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はじめに

エクアドルは原油のほか、金、銅の鉱物資源に恵
まれ、高い資源ポテンシャルを有するが、2000年以
前は法制環境が整備されておらず、産業としての鉱業
は事実上存在しなかった。Gustavo Noboa政権（2000
～2003年）において、鉱業法の改正により多数の中規
模外資企業が進出、Condor山脈で3件の世界レベル
の有望鉱床、またAzuay県でも2件の中規模鉱床が発
見された。しかし、2007年1月、反新自由主義で左派
のRafael Correa政権となり、鉱業開発にブレーキが
かかり、鉱業指令（Mandato Minero、2008年4月）に
よる鉱業権益取り消し、憲法改正（2008年7月）、投
資家に不利な新鉱業法の制定（2009年1月）がなされ、
多くの外資系企業が倒産或いは撤退を余儀なくされ、
以来約6年間鉱業開発の発展は見られなかった。2014
年、原油価格下落が始まり、政府は新しい財源として
漸く鉱業に注目し始めた時、Kinross Gold社（本社カ
ナダ）が現法令下では採算が取れないとしてFruta 
del Norte金プロジェクトから撤退（2013年6月）、政
府は漸く外資導入による鉱業開発政策に着手、鉱業省
を設置（2015年2月）、規制の緩和政策を実施したこ
とで、埋蔵量が確認されている5件の鉱業開発プロセ
スが動き出した。また、Imbabura県ではSolGold社

（本社豪州）による世界的規模のCascabel銅鉱床の発
見 が あ り、BHPが 買 収 を 仕 掛 け た が 拒 否 さ れ る
ニュースが流れるなど、エクアドルの金属資源に対す
る関心と興味が国際的に高まってきている。一方、政
治的にも2017年5月にLenín Moreno新政権が発足し、
ポジティブな鉱業政策に期待が集まっている。

このような時期、リマ事務所では2016年度に現地
コンサルタント（PROFITAS社）の協力を得てエク
アドルの鉱業投資環境について調査したので、この調
査結果とともに、最近のエクアドル鉱業事情につい
て、以下にとりまとめた。

１．エクアドルのマクロ投資環境への評価

近年（2007～2015年）のエクアドルへの直接外国投
資額は同期の平均GDPの0.9％相当であった。中南米
諸国全体のそれは3.1％相当、隣接するペルーが5.1％、
コロンビアが3.9％であり、ボリビアも3.2％であった
ことと比べると、中南米諸国で投資的に最も魅力の無
いと評価される国のひとつであった（図1）。投資家の
関心が低いのは、過度なまでの法規制と手続き、弱い
司法、政府による強い経済規制ゆえのビジネスの難し
さに起因するとされている（CEPAL、2017）1。

世界銀行を始め、各機関が投資環境を評価してい
るので、以下に示す。

（1）世界銀行

世界銀行のレポート「Doing Business 2017」では、
エクアドルは190か国中114位にあり、コロンビア

（53位）、ペルー（54位）といった域内諸国に比し、低
位に位置づけられている。エクアドルでビジネスを開
始するために要する期間や手続き、コストと税の支払
い、支払い不能決定に関する指標が悪い。国内で操業
を開始することの難しさ、複雑な税構造、破産時の保
護の弱さがエクアドルへの投資の関心を制限している
と評価されている（世界銀行、2017）2。

1    http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/Portada.asp
2    http://espanol.doingbusiness.org/

図1．中南米諸国の2007～2015年の直接外国投資
出典：CEPAL HP

おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努
力を行っておりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もあります。本報告書に基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構およ
び執筆者は何ら責任を負いかねます。
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（2）ヘリテージ財団

ヘリテージ財団（Heritage Foundation）が実施した
自由経済指数では、エクアドルは世界180か国中160
位、域内32か国中28位で、ペルー（7位）よりかなり
低位で、スリナム、ボリビア、キューバ、ベネズエラ
よりは上位というものであった。エクアドルは、司法
制度の効率性、所有権の尊重および政府主導志向の点
で低評価であり、資本の自由な流動への障壁や一部経
済活動への参入に、政府による過度なまでのコント
ロールが存在することで投資の自由が制限されている
とみなされている（Heritage Foundation、2017）3。

