して、AngloGold Ashantiの価値

観はつぎのように定めている：
『我々は、我々自身の行動に対する説明責任があり、
そして我々のコミットメントを果たすことを断言す
る。我々は結果の成就に傾注し、有限実行を実現する。
我々は、我々の仕事、我々の行動、我々の倫理ならび
に活動に責任を持ち、且つ、我々自身がそれらの説明
責任を負うことを認める。我々は、高いパフォーマン
スの結果を出し、我々の同僚、ビジネスならびに社会
のパートナーそして我々の投資家に対するコミットメ
ントを果たすことを目標にしている』

・企業統治
AngloGold Ashantiは企業統治について、最も高い規

準を公約している。企業統治は、監査と法人としての
企業に一部の権限の委任を伴うが、全体としては取締
役会の責任である。

・自主的遵守
AngloGold Ashantiはその規制義務に加えて、自主規

制が重要だと考え、さらに地元ならびに国際的なトッ

プ企業は、企業が遂行しその評価がなされなければな
らない厳しい規準を制定すべきであるという考え方を
有している。このAngloGold Ashantiのグループは広域
にわたる組織やイニシアティブに関与しており、さら
に下記に記されている組織のメンバーあるいは調印者
である。目的や目標をサポートし、それらの展開なら
びに機能に参画している。
国連グローバル・コンパクト（UNGC）
国際金属・鉱業評議会（ICMM）
責任ある宝飾のための協議会（RJC）
地球的規模報告イニシアティブ（GRI）
資源採取産業透明性イニシアティブ（EITI）
 金生産に係るシアンの製造、輸送、使用のための国
際的管理規程（Cyanide Code）
安全と人権に関する自主原則

AngloGold Ashantiの全ての管理職者ならびに従業員
は、健康と安全に対する責任を持つ；そして、すべて
が職務上の怪我や職業病のない職場を作り出すべく努
力する。AngloGold Ashantiのグループは、職業上の健
康ならびに安全に対するすべての法を順守し、該当規
準がない場合は最良の実践を適用することを確約す
る。

Cerro Vanguardiaの健康と安全のポリシーは、各従
業員が自分自身の安全ならびにその従業員の行動によ
って影響を与える安全に対して責任を負わねばならな
い。そのポリシーは、リスクについて絶えず見直され
ることを制度化し、さらに訓練およびコミュニケーシ
ョンにより大きな意味を持たせる。
ポリシーは毎年更新され、一部の従業員は小委員会
を構成し、そのプロセスに直接関与する。
各部には安全に関する代表者を置き、安全と健康委
員会会議が毎月開催される。保健部は、従業員の健康
確保がその業務であり、そのための健康を求めるキャ
ンペーン、常習的欠勤の分析調査ならびにその調査実
施を行う。最終的な目的は健康的且つ安全な職場を作
り上げることである。
例えば医学的監視システムや保護装置などに必要と
される資金は、グループの安全と健康の原則の順守を
可能にするためにすべて入手可能となっている。

AngloGold Ashantiは、国際的に認知された基準に基
づき安全と健康管理システムを導入し、そして定期的
な監査を通じてその有効性を評価している。
安全と健康の目的に関する行為は、定期的に評価さ
れる。AngloGold Ashantiは、従業員ならびに株主に対
して安全と健康の課題について公表する。
労働安全衛生マネジメントシステムの認証を受けた
最初のAngloGold AshantiオペレーションであるCerro 

Vanguardiaは、Cerro Vanguardiaにおける安全計画の監
査を引き継ぐことでその認証を維持した。休業度数率
は100万実労働時間あたり2007年には3.34件だったが、
2008年は3.98件となった。2007年の死亡事故は皆無で
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あったが、安全実績を改善維持するため2008年には是
正活動が実施された。
このシステムには、オペレーションの安全責任を担

う管理職ならびに監督そして請負い業者のための安全
意識のワークショップを行うことが含まれる。安全実
績が低下したことは、2008年に大量の臨時雇用の採用
によるものと思われる。それらの人々は常に適切に監
督されているわけではなかった。この状況はその時点
から改善されてきている。

・コミュニケーションおよびトレーニング
従業員は毎日のシフト前の安全ミーティングで、安

全と健康委員会の代表を通じたニュース、および公共
の場でのニュースやメール等を通じて、常に安全と健
康に関する展開の情報を得ている。
安全と健康のトレーニングは新規従業員の教育の一

部に含まれる。これには、応急処置、防火ならびに緊
急対策の鍵となる要素などのトレーニングが含まれて
いる。更なるトレーニングは、従業員の職務や職場に
よって適切なものが与えられる。従業員は職業病に対
する注意喚起や、それらを如何にして予防するかを注
意され、より健康な生活を営むことを要請される。平
均的な従業員は安全と健康のトレーニングのために年
間約40時間を費やす。

・リスク評価
Cerro Vanguardiaでは、会社のチームにより毎年リ

スク評価が行われ、それらは安全・健康・環境部によ
って再検討される。リスクは格付けされ、さらに夫々
のリスクをコントロールするリストが査定される。そ
のあと、最も大きなダメージが存在する可能性、さら
にそれを如何にコントロールできるかを見極める。

②健康
労働衛生は一人の主任医師、二人の看護師、そして

一人のレントゲン技師によって構成されたチームで機
能している。医療施設はレントゲンならびに検眼施設
からなっている。より複雑な内科的合併症などの場合
には、150km離れたPuerto San Julianに差し向けられる。
救急車は去年替えられた。ここ三年間、Cerro 

Vanguardiaには職業病が見つかっていない。

・医学的監視
職業病の早期発見を目指し、全ての従業員は毎年医

師の診断を受診する。より大きなリスクがある職場で
は一年に二回検査が行われる。検査は、従業員が長期
にわたって欠勤していた後や職場の変更の場合も行わ
れる。2008年には職業病は一件も記録されていない。