（3）世界経済フォーラム

世界経済フォーラムは、2016～2017年期の競争力
に関する全体的指数で、エクアドルを138か国中91位

（ペルーは67位）にランキングした。所有権の保護、
倫理的コントロール、汚職対策、法の支配への尊重、
政府の効率性、治安、透明性に配慮する制度の質に関
しては113位、市場の効率性に関しては、内外での競
争の低さから124位、直接外国投資に係る法令のビジ
ネスへの影響という点では、非常に制約的であると見
なされ134位であった（世界経済フォーラム、2017）4。

（4）Milken Institute

「Global Opportunity Index」を作成する米国独立系
経済シンクタンクのミルケン協会（Milken Institute）
は、投資機会という点でエクアドルを124位にランキ
ングした。この指数は、経済基盤、金融サービス、企
業の感触、制度枠と国際基準の5つのカテゴリからな
るが、エクアドルは最後の3つのカテゴリに係る指数
が悪かった。2016年にはエクアドルは101位で、南米
諸国中では最下位であった（ペルーは50位）。なお、
ベネズエラはこの調査の対象になっていない（Milken 
Institute、2017）5。

（5）Fraser Institute

2017年のFraser Instituteによる「Annual Survey 
of Mining Companies」は、104の鉱業ポテンシャルの

ある国、地域を調査しているが、ペルーの28位、チ
リの40位に対し、エクアドルは77位であった。エク
アドルには鉱業ポテンシャルがあるのは明らかである
が、鉱業政策は、その安定性、解釈および適用に関し
不確実性が存在し、投資やその発展を制約していると
評価されている（Fraser Institute、2017）6。

２．最近の鉱業政策

2016年、エクアドル政府は、鉱業開発国家計画
（Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero）に
おいて、鉱物資源を活用することにより国内の貧困を
是正する一般的な目的のほか、大規模鉱業発展のた
め、次の4つの戦略的目的を提案した。

①　 経済発展のひとつのファクターとして鉱業部
門の成長を促進させること

②　  事業対象地域のコミュニティの発展を可能と
する、環境と鉱業主体との間での、調和の取
れた関係を奨励すること

③　 調査、技術開発および知識移転に基礎を置き、鉱
業部門の管理を改善し、鉱業を近代化させること

④　 国内の鉱物資源の活用を強化すること
これらの戦略的目的を達成するため、政府は以下

の提案も行っている。
・ 制度・組織面、資金調達面、社会参加面で、制度

やプロセスの体系的かつ計画的な見直し
・ 社会面と環境面で責任のある政策を掲げ、大規模

から小規模の全規模の鉱業活動の促進を奨励
・ 特に大規模鉱業の推進のために、内外投資を奨励

するルールの明確化を図る
また、国家鉱業ビジョン（Visión Nacional Minera）

として、「鉱業部門は、2035年には、「生産マトリク
ス転換」7と“良き生活（Buen Vivir）“達成のための重
要な柱をなし、高い付加価値製品を伴う新たな鉱業開
発モデルを強固なものにする目的で、鉱産物につい
て、技術的にも、環境上も、社会的にも、独自の持続
的知識と利用を保証する」と定め、次のとおり、短
期、中期、長期の3フェーズを提案した（図2）。
＜短期フェーズ（Corto Plazo、2016～2020年）＞
　　 社会的に責任ある国内外からの投資の誘致
　　 地質研究と調査の促進（公的部門及び民間部門）
　　 すべての段階での鉱業活動の推進

3    http://www.heritage.org/index/
4   http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/competitiveness-rankings/
5   http://www.globalopportunityindex.org/
6   https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2016
7    エクアドル経済の特徴であった一次産品への依存から脱却し、付加価値の高い製品の輸出および消費財の国内

生産を狙い、Correa政権が2013年に打ち出した産業構造転換戦略。重点分野として、石油精製、金属加工など
の5つの産業を掲げ、また、優先産業として、食品加工、バイオテクノロジーなど14の産業を掲げている。
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　　 「生産マトリクス転換」に係る積極的な主体と
なること（知識面や原材料面で）

＜中期フェーズ（Mediano Plazo、2021～2025年）＞
　　 調査と開発への投資の優先化
　　 第二世代の戦略的プロジェクト推進分野の特定
　　 制度の組み合わせと緻密化の推進
　　 戦略的プロジェクトにおける生産の最大能力化
　　 高付加価値化と多様化を伴う輸入代替（原材料