・緊急時への備え
Cerro Vanguardiaの緊急計画は、会社のリスク評価

によって認められた種々の状況を考慮に入れている。

緊急計画は常に検討され、常に用意が整っており、そ
してボランティア職員が火事、化学危険物の取り扱い
ミスやその他の重大局面に対処するために一日24時間
体制の鉱山緊急部隊を形成している。

AngloGold Ashantiは安全と健康のための幾つかの目
標を立てている。その中でもアルゼンチンのオペレー
ションで特に必要なものは下記のようなものである：
安全と健康のための『設計図』の開発と同様に、安全
の変革プロジェクトの完成
総負傷率を20％削減
全てのオペレーションを通じて、職業上の安全と健
康システムの強化の継続

③雇用
AngloGold Ashantiは『人が我々のビジネスであり、
我々のビジネスは人である』という哲理によって支え
られている。これは2008年に見直され再規定された。
具体的には下記のとおり。
『我々はお互いに威厳と尊敬の念を持つ。我々は尊
敬の念を持たれた人、ならびに責任を負うことを委ね
られた人は、彼らの最善を尽くして応えると信じてい
る。我々は、人の威厳を維持し、彼らが彼ら自身であ
ることを尊重し、且つ、我々のビジネスを成功に導く
ことができる貢献を評価して、我々全ての相互関係に
おいて自尊心のセンスを維持することを求めている。
我々は我々自身また他の人に対して正直であり、我々
は我々のビジネスならびに社会のパートナーと倫理的
な取り引きを行う。』
2008年にはCerro Vanguardiaで756人の従業員と316

人の請負業者が働いていた。
Cerro Vanguardiaは、その全ての従業員ならびに家

族に対して医療サービスを提供する。これには、緊急
対応、医療扶助、歯科扶助、研究と訓練そして外科的
介入が含まれている。全ての従業員は生命保険と身体
傷害保険がかけられている。

AngloGold Ashantiは当該国の人々の多様性を評価
し、且つ助成する、そして特定の国では過去に制度化
された不公平な事態に対処する必要性に精通してい
る。アルゼンチンの法令では、性別や人種による差別
を禁じている。労働法は、企業のための明確な人材資
源のガイドラインを制定している。アルゼンチンの法
律では、全ての職員ならびに就職内定者は、平等に扱
われなければならないとしている一方で、鉱業におい
て女性を育成するための特別の要請事項はない。それ
にもかかわらず、Cerro Vanguardiaは会社に女性を惹
きつけるイニシアティブを取り入れた。しかしながら、
このプロセスに長時間にわたるシフトと同様、彼女た
ちの家から鉱山への道のりが遠いと言うことなどを含
む数多くの要因がブレーキをかけている。

・奨学金制度
従業員とその扶養家族ならびにコミュニティーの
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人々のための奨学金制度を有している。
2008年には66件の奨学金が与えられ、その中にはそ

の地元の大学で鉱業を学ぶ10人の従業員も含まれてい
る。また、50人の従業員が大学卒業ならびに大学院へ
のコースのための助成金を受け取っている。

④コミュニティー
コミュニティー・レベルでの能力構築に関して、ア

ルゼンチンのAngloGold AshantiのCerro Vanguardia鉱山
は、世界で最も隔離され、且つ遠隔の金鉱山オペレー
ションの一つである。最も近い町はSan Julianで、ア
ルゼンチンで最も古い港の一つである。その町の人口
は現在約1万人ほどで、そのうち755人がCerro 

Vanguardiaの従業員である。遠隔地であることと、経
済活動の選択肢が殆どないことが、州への依存度を高
くし、且つ鉱山が重要な雇用源となっている。
AngloGold Ashantiは、その全てのオペレーションにお
いて、地元のコミュニティーのためのその他の持続可
能な選択肢の必要性を強く感じている。

Cerro Vanguardiaは鉱山が閉鎖された後でもコミュ
ニティーに恩恵を与え続けるよう長期にわたるイニシ
アティブをサポートし、開発し続けている。企業と
Patagonia大学（UNPA）の共同作業による事務やコンピ
ュータ技能のような職業技能トレーニング・プログラ
ムで成果を上げている。2007年と2008年でCerro 

Vanguardiaの合計81人の従業員が、UNPAのさまざま
な学部で学んだ。Cerro Vanguardiaの大学への資金援
助は、ラボの寄付も含め約51.6千US＄にのぼる。
年間を通じ、同社はSan Julianの小学校サポートに
ついて、教育技術や規準を更新し、且つ改善すること
に努めた質の高い教育の改善サポートを引き続き行っ
ている。州の教育審議会によって承認された教員トレ
ーニング・プログラムには、Cerro Vanguardiaから76
千US＄の資金が支出されている。作業は現在も進行
中である。
2004年から、Cerro Vanguardiaは鉱山と、地元のビ

ジネス、ならびに地元の市町村間の協調で、San 

Julian開発局における重要な補助的役割を演じてきた。
このために年間約160千US＄を供与してきた。さらに
2010年にはこの機関に3,000千US＄を寄付している。
同局によって行われた重要なイニシアティブは、
2007年から2020年までのSan Julianの持続可能な開発
の参加型戦略計画である。2008年に局のチームは、コ
ミュニティーと地元ならびに州の行政に最終報告を行
った。
報告書の重要な目的は、鉱山の操業が終了した後の

持続可能な種々経済活動の開発、そして教育、ならび
に健康の主要社会分野における改善の推進を含んでい
る。
この計画は、アルゼンチンの鉱山会社によって推進

され資金調達された最初のケースである。それをユニ
ークなものにしている特徴は、積極的なオーナシップ

と、数多くのフォラムを行ってきた1,200人のコミュ
ニティー・メンバー、UNPAの教授達並びにその他の
専門家で構成される地元のコミュニティー・メンバー
の参加である。コミュニティー・フォラム会議の結果
は、再生可能なエネルギー、水産養殖、観光、健康な
らびに教育が計画の鍵となる重要分野に含まれる、と
言う合意であった。
経済に関しては、局の介入を通して下記のような