面及び製品面）
＜長期フェーズ（Largo Plazo、2026～2035年）＞
　　 国内および外国投資家の高い信頼
　　 地質知識の精緻化、資源量および埋蔵量の更新
　　  小規模鉱業オペレーションの近代化
　　 第一および第二世代の戦略的プロジェクトの実施
　　  高付加価値かつ高品質な鉱業活動由来の生産品

による新たな産業
政府は2015年2月、大統領令第578号により鉱業省

を創設した。同省は、鉱業部門のガイドライン、計
画、プログラムおよびプロジェクトの形成、企画、指
揮、管理および調整をおこなう責任機関であるほか、
官民の諸機関に対し、地質、鉱業および冶金活動関連
事項の運営を担うことになった。

また、政府は、2014～2016年にかけて、投資条件
を改善するために次のような税制上のインセンティブ
を導入した（図3）。

＜2014年＞
　1.　 財務安定化契約
　2.　 減価償却を5～10年の間で選択する加速償却
　3.　 企業の資本コストを含むソブリン調整のための

VANの活用
　4.　 鉱業部門における海外送金税（ISD）免除
　5.　 特別利益税の標準化
＜2015年＞
　6.　 2018年以降の付加価値税（IVA）還付：鉱産物

輸出での払い戻し
　7.　 小規模鉱業への外国投資機会の提供
　8.　 キャピタルゲイン税の限定的適用：企業価値の

20％以上の株式取引に限定
＜2016年＞
　9.　 税制上の金属基礎価格は毎月、金属ごとに計算

する浮動制
　10.  特別利益税は、生産開始4年後以降で、かつ投資

回収後で、金属基礎価格を上回った場合に限定
　11.  特別利益税の計算は、投資回収後の会計年度の

5月から
　12.  ソブリン調整は、鉱業採掘契約の締結前に発生

した投資を含む

図2．鉱業開発国家計画の短期、中期、長期フェーズ
出典：Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, 2016
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図3．導入された鉱業分野の税制上のインセンティブ
出典：Ministerio de Minería del Ecuador, Enero 2017

３．鉱業部門関係機関

鉱業政策の決定と方向付けは、大統領の権能のも
と、戦略的分野調整省（Ministerio Coordinador de 
Sectores Estratégicos）が主宰するとともにマクロ鉱
業政策を担当し、鉱業省は国内の鉱業政策の統括と実
施の役割を持っていた。しかし、2017年5月の新政権
発足とともに戦略的分野調整省は廃止され、同省の
持っていた役割（戦略的分野で実施予定の公共政策の
調整を行い、エネルギーの自給自足、戦略的資源の効
率的な活用および戦略的資源へのアクセス・抽出・収
入を戦略軸とする）がどこに移されたのかについては
現時点で明らかにされていない。

（1）鉱業省

鉱業省（Ministerio de Minería）は、鉱業政策の策
定、管理、評価を担う機関であり、特徴的な目的とし
て、同国の潜在的鉱業資源の利用、付加価値を高めた
財やサービスの生産に潜在的鉱業資源の活用を図る内
外の投資を促進することがあげられる。

（2）鉱業管理調整機構

鉱 業 管 理 調 整 機 構（Agencia de Regulación y 

Control Minero、ARCOM）は、探鉱・採鉱での技術
と操業活動の調整と管理、鉱業規則履行の監視、鉱業
部門機能に必要な法規定の制定、鉱業活動の監察を担
い、鉱業権益（鉱区や販売ライセンス）の付与や失
効、鉱区台帳の管理を担当する。また鉱業権に関し、
付与過程、維持および失効に関し報告書を発する責任
を有するとともに、国内で鉱業活動が適切に遂行され
ているかに関して検査、監視し、鉱業に係る規定の不
履行ケースについては罰金や制裁を科す責任がある。
また、鉱業セクターに係る情報を整理し、情報開示を
行う責任機関でもある。

（3）地質鉱業冶金研究所

地 質 鉱 業 冶 金 研 究 所（Instituto Nacional de 
Investigación Geológico Minero Metalúrgico、
INIGEMM）は、鉱業省所属機関で、全国の地質・鉱
業・冶金にかかる科学的および技術的情報を作成、体
系化、管理するとともに、これら情報に関する調査の
統括的公的機関である。

（4）エクアドル鉱業公社

エ ク ア ド ル 鉱 業 公 社（Empresa Nacional de 
Minería del Ecuador、ENAMI EP）は、自身で銅の
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ポテンシャルが高い地域の権益を有して探鉱活動に当
たるほか、国内外の民間企業等と共同で金属・非金属
の探鉱・採掘事業を行い、金、鉄、チタンなどのその
他金属のポテンシャルエリアでの鉱業権の付与と移管
実施を担う。

（5）水資源庁

水資源庁（Secretaría Nacional del Agua、SENAGUA）
は、水資源管理の統括を担い、水資源に影響を与える
可能性がある鉱業活動の認可を担う。

（6）環境省

環境省（Ministerio del Ambiente、MAE）は、環
境政策を定め、環境法制の履行をコントロールする機
関であり、環境に影響する可能性のある活動の認可を
担う。

（7）その他の機関

以上の諸機関のほか、鉱業政策の実施を支援する
ため、次の諸機関が関係する。

国 家 企 画 開 発 庁（Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo）は、公共政策の方針を設
定し、調整する。

企業監督庁（Superintendencia de Compañías）は、
国内企業の組織、定款、機能、解散、清算をコント
ロールする。

市場能力管理監督庁（Superintendencia de Control 
de Poder de Mercado）は、種々の経済主体が市場で
力を乱用することを阻止し、市場が適切に機能するよ
う規制する。

国内所得サービス庁（Servicio de Rentas Internas、
SRI）は、税を徴収するとともに、税制上の義務の適
切な遂行を監視する。

エクアドル正規化サービス（Servicio Ecuatoriano 
de Normalización、INEN）は、規正、法制化、規則
化、度量衡に関する技術機関である。

４．鉱業関係法規

鉱業と環境に関するエクアドルの法規定は、2008
年共和国憲法（Constitución de la República 2008、以
下「憲法」という）、鉱業法、鉱業法一般規則および
鉱業環境規則がメインになっている。

（1）憲法

2008年10月20日付け官報第449号をもって発効し
た憲法の第261条で、国は、鉱物・炭化水素・水・生
物多様性・森林などの資源エネルギーに関し排他的管

轄権を有し、同第317条において、再生不可能な天然
資源の所有権は国にあり、国はその利用と保全に関す
る決定権限を持ち、また、国は天然資源の抽出に関し
ロイヤルティを徴収する権利を持つとされている。さ
らに、憲法第313条は、開発上の国家プライオリティ
に基づき、持続性と効率の原則を踏まえて天然資源の
抽出を管理、規定する権限をもつと定めている（憲法
第316条において、例外的に、法律に定める場合、民
間企業または市民団体に管理を委任できるとされてい
る）。ただし、国は憲法により天然資源を自由に使用
できる権限をもつが、一方で憲法は国に対し、成長持
続性に影響を与える天然資源の抽出方法を制限する自
然の権利の存在に留意していることに注意が必要であ
る。憲法第14条において「人は、持続性と良き生活を
保障する健康な環境、生態的に均衡のとれた環境に住
む権利が認められている」とされている。環境保護
と、環境を取り巻く社会的権利を保護する鉱業および
環境に係る規定の多くは、この憲法規定に由来する。
さらに、憲法第408条では、天然資源で得た収益につ
き、国は開発企業を上回る収益を得ると規定されてい
る。

（2）鉱業法

1）総則
2009年1月に公布された鉱業法（Ley de Minería）

の第16条及び憲法第408条は、再生不能な天然資源な
らびに土壌とは性質の異なる地下の生成物、鉱物およ
び物質（領海下の地域に存在する物質を含む。）につ
いて、譲渡不能、時効により消滅せず、差し押さえ不
能の国家財産であるとし、国家の地下に関する所有権
は、鉱山や鉱床が存在する地表の土地所有権とは独立
して行使されることを定めている。