数々の活動を推進した：
・UNPAのエキスパートによって選択されたSan 

Julianから8km離れた場所に風力計が設置された。
その最終目的は、コミュニティーのためのクリー
ン且つ再生可能なエネルギーを生成するための風
車の建設である。
・気候、温度、ならびに港を囲む沿岸地域の特徴が、
ムラサキイガイの繁殖に適している。このプログ
ラムの実現可能性ならびにマーケットの潜在可能
性の調査が行われている。
・地元のサプライヤーの技能を開発するプログラム
が現在地元の商工会議所を抱え込んで調査されて
いる。このプログラムは新規のものである。

Cerro Vanguardiaは可能な限り地元サプライヤーの
サポートを継続している。2008年は2007年と比較して
地元産品およびサービスの購入が33％増加した。
同地域における環境管理を改善するため、州政府と
市町村が共同で新しい廃棄処理プラントを建設した。
局は適切な廃棄物取り扱いプロセスを調査中である。
同じく環境分野では、Cerro Vanguardiaは国際自然

保護連合（IUCN）のメンバー機関であるLos Algarrobos

市民協会と2008年を通じてコンタクトをしてきた。
Los Algarrobosは現在、国際金属・鉱業評議会の適正
実施指針（グッドプラクティス・ガイドライン）をベー
スとした、アルゼンチンの乾燥および半乾燥地域の、
必要に即した、環境教育の講座を展開している。Los 

Algarrobosは環境教育においては、英国のキュー王立
植物園と密接に連係している。

Cerro Vanguardiaは2008年11月に、地域における環
境の持続性に向かっての共同活動を研究する目的で
San JulianにおいてLos Algarrobosの代表、当局、地元
の行政ならびにコミュニティーメンバーとの間のミー
ティングをセットした。キュー植物園の理事も同伴し
た。

a）地元経済開発
2008年6月、Cerro VanguardiaはImpulsar財団（コミュ

ニティー開発を視野に置いたアルゼンチンで最も重要
なNGOである）との協調で、ビジネスならびに金融技
能のトレーニング、そして彼らのアイデアを現実の経
済へと移行することを可能にするための資金供給なら
びに指導を通じ、地元コミュニティーにおける18歳か
ら35歳の若年層を対象とした起業促進のプログラムを
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打ち出した。
第一回目のプログラム中、18人が種々のビジネステ

クニックに関して、2ヶ月間以上の訓練を受講。この
うち12人が地域審議会に彼らのビジネスプランを提出
し、11人が承認された。

Cerro Vanguardiaの2人の従業員は、財団のSan Julian

地域審議会のメンバーであり、そのうち一人は会長に
選出されている。

b）健康管理
地元の病院と協調してCerro Vanguardiaは、San 

Julianのコミュニティーへの健康管理をもたらしてい
る。会社は2008年に肺活量計（肺が吸い込み、吐き出
した空気量を計測するために使用される）ならびに血
液検査設備を寄贈し、病院の設備の向上のための更な
る作業も毎年計画されている。
同社は、そのほかのコミュニティーに関係する数多

くのプロジェクトに積極的に携わっている。開発局と
の取り組みに関して言えば、計画には同局に対して提
出された最も実現可能性が高いプロジェクトの資金繰
りのスキームの開発も含まれている。

⑤環境
我々は汚染を防止し、廃棄物を最小限に抑え、我々

の炭素利用率を増加させ、そして天然資源の有効利用
を促すために、我々のプロセスの改善に常に努力して
いる。
グループの環境に関するビジネス原理はポリシーと

しても使え、また地域ならびにビジネス単位のポリシ
ーおよびその実践の指針として使える（環境とコミュ
ニティーを組み合わせたポリシーが現在開発されてい
る）。

Cerro Vanguardiaでは、環境部門は、環境主任なら
びに環境コーディネータによってサポートされた環
境、健康と安全部部長によって指揮されている。

Cerro Vanguardiaにおけるオペレーションのために
必要な環境関連許認可事項は全て整い、あるいは申請
済みである。2008年には、一件の無許可の廃水に関す
る不適合事項が記録されている。

Cerro Vanguardiaを含む全てのAngloGold Ashantiのオ
ペレーションは、ISO 14001規準で認証されている環
境管理システム（EMS）を有している。全てのオペレ
ーションは、認証規準を維持することが期待され、そ
して常に環境パフォーマンスの改善に努力するという
グループの憲章の一部としての目的と合致する。全て
の現場はISO監視プログラムあるいは認証の一環とし
て監査を受けており、それら認証は成功裏のうちに保
持されている。

・シアン化物の使用
AngloGold Ashantiを含む世界の鉱業界は、過去10年

間以上に亘って、シアン化物の使用に伴うリスクを最

小限に抑える努力をしてきた。AngloGold Ashantiが運
営している現場の大部分は、金生産に係るシアンの製
造、輸送、使用のための国際的管理規程（Cyanide 

Code）に調印したものである。
この規定は、金鉱業におけるシアン化物の使用に関
して責任ある管理を振興しようとする国連環境計画
（UNEP）の庇護の下で特別に開発されたものであり、
人の健康の保護を強化し、環境影響の潜在的可能性を
削減しようとするものである。

Cerro Vanguardiaは部分的に国際シアン化物管理規
定に準拠している。グループによって対処されてきた
問題の分野は、Cerro Vanguardiaにおける弱酸解離性
（WAD）シアン化物のレベルである。テーリングダム
の水は通常Cyanide Code（50ppm以下）に準拠している
が、両現場における尾鉱の排出地点での計測がしばし
ばこの基準以上になることがある。

・水
水利用の効率さ、地形、採掘ならびにプロセス方法、

そして鉱体の鉱物組成も現場の水管理の取り組みを決
めるのに重要な要素である。水の消費を抑制するとと
もに、オペレーションにおける水のリサイクルに注目
している。
地表水ならびに地下水のモニタリング・プログラム
はオペレーションにおいて設置され、水の汚染防止効
率が悪化する兆候を探し、適切な対応ができる管理を
行っている。
2008年には、Cerro Vanguardia鉱山における地下水
汚染の可能性を未然に防ぐための意欲的なプロジェク
トが、成功裏のうちに終了している。