再生不能な資源に対する所有権は国にあるが、鉱
業法第18条は鉱業使用権を設定し、同権利が付与さ
れる当事者について、「鉱業権の主体は、法的、司法
上資格がある自然人と、国籍や官民、複合形態の別を
問わず、同様にコミュニティ単位、自主管理の別も問
わない法人で、その社会的および機能上の目的は国内
の現行法規定で調整される」とある。そして、外国投
資家について、鉱業法第19条は、「外国籍の自然人ま
たは法人が鉱業権者になるには国内に法的住所を構え
ることで、エクアドル国籍の自然人または法人と同一
の待遇を受ける」と定めている。

鉱業法第25条では、保護区域における再生不能資
源の開発活動は禁止されている。ただし、憲法第407
条の規定に従って、国会によるプロジェクトに対する
国益宣言に加え、大統領による明確な要請がある場
合、例外的に再生不能資源の開発が可能になる。

また、2013年7月改正後（以下「改正後」）鉱業法第
26条では、鉱業活動に先立つ行政上の要件として、
環境省による環境ライセンス、水資源庁による水資源
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利用認可、当該活動がインフラや水源、道路、橋梁、
通信網、原油インフラ、考古学的遺跡、軍事施設、自
然遺産や文化遺産に影響を与えないことを認識すると
いう、公証人による査証付の宣誓宣言書を求めてい
る。

なお、鉱業法に定める鉱業活動は、探鉱、FS、採
掘、選鉱、製錬、精錬、販売、閉山の各フェーズに分
けられており（鉱業法第27条）、それぞれの定義は以
下のとおりである。

①　 探鉱：鉱化域の兆候の探査
②　 FS：鉱床の規模、形状ならびに鉱床における

鉱物の含有量及び品質の評価。探鉱に先行し
て実施することができ、鉱床開発の技術的開
発可能性及び設計の経済的評価を含む。

③　 採掘：鉱床開発の準備、鉱物の採掘、輸送を
含む作業、操業。

④　 選鉱：採掘した鉱物に対し、その有用成分や
金属の比率を高めるために行う一連の物理的、
化学的及び冶金的プロセス。

⑤　 製錬：鉱物、精鉱または沈殿物を融解し、必
要な金属生成物を分離するプロセス。

⑥　 精錬：金属生成物を高純度金属に転換するプ
ロセス。

⑦　 販売：鉱物の売買または鉱業活動で生産した
製品の売買に関する契約。

⑧　 閉山：鉱業活動の終了および上記各段階で使
用した設備の解体（設備の存続が公益に沿わな
い場合）。所轄環境当局が正式に認可した閉鎖
計画に基づく環境修復を含む。

2）鉱区の付与
鉱業権については、鉱業法第28条において探査の

自由が謳われる一方、保護区域、鉱区境界、市街化区
域、人口集中区域、考古学的遺産区域、公益企業に属
すると宣言された土地及び特別鉱業区域等の制限区域
が列挙され、制限区域での探鉱においては、同法第
26条に規定される事前行政行為が求められている。
同法第29条では、鉱業権付与に関する競争入札プロ
セスを規定しており、小規模鉱業および零細鉱業につ
いてはいかなる場合も外国企業を共同経営者または株
主とすることはできないとされていたが、改正後、政
府が外国の国営企業、またはその子会社または合弁会
社または大手株主であるコンソーシアムに対して与え
る鉱業権について、本条に定める競争入札プロセスか
ら除くとされている。第30条及び第31条において鉱
業権の性格や登記手続きが定められているほか、第
33条において鉱業権付与に係る手数料、第34条にお
いて鉱業権の権限維持料（鉱区税、Patente）が定め
られている。鉱業権の面積は、1鉱業権あたり最小
1ha、最大5,000haとされ（同法第35条）、鉱業権の有
効期間は、探鉱開始から採掘終了までで25年間（申請
によりさらに25年間の延長が可能）とされる（同法第

36条）。また、鉱業権付与後の探鉱期間は当初4年間
が認められ、申請により、一部の鉱区を放棄すること
を条件に、さらに4年間の延長が可能で、両探鉱期間
終了後は、当初2年間、申請によりさらに2年間の経
済性評価期間が与えられる（同法第37条）。鉱業権者
は探鉱期間において、毎年3月末までに前年の探鉱活
動と投資額、及び当年の投資計画についての年次報告
書を鉱業省に提出し監査を受ける（同法第38条）。鉱
業権者は経済性評価期間中に採掘段階への移行のため
に「鉱業開発契約」または「役務提供契約」の締結を
鉱業省に申請することができ、申請しない場合鉱業権
は消滅する（同法第39条）。改正後鉱業法第40条にお
いては、外国公社およびその関係機関の鉱業権取得
は、エクアドル政府との直接交渉によることが可能と
なり、同じく改正後第41条においては、政府と鉱業
権者が、ロイヤルティの支払いに関して合意すること
ができるようになった。採掘期間においては、毎年2
回、1月と7月までに半年間の生産実績報告書を、鉱
業管理調整機構が準備する技術ガイドラインに基づ
き、鉱業管理調整機構あてに提出することになってお
り（同法第42条）、報告書の内容については鉱業法一
般施行規則に定められている。

3）雇用及び環境
鉱業法第75条では、エクアドル国民の雇用につい

て、全労働者の80％以上と定められている。
改正後鉱業法第78条において、鉱業権者は事業開

始前に、事業によって発生する環境上・社会上の影響
を予防・緩和・管理・修復するための調査を行い、書
類を環境当局に提出し、環境ライセンスを受けなけれ
ばならないと定めている。また、鉱業権者は、環境ラ
イセンス発給後1年目に、環境規制の遵守と環境管理
計画の実施を確認するために監督機関が実施する検査
を受け、以降2年ごとに同様の検査を受けるととも
に、毎年環境状態が維持されていることを示さなけれ
ばならない。

改正後鉱業法第85条において、鉱業権者は閉山計
画について、閉山のためのコスト見積もりの検査を定
期的に受けるとともに、環境被害を受けたエリアの再
生のための資料を提出し、閉山の2年前に、最終的な
閉山計画と、その履行確認方法、社会的影響の補償計
画を履行する保証書の承認を環境当局から受けなけれ
ばならない。

改正後鉱業法第86条では、鉱業活動における水銀
の使用は禁止された。

4）ロイヤルティ
ロイヤルティ（採掘権料、Regalía）については、鉱

業法第92条および第93条において、以下のとおり定
められている。国は再生不可能な天然資源の所有者と
して鉱業権者からロイヤルティを受け取る権利を有
し、鉱業権者は毎年3月と9月に支払う（同法第92
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条）。鉱業権者の支払うロイヤルティの額は、大規模
鉱業の場合、一次および二次鉱石販売額の5％相当額
以上（中規模鉱業の場合同4％、小規模鉱業の場合同
3％、零細鉱業は対象外）とされ、徴収されたロイヤ
ルティの60％は、地方政府および地方行政区を通じ
て地方の開発プロジェクトに配分される（同法第93
条）。また、改正前の同法第93条には、ロイヤルティ
のほか、所得税25％、利益配当12％、付加価値税

（IVA）12％、特別利益税（金属価格の上昇による、
いわゆるWindfall tax）70％の規定が定められていた
が、改正後の同条では、採掘対象が金・銀・銅の場
合、国に対する利益の割り当て分として、所得税のほ
かに、特別の収入及び付加価値税として最高8％まで
の利益税を納めなければならないと修正されている。
ただし、憲法第408条に従い、資源開発による国の経
済的利益は、鉱業権者と同等の恩恵を得なければなら
ないとされている条文は改正後も残されている。ま
た、70％の特別利益税は、2016年に公布された「土地
価格・税額決定に係る投機回避のための組織法」（Ley 
Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor 
de Tierras y Fijación de Tributos）において、生産開
始4年後以降で、かつ投資回収後で、金属基礎価格を
上回った場合に限定して適用されることになってい
る。

5）鉱業の分類
改正後鉱業法による金属鉱業のカテゴリ区分では、

一般鉱業を、以下のとおり、大規模鉱業と中規模鉱業
に分け、同国の鉱業規模カテゴリは、以下の4カテゴ
リとなった。

▪　�大規模鉱業（minería� de�gran� escala）：坑内採
掘の場合の粗鉱処理量1,000tpd以上または露
天採掘の場合の粗鉱処理量2,000tpd以上、沖
積土を対象とする採取の場合の1日当たり粗鉱
処理量3,000m3以上。ロイヤルティは一次お
よび二次鉱石販売額の5％相当額以上。所得税
納付。採掘対象が金・銀・銅の場合、特別の
収入及び付加価値税として最高8％までの利益
税。特別利益税70％は鉱業権者の投資額回収
後の利益に対し課税。