・エネルギー管理と使用
鉱山活動では、従業員、設備、鉱石ならびにズリの
輸送、地下鉱山における通気や冷房、パワードリルや
その他機器の使用、冶金プラントならびに事務所の稼
動、そして現場の宿泊施設における家庭用電気等、相
当量のエネルギーを使用する。
エネルギーは不足気味な資源であり、現在及び将来
のプロジェクトの制限となり得る。グループとしては、
電力について、国あるいは地域の混合燃料による発電
所からの電力供給網に大きく依存している。

Cerro Vanguardia鉱山ではガスにより発電している。
生産の減少により、GJ/ozの指標で表される効率比は
減少している。アルゼンチンでは、年間を通じ、エネ
ルギー供給の課題はオペレーションと負の関係にあ
る。

・閉山
Cerro Vanguardiaの閉山計画は復旧と閉鎖を考慮に

入れている。閉山計画は現状の開発を考慮に入れて常
に再検討されている。
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・生態系の多様性
環境の受託責任義務の一部としてAngloGold Ashanti

は、そのオペレーションが行われていた場所は、同社
の責任の総括的な部分の一部であるとしている土地の
長期にわたる持続可能性を考慮に入れている。その数
多くのオペレーションとプロジェクトは環境保護指定
区域に位置している。あらゆる復旧作業の計画、およ
び導入において重要なことは、鉱山によって乱された
地域を、生態系の多様性、並びに土地利用の適切なレ
ベルにまで修復することである。
アルゼンチンのCerro Vanguardiaによってなされて

きた独特の取り組みは、特に困難な条件下で如何に植
生を回復するかということである。鉱山はパタゴニア
砂漠地域に位置し、表土の存在性が低いことと、採鉱
方法が岩石と礫岩を生成しやすいと言う事実があり、
それがズリダムの復旧のために見合った資源が殆どな
いということに繋がる。
尾鉱堆積場（TSFs）の環境ダメージを防止し、修復

するための、ファイト・レメディエーション・テクノ
ロジーの活用における調査は引き続き行われている。

・2009年－2011年の目標
環境管理システム基準ISO 14001の認証を維持し、
2011年までにコミュニティーの側面も組み入れる。

a）2009年にエネルギーおよび水に関する量的パフォ
ーマンスの目標を開発する。

b）2009年に管理した活動を通じて、統合事故通知と
報告システムを導入し、そしてその継続した適用
を確かめる。

c）2009年に承認される環境管理規準の導入を開始す
る。
1）閉山と復旧
2）水
3）生態系多様性
4）土地利用
5）必要に応じた、追加の管理規準とガイドライン
の開発と展開の続行。

d）2008年の気候変動研究によって確認された、重要
な機会とリスクに取り組む。

e）2009年に閉山計画実施の再検討。

3-1-3. Bajo de la Alumbrera鉱山
Bajo de la Alumbreraはアンデス山脈の東の前衛山脈
にあるCatamarca州の北西に位置し、標高2,600mの高
さにある。
探鉱権ならびに採掘権はYacimientos Mineros de Agua 

de Dionisio（YMAD）に よ っ て 所 有 さ れ て お り、
Catamarca州政府、Tucuman大学ならびにアルゼンチン
国家政府によって代表された法定法人である。

YMADはAlumbrera鉱山会社（MAA）と鉱床を採掘す
るための合弁事業契約を結んでいる。MAAの株主は、
Xstrata（在スイス）50％、Wheaton River Minerals社37.5％

そしてNothern Orion Resources社12.5％で、後者2社は
何れもカナダの鉱山会社である。MAAはXstrata 

Copper Americasによって運営されている。
開発のための12億US＄の投資を伴ったBajo de la 

Alumbreraは世界でも有数の露天採掘鉱山の一つであ
る。
年間生産レベルは、採掘量120百万ｔで、露天採掘
により、大容量の電動ロープショベル4基と220ｔ積み
大型ダンプトラック36台が使用されている。大規模の
破砕、粉砕および浮遊選鉱プロセスを通じ、Bajo de 

la Alumbreraの年間平均生産量は銅精鉱約70万ｔであ
り、銅金属量で約19万ｔである。また、年間約60万oz

の金を生産する。金は、濃縮ならびに重力回収の両方
の方法で回収され、最終製品を得るために国際的な精
錬所で処理される。
選鉱機の鉱石処理能力は、破砕ならびに粉砕工程が
含まれ、最近、年間3,700万ｔに拡大された。これは
Alumbreraの金属生産レベルの引き上げに効果をあげ
ている。
電力は会社によって建設された延長200kmの220kV

送電線を通じてEl Bracho（Tucuman州）から供給されて
いる。
銅精鉱ならびに金精鉱は、延長310kmを175mmのパ

イプラインを通して、水を加えTucuman州のNevados 

del Aconquija山へポンプ輸送される。そこで精鉱の水
を抜き、乾燥させる（水分7％）。Tucumanからは、
MAAが所有する貨物車両により、Nuevo Central 

Argentino鉄道を通ってSanta Fe州のGeneral San Martin

港にあるAlumbreraの港湾施設まで鉄道輸送され、そ
してそこで国際市場へと船積みされる。
現状の計画では、操業は鉱山寿命10年を残している。
国際基準から言えば、Bajo de la Alumbreraは銅ならび
に金の大規模生産会社であり、金が副産物である銅鉱
山という事で、銅生産会社の中で直接生産コストが下
位四分の一に入る。
建設ならびに試運転の段階で6,000以上の人が必要

とされた。現在、MAAの施設で直接従事しているのは、
直接雇用者ならびにプロジェクトに関与した請負会社
の従業員両方で、合計1,500人である。

Alumbrera鉱山は、安全を最優先している。職場に
おける、全ての人々による安全管理への直接関与、就
業環境における重要な安全性に関するリスクの識別と
管理、そして全ての人々のための安全に係わるトレー
ニングに努め、安全性の高い規準の職場を維持するこ
とに効果をあげている。