▪　 中規模鉱業（mediana minería）：坑内採掘の場
合の粗鉱処理量301～1,000tpdまたは露天採掘
の場合の粗鉱処理量1,000～2,000tpd、沖積土
を対象とする採取の場合の1日当たり粗鉱処理
量1,501～3,000m3。鉱業法第41条の「開発契
約」締結免除。ロイヤルティは一次鉱石販売額
の4％。所得税納付。付加価値税納付。特別利
益税免除。

▪　 小規模鉱業（pequeña minería）：坑内採掘の場
合の粗鉱処理量300tpd以下または露天採掘の
場合の粗鉱処理量1,000tpd未満、沖積土を対象
とする採取の場合の1日当たり粗鉱処理量

1,500m3以下。鉱業権の取得が必要。鉱業法第
41条の「開発契約」締結免除。ロイヤルティは
一次鉱石販売額の3％。特別利益税免除。

▪　 零細鉱業（minería artesanal）：生活の糧を目
的とし、投資額が統一基本報酬（最低賃金）の
20倍以下で、手工業的な個人、家族、団体に
よる鉱業活動。許可制。坑内採掘の場合の粗
鉱処理量10tpd未満または沖積土採取の場合の
粗鉱処理量120m3未満。ロイヤルティ免除。鉱
区税免除。特別利益税免除。

6）インセンティブ
2009年以前の旧鉱業法においては、鉱業活動に必

要な資機材等の輸入について、最低関税率の適用と付
加価値税の免除の優遇措置があったが、現行鉱業法で
は鉱業における税法上の優遇措置はなくなり、2014
年に投資インセンティブとして、鉱業部門における海
外送金税（ISD）の免除（5％）に代替された。

（3）鉱業法一般施行規則

2009年11月 に 公 布 さ れ た 鉱 業 法 一 般 施 行 規 則
（Reglamento General a la Ley de Minería）は、鉱業
法施行に必要となる規則として、基本規定、鉱業省と
鉱業管理調整機構の権限等や鉱区登録、鉱業権、鉱業
契約、鉱業権の放棄と鉱区縮小、検査と報告、鉱区税
やロイヤルティの支払い、調停と罰則について定めて
いる。

本規則に関し特筆すべき規定の一つに優先権があ
る。すなわち、一般施行規則第20条によれば、鉱業
公社（ENAMI EP）は鉱業省に、鉱業管理調整機構が
発する証明書に基づき、自由な鉱区の鉱業権を申請す
る優先的な権利がある。また、鉱業権の期限切れ、失
効、無効、国に返還されたことで失効した鉱区につい
て、優先的に申請する権利を有する。さらに、特別鉱
業エリアでは、鉱区有効期間が終了した時点から4年
間の優先権がある。

（4）鉱山保安規則

鉱業法一般施行規則とは別に、鉱業活動上の規定
と し て 鉱 山 保 安 規 則（Reglamento de Seguridad 
Minera）が存在する。この規則は、鉱業活動と人の
健康被害に関係する規定として、目的と範囲、鉱業労
働環境における安全衛生に関する権限や権利・義務、
鉱業活動全般における安全衛生基準、鉱業活動全般に
係わるリスク、爆発物の使用・輸送・貯蔵、探鉱段階
におけるリスク、採掘段階におけるリスク、製精錬段
階におけるリスク、閉山、罰則について定められてい
る。
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（5）労働法

鉱山保安規則のほかに労働法（Código del Trabajo）
において、未成年者の鉱業就労が禁止されている。ま
た、鉱業権者は、鉱業活動の各段階固有のリスクを考
慮し策定される、管轄当局の承認を受けた予防・防
止、保護、研修および健康監視に係る計画の適用を通
じ、労働者の安全と健康を予防的に守る義務があると
定めている（労働法第304条）。

（6）鉱業環境規則

1）総則
天然資源の保全に関係する重要な指針として、鉱

業環境規則（Reglamento Ambiental de Actividades 
Mineras）が2009年11月に公布されている。この規則
は、すべての鉱業活動段階における鉱業企業による環
境の扱いに係る技術的事項について、以下の特別規
定、行政手続き等について定めている。