Alumbreraプロジェクトは、鉱業に関する世銀のガ
イドラインに準拠することと同様に、金や銅の一流生
産国の環境基準に合致するように設計された。

Alumbrera鉱山はアルゼンチンにとって重要な鉱業
事業である。それはアルゼンチンにとって最初の大規
模鉱山開発であり、そしてアルゼンチン人、特にオペ
レーション現場に近い地元コミュニティーのために継
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続している直接的且つ間接的な経済利益と機会の源資
となっている。

①プロジェクトによりCatamarca州にもたらされる利益
Alumbreraは州内総生産の20％を生み出している。
この重要な町は、州の西部にあり、鉱山から約

100km離れたところに位置しているが、技術的な問題
から、全国送配電網の州の西側（Tinogasta、Belen、
AndalgalaならびにPoman）と通じる電力線を介しては、
電力の供給を受けられていなかった。
2001年10月から、Alumbrera鉱山の電力ケーブルと

の相互接続がなされた時点から、Santa Mariaはより大
規模且つ優秀な電力を確保でき、他の製造企業を設立
しやすくなった。
同社はさらに、40号線のBelenの峡谷の交通改善に

も取り組んできた。山深い峡谷の14kmに及ぶ道路の
アスファルト舗装と補修である。工事以前は、峡谷は
道路が狭く、そして舗装されていなかったため『ボト
ルネック』となっていて、改善はBelenのコミュニティ
ーの長年に及ぶ希望であった。その工事の竣工の結果、
道路を通じて人々や産品のより多くの流通が期待でき
ると見られている。

②雇用
Alumbreraプロジェクトは約1,300人を雇用し、その
うち560人（43％）はCatamarca州からの人々である。

③会社ならびに請負い業者による地元サプライヤーか
らの調達
2008年にはアルゼンチン企業によって供給された、
調達物品及びサービスは1,046百万US＄に上った。

④鉱業ロイヤルティ
会社が支払う鉱業ロイヤルティ（ピットの鉱物価格
の3％）は年間約111.3百万US＄にのぼる（主に銅並び
に金の生産量および価格により変動する）。
州税　：年間約11.4百万US＄
水費用：年間約10百万US＄

⑤企業の社会的責任と持続可能な開発
2008年もXstrata Copperは、雇用やトレーニングの
機会、インフラの供給、地元ビジネスの開発、税金と
ロイヤルティの支払い、コミュニティーのプロジェク
トと協調への投資等を通して、彼らが操業する地域の
社会・経済開発における重要な役割を果たし続けてき
た。

Xstrataは毎年、最低でも、税引き前利益の1％を、
そのグローバル・オペレーションに関係したコミュニ
ティーに自発的な基金として、別途援助している。
Xstrata Copperの場合、2008年には健康、教育、企業
ならびに雇用の育成、社会ならびにコミュニティーの
開発、環境や芸術そして、種々異なった地形における

オペレーションやプロジェクトを通じての文化等、
種々分野におけるプログラムを後押しするために別途
2,730万US＄が投じられている。
コミュニティーや政府との提携で、彼らはアルゼン
チンにおける農家のための持続可能なアグリビジネス
の開発、州立病院や学校施設の設立等さまざまな範囲
のイニシアティブ等、年間を通じて変貌を作り続けて
きている。

⑥安全
安全パフォーマンスは計画に従って実施される。さ
らにより大きな改善を確実なものにするための強力な
努力がなされてきた。2008年の記録可能総負傷頻度
（TRIFR）は6.81で、予測より低いが、2007年のレベル
よりも8％高かった。
労働損失時間を伴う傷病の頻度（LTIFR）は1.02で目

標の1LTIFRとほぼ一致している。これは2007年のレ
ベルを大きく改善したものである（30％）。
最善の安全パフォーマンスを確保するための日々の
努力にもかかわらず、残念ながら昨年11月に死亡事故
があった。この痛ましい出来事を真摯に受け止め、事
故のない職場環境を確保するための避けて通れない戦
略的な目的の達成に視野を向け、自身ならびにその同
僚の安全のためにより大きな努力を払った。

⑦環境
環境に責任を持った閉山を実施することを視野にお
いて、短期、中期そして長期にわたる環境プログラム
の作成に多大な努力を費やしてきている。有名大学や
トップクラスのコンサルタントと共に、数々の調査な
らびにパイロット・テスト計画が実施されてきた。こ
れらの活動は、計画した結果に合わせるべく調整し、
操業閉鎖に十分に先駆けて実施される。会社は、地域
ならびに国際レベルにおいて最も高い環境基準に向か
って努力する。
彼らは引き続き環境保護テクノロジーのリーダーで
あり続けている。Xstrataのオフサイト施設は、4年連
続でISO 14001：2004規準の再認証を取得し、それは
言うまでもなく最高の環境質規準への継続した努力を
物語っている。
生態系多様性に関する彼らのイニシアティブに関し
ては、在来種と同様、地元の植生ならびに野生生物の
モニタリング・プログラムが、Campo del Arenalにお
けるサボテンやイナゴマメの再植生プログラムの調査
を含めて続行された。
さらに、テーリングダムならびに廃棄物堆積場表土
試験は閉山時の環境に責任を持つことを確実にするた
めに継続して行っている。

⑧コミュニティーとの関わり
コミュニティーへのサポートは、地域特有のビジネ
ス・ベンチャーやプロジェクトを育成する視点を伴っ
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たオペレーションの委託など持続可能なイニシアティ
ブに対して行ってきた。地元の小規模の鉱山以外のビ
ジネスをサポートすることで社会の発展と経済的恩恵
を確保しながら、地元の技能の開発を目指している。
コミュニティーへのサポートは更なる雇用、国の収

益やサービスの増加、競争力のある給料やトレーニン
グ等も含んでいる。
コミュニティーのプログラムは12年前に導入され、

関係組織を通じて地元の製造会社へ行うのと同様に、
健康、教育、芸術そして文化組織への、技術的、金銭
的さらにトレーニングのサポートを提供してきた。

Alumbrera鉱 山 の ロ イ ヤ ル テ ィ の 支 払 い は、
Catamarcaにおける直接関係する地域の市に対しての
重要な臨時収入となる。これらの地域には、不便さも
あったものの、地元の当局による計画を実現するため
の重要な資金が供給された。

Catamarca西部（Belen在）における最も大きな技術学
校の建設の第一ステージは、彼らの企業の社会的関与
プログラムの下に完成した。
同じように、Hualfinスポーツセンターと同様に

Andalgala学校の改築工事も2009年の第１四半期の完
成を目指して継続中である。これらのプロジェクトは
両方とも、Catamarcaで行われる。Cienaga Redonda学
校の建設も予定どおり進んでいる。このプロジェクト
は地元の小規模鉱山であるMinera del Altiplanoと共に
取り進められてきた。

Alumbrera 鉱山は、Belenにおける集中治療室、
Santa MariaならびにAndalgala病院の設置を含む地元の
健康イニシアティブを援助している。

Avellaneda、Obarrio、Concepcion、Los Sarmientos な
らびにその他のTucumanの病院の大規模改築工事も行
われてきた。現在、保健センターならびにNuestra 

Senora de las Mercedes病院での建設工事が継続してい
る。
会社は、コミュニティーにおける地域の生産活動を

サポートする目的で18のプログラムを進めている。
Alumbreraは7つの技術機関と小規模な農業グループの
参画のもとに共同作業を行っている。
これらのコミュニティーのためのプログラムで中・

小規模の生産者が最も恩恵を受ける。しかしながら、
この成功は積極的な関与とコミュニティー全体の努力
によってのみ初めて保障されるのである。
これらのプロジェクトは3つのカテゴリーに分ける
ことができる。
・新しいテクノロジーならびに持続可能な活動を通
じて家族の生活質を改善するもの
・地元の生産者のために市場競争力を高めるもの
・インフラおよび施設を開発するもの

3-1-4. Mina Martha鉱山
Coeurは直接的且つ間接的に、アルゼンチンのSanta 

Cruzにある高品位の地下銀山Martha鉱山を所有し、且
つ操業しているCoeur Argentina社の100％の株主であ
る。鉱山操業は2002年6月からSanta Martha鉱山で始ま
った。2007年に、同社は、それまでは処理のために
Cerro Bayo鉱山へ運ばれていたMartha鉱山からの鉱石
を処理する独立工場を建設した。同社はMartha鉱山や
Santa Cruzのほかの場所でも活発な探鉱プログラムを
進行中で、その面積は560平方マイル（1,450km2）以上
に及ぶ。
2008年のMartha鉱山の生産量は、銀が約270万oz、
金が3,313oz、2007年は銀が約270万oz、金が4,127ozで
あった。2008年の銀のキャッシュコストがozあたり
7.57US＄で2007年は6.27US＄であった。oz当たりのキ
ャッシュコストが上昇したのは、主に2008年における
就業および操業必需品の価格上昇と、工場のスタート
アップにかかわるコストアップが原因である。
2008年のMartha鉱山における総資本支出は4.5百万

US＄で、会社は2009年に約1.6百万US＄の資本支出を
計画している。
2002年にMarthaを2.5百万US＄で購入して以来、彼

らは1,500万oz以上の銀を生産し、そして引き続き行
っている探鉱を通じて、鉱山の確定および推定埋蔵量
は確実に増加しつつある。2008年には、増加しつつあ
る蓄積と資源を活用するため、Marthaで独立工場を完
成させた。それ以前は、鉱石はその処理のために
Cerro Bayoまでトラック輸送されていた。
2009年には、Santa Cruz州における、広大な保有地
での新しい鉱化作用ならびに鉱床の発見のための探鉱
が続けられ、その総面積は568平方マイル（1,450km2）
以上におよんでいる。
新しい、一日当り260ｔの生産能力を有する工場は、
現在効率よく稼動しており、生産レベルの上昇とoz当
たりの生産コストの削減が期待される。

①環境
Coeurは強力で栄誉ある、環境に責任を持つプロジ

ェクトを実施してきた。行動全ては、物理的な環境、
従業員、そして一般市民を保護することに基づく。ま
た、時間の経過という観点からは、プロジェクト企画
立ち上げ、オペレーション、そしてプロジェクトの修
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正ならびに終結を通じて実施される。会社は、『生産し
保護する』と謳われている我々の受託責任の精神を通
じて、23以上にのぼる国内ならびに国際賞を獲得し、
それを誇りにしている。
環境方針は以下のとおりである。
『環境への受託責任にたいして深い関心を持ち、我々
が操業している物理的環境を保護する方法で我々の活
動を導いている。我々は、適用されるべき環境ならび
に製品の安全の法律と規則を全うし、そしてその履行
を確実なものにするためのプログラムを開発し導入す
る。また、環境の利害関係者に対して責任があり、ま
たそれに対して素早く反応しなければならない。』
なお、環境方針を遂行するに当たり以下4項を実践

する。
a）シアン化物の管理に関しての、環境に対する正し
い履行を支持する

b）採掘された土地を、豊かな土地に戻すための再生
プラン、ならびにそれに導く

c）気候変動への影響を最小限に抑えるような鉱業活
動へ導く

d）鉱山廃棄物の安全且つ責任ある管理を実践する

また、環境、健康、そして安全について注意喚起す
るための、継続した訓練プログラムを通じて、従業員
に対して関連情報を展開、取得、そして配布する。

②コミュニティーへの関与
Coeurの顕著な特徴は、事業を行うコミュニティー

社会ならびに環境における熱心さと不断の努力であ
る。同社は、ボリビア、アルゼンチン、アラスカ、ネ
バダ、オーストラリア、チリ、アフリカそしてメキシ
コでプロジェクトを抱えている。それらの各地域が、
それら独自の文化を持ち、且つ自分たちの将来向かう
方向に関して重要な意見を持っていると言うことを十
分に理解している。そのためには、社会的に責任のあ
る方法で操業することが、Coeurにとって常に最も重
要な要請事項の一つとなっている。
この企業の社会的責任という基本原理が全てのオペ

レーションでの成功のためには不可欠であった。

③健康と安全
従業員の安全はCoeurの顕著な特徴であり、そして
保有する世界中の鉱山や開発の建設や操業の基礎とな
っている。Coeurの環境の受託責任を通じてのメッセ
ージは、従業員に対する安全度を常に最高レベルにし
て操業しなければならないと言うことである。
2008年には、Coeurは国際鉱山保安専門家協会から、
その安全オペレーションならびに従業員の安全活動に
より、5つの安全の最高賞を授かっている。

3-1-5. Manantial Espejo鉱山
Manatial Espejo鉱山は、アルゼンチン南部の、鉱物

資源が豊富なパタゴニア地方のSanta Cruz州にある。
銀・金を有する土地は25,533haをカバーする17件の鉱
業権をもち、36km×19kmに広がっている。近隣のオ
ペレーションには、AngloGoldのCerro Vanguardia金山
とCoeur d’AleneのMartha銀山がある。

Manantial Espejoの鉱区の予備調査は、1970年代に、
アルゼンチン政府によってはじめて行われた。それか
ら所有権は種々の個人ならびにBarrickやSt. Joe 

Mineralsを含む企業にわたった。2006年中盤に、Pan 

Ameirican Silver Corp.はその100％の所有権を得た。開
発活動が始まり、それ以来、継続して行われてきてい
る。2008年11月に、同社は、Manantial Espejoの総資本
支出が、それ以前の予測である185.3百万US＄を約
20％から24％上回るだろうと発表した。
処理プラントの試運転は2008年9月27日に始まり、

Manantial Espejoは2008年12月29日にドーレの生産を開
始した。試運転と立ち上げは非常にスムーズで、2009
年の第1四半期の終末までに設計能力の一日当たり
2,000tに到着した。FSレベルでのManantial Espejoは、
銀が年間平均生産量400万oz、金が6万ozと計画され、
同社で一番コストの低い鉱山であった。

Manantial EspejoのExploration Reconnaissance探鉱は、
1970年代にはじめてアルゼンチン政府の地質学者によ
って行われた。探査ボーリングは1996年にBarrickによ
って行われ、それからは他の企業によって断続的に続
けられてきた。
探鉱方法は、ダイヤモンド・コア、リバース・サー
キュレーション工法ならびにワゴン・ドリルなどから
成る。Manantial Espejoの全鉱区に関して、1,043箇所
の坑井で合計93,867mの長さになっている。ダイアモ
ンド・コア・サンプルは鉱床の、より高品質且つ代表
的なものと見なされている。従って、Maria Veinの5つ
のリバース・サーキュレーション孔は例外として、最
近の資源モデル評価は662箇所、約65,896mにおよぶダ
イヤモンド坑井からのコア・サンプルをベースとして
いる。

Manantial Espejoの掘削データは、金属探鉱、資源モ
デル、地質工学的研究、冶金検査そして水文学探査の
ためにも活用されている。

Manantial Espejoプロジェクトのための鉱山計画は、
2つの地表鉱山ならびに2つの地下鉱山から構成されて
おり、一日当たり2,000ｔの処理設備、地元コミュニ
ティーにおいて拡張された家屋、ならびに鉱山と地元
コミュニティーにサービスを提供する新しい電力ケー
ブルの設置などから構成されてきた。
提案された、鉱石の地表採鉱方法は自社の54t積み
オフロード・トラック、ラバータイヤのフロントロー
ダー、軌道積載設備との組み合わせで通常行われてい
る露天掘り工法である。
鉱区を通じての種々の鉱化帯の傾斜ならびに厚さの
違いは、幾種類もの違った坑内採鉱法を用いなくては
ならなかった。坑内採鉱オペレーションはロング・ホ

（200）
2012.7　金属資源レポート

連
載

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
鉱
業
企
業
と
C
S
R（
1
）



105

ール、充填採掘あるいはシュリンケージ採掘法などで
行われる。

①企業の社会的責任
Pan American Silver社は、彼らが操業する全ての場
所で、正直且つ倫理的なビジネスを行う努力をしてい
る。同社は、その職員に厳しい行動規範を課し、また
厳しい報告と公開の基準を設けている。彼らは問題や
コミュニティーの課題に、法的かつ責任を持って立ち
向かうべく尽力している。同社は、影響を被った人た
ちに適切なサポートをすることで、そのような全ての
問題に打ち勝つことを公表している。彼らは、操業に
よる環境影響を最小限に抑え、従業員と請負い業者の
ための、安全且つ健全な職場を提供すること、さらに
未来の世代のために、人および環境資源を保護するこ
とに最大の努力をしている。
企業の責任は、全ての会社に課された進化する挑戦

である。従って、同社の操業中の子会社は、その管理
システム、指針、プログラムならびに実践を、引き続
き改善することが義務付けられている。彼らは、責任
のある営業報告の結果、そして安全で環境に適正、且
つ地元にも認められる方法による現場でのオペレーシ
ョンを期待している。

②雇用
彼らは465人の従業員を有し、それに加えて現場の

請負者が100人おり、そのうち60％が最も近い町であ
るGobernador Gregoresの住民である。
同社は、さらに非常に多くの間接雇用機会を与えて

いる；一例としてはケータリング会社で、Santa Cruz

で操業中の5つの鉱山にこのサービスを提供しており、
年間33,500人に食事を供給している。同社が多数の従
業員を雇っているので、新しい住居やインフラもさら
に建設されている。

③環境管理
Pan American Silver社は、全ての鉱山の操業と、新
しいプロジェクトの開発を、環境に責任のある方法で
実施することを公約している。Pan Americanは、各現
場において現存する環境条件を審査し、そして良識的
な設計ならびに操業の実践を適用し、且つこれらの施
設で働く従業員、および請負い業者を教育することに
よって、採鉱および処理オペレーションによる環境影
響を最小限に抑えつつ、且つ緩和することに最大の努
力をする。Pan Americanは下記のことをすることを公
約する。
・我々が操業を行う、国ならびに地方において、適
用される環境法ならびに環境規制によって

・定められた基準に準拠、あるいはそれを超えて準
拠する。

・発電源の選択肢を考慮し、必要に応じて、我々の
電力消費の節減に貢献できるような効率プログラ

ムを導入する。
・環境の負の影響を最小限に抑えることに有効で、
且つそのことが証明された方法で採鉱ならびに処
理オペレーションを開発、設計、建設、操業なら
びに閉鎖する。
・環境課題に関して従業員を教育し、環境影響を最
小限に抑えることに従業員が関与するよう振興す
る。
・この方針を全うするために、管理職員ならびに役
員会に対する定期的な再検討ならびに調査報告を
実施する。
・積極的且つ念入りに、我々の利害関係者の潜在的
に存在する勘案事項に取り組む。
・我々の全てのオペレーションに環境管理システム
を導入する。
・我々の従業員ならびに請負い業者に、この指針を
目立つ場所に展示し推進する、そしてそれを我々
のすべての利害関係者にも公表する。

④健康と安全
Pan American Silver社は、その鉱山操業ならびにプ
ロジェクトの開発における従業員と請負い業者の健康
と安全を保護することに努力している。Pan American 

Silver社は、従業員と請負い業者のために安全且つ健
全な職場を提供することに傾注し、下記を行うことを
公約する。
・職場内・外における健康と安全を推進する。
・従業員が安全に就業するためのトレーニングとそ
の手段を提供する。
・我々が操業している国々で適用される法律と規則
を順守する。
・適切且つ効率的な健康と安全の実行に忠実であ
る。
・危険を引き起こす原因を最小限に抑える、ないし
は除去して安全な職場環境を提供する。
・全従業員に仕事に潜在的に存在する危険を引き起
こす原因を教える。
・我々の従業員ならびに請負い業者のための、健康
と安全に関するあらゆる面のたゆまぬ改善に努力
し且つそれを促す。
・事故防止プログラムを追求し且つ導入する。
・応急処置ならびに緊急事態対策プランが各オペレ
ーションに備わっていることを確認する。
・従業員が最も安全な方法で彼らの義務に従事する
ことを要請する。
・業務上危険を引き起こす原因について、従業員を
引き続き教育しトレーニングする。
・きめ細かく事故記録報告がなされていることを確
認する。
・認識された健康と保安の調査結果に基づき迅速に
修正する。
・会社の健康と安全の指針とその処置が忠実に守ら
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れてきたことを確実なものにするため、Pan 

American Silver社の経営者と重役会に対し、常々
からの検討と調査結果報告を行うための企業の鍵
となる監督の立場を有効に活用する。

・健康と安全の規準の開発に従業員が関与すること
を推進し、それらの従業員は彼ら自身の健康と安
全の自らの責任者であると言う仕組みが整ってい
ることを確実にする。

・他の同業鉱山会社で採用されているものと同じ、
あるいはそれ以上の健康と安全管理システムを
Pan American Silver社で開発、操業そして監査す
る。

・この方針をPan American Silver社の従業員、請負
業者、利害関係者、ならびに住民に提供する。

各オペレーションは、この方針に従う手順ならびに
プログラムの開発と導入に対して責任があり、且つそ
の義務を課せられる。

⑤コミュニティーとのつながり
Pan American Silver社は、それが操業しているコミ
ュニティー組織の経済的且つ社会的発展に積極的に貢
献している。責任のある採鉱戦略と、コミュニティー
のリーダー、地方政府、ならびにビジネス界のリーダ
ーとの密接な関係を通じて、Pan American Silver社は
我々の従業員ならびに利害関係者の生活を少しでも良
くしようとし続けている。
環境の責任、社会的なイニシアティブ、そして経済

的な貢献は、健全なコミュニティーを開拓するための
企業の戦略の支えとなり、今日行っている鉱山操業の
域を超えて持続可能なものになってきている。

・コミュニティーへのプログラム
2007年にManantial Espejo鉱山が建設されて以来、

Pan Americanは周辺地域におけるコミュニティーのイ
ニシアティブに対するサポートを徐々に増やしてき

た。同社は、その従業員のために36軒の家屋を建て、
そして既存のホテルを改装した、さらにまた追加の36
軒の家を建てる計画を持っている。Pan Americanは
Gregores行政府に開発局を設けたが、それはコミュニ
ティーと鉱山のための、新しい32Kvの電力ケーブル
の建設に会社として参画することを含んだ持続可能な
開発プロジェクトに焦点を当てたものである。

・会計報告、内部統制、監査ならびに倫理にかかわる
クレーム
Pan American Silver社は、内部的に、また第三者と
ビジネスを行うやり方において、両方の場合に最も高
い倫理規準で操業することを公約している。彼らの倫
理規定ならびに企業管理の実践の一部を連動させ、彼
らはガラス張りのコミュニケーションを推進するプロ
セスを導入し、そして組織内の重役、管理職、一般従
業員が仕返し、差別、嫌がらせ、あるいは報復を恐れ
ることなく、内密且つ匿名で如何なる非倫理的あるい
は非合法的な活動をも報告できるプロセスを導入し
た。特にこのプロセスは、経理、内部会計管理、財務
報告、監査関連事項、倫理規準の違反行為、ならびに
法律違反等に関連したクレーム受理を容易にするため
に設けられた。

Pan American Silver社は全ての懸案事項を意識させ、
且つ迅速に対処するという合理的な保証を持つため
に、倫理基準は同社のあらゆる人が見てきた、あるい
は気付いてきた、監査あるいは経理事項、倫理規準あ
るいは法律の、現実のあるいは潜在的に存在しうる、
全ての違反行為を報告する責任があると制定してい
る。

Pan American Silver社の従業員でない人でも、同社
に関連する倫理、経理あるいは監査のクレームを内密
に、そしてもし報告者が望むのであれば、匿名で総合
委員会に書面で報告書を送ることが出来る。

（2012.7.5）
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