・目的と範囲
・鉱業環境行政の権限
・環境に対する制限解除手続き（環境影響評価）
・環境保全のための保証
・鉱業権者の報告と検査
・環境管理プログラムのための技術指針
・探鉱段階における技術指針
・採掘段階における技術指針
・選鉱・製精錬・閉山段階における技術指針
・小規模および零細鉱業

2）境界証明書
同規則第9条において、鉱業権者は、その鉱業権の

有効期間中に1度、環境当局から、保護区域（Areas 
Protegidas）や 国 有 林（Patrimonio Forestal del 
Estado）または保護林（Bosques Protectores）ほか事
業により影響を受ける可能性のある国の自然資産と、
事業またはプロジェクトエリアとの境界が判別できる

「境界証明書」（Certificado de intersección）を取得し
なければならないことになっている。事業またはプロ
ジェクトエリアが保護区域と重なる場合には、憲法第
407条と環境当局が定める規則に従い、事業またはプ
ロジェクトエリアが国有林または保護林と関係する場
合には、環境省森林局に対し、環境に対する制限解除
手続きを行ったのち、事業またはプロジェクトのFS
報告書を提出して、同局から環境との両立性に関する
証明書を得なければならない。

境界証明書に加え、初期探鉱期間においては、環
境ファイル（Ficha Ambiental）の承認が必要とされ
る（同規則第11条）。

3）環境影響評価書
鉱業権者は、環境省に対し、精密探鉱活動前に、

環境影響評価書（Declaratoria de impacto ambiental）
を提出し、プロジェクト実施によって得られるであろ
う効果と、社会・経済と環境に及ぼすことが予測され
る影響について、正確な説明が求められているほか、
環境に及ぼすであろう負の影響を防止・緩和・制御・
補償・補正・修正する環境管理プログラムと工程表お
よび予算を示すことが求められている（同規則第17
条）。

また、環境ライセンスを保有する鉱業権者は、毎
年1月末に、環境省に対し、前年の環境に関する年次
報告（Informe Ambiental Annual）を提出し、環境管
理計画の履行状況を報告しなければならない（同規則
第45条）ほか、環境管理計画の実施と自己モニタリン
グ（Monitoreo ambiental interno）の実施を求められ

（同規則第46条）、モニタリング結果は、初期および
後期探鉱期間においては最低半年ごと、採掘・選鉱・
製精錬期間においては最低四半期ごと、閉山期間にお
いては最低半年ごとに報告するよう求められている

（同規則第47条）。

4）化学物質等の使用
使用が制限される化学物質を使用せざるを得ない

場合において、鉱業権者は、環境ライセンスの準備書
類の一部として、当該物質の削減、使用停止、他の物
質への転換を示す追加情報の提出が求められる（同規
則第60条）。特に、鉱業活動における水銀使用に関し
ては、改正鉱業法第17条において使用禁止となった
ほか、鉱業環境規則第108条においても、鉱業権者
は、水銀使用を停止し、技術・環境上、他の物質に代
替するよう努めなければならないことが定められてお
り、これらに従わなかった場合、鉱業権および環境ラ
イセンスの取り消し処分が、刑法上の罰則とは別に命
じられる。

5）廃棄物管理
鉱業活動に伴う廃棄物の管理に関し、同規則第72

条は、廃棄物生成の最小化を優先し、次に廃棄物の回
収、再利用、リサイクル、最後に廃棄という優先順位
付けを行い、承認された環境管理計画に基づいて分類
され、廃棄物の種類にしたがって安全な方法で処理し
なければならないと定めている。また、同条におい
て、処理した廃棄物の種類と発生量について、環境に
関する年次報告に記載することが求められている。

6）コミュニティ関係
同規則第71条は、すべての鉱山会社は、その鉱業

活動の結果生じた社会環境影響を軽減、補償する目的
を 持った「地 元 コ ミュニ ティ関 係 計 画」（Plan de 
Relaciones Comunitarias）を備えていなければならな
いと定めている。ヘリポートの建設も適切な場所に限
定され、人の住まいの付近での建設は禁止されている

（同規則第65条）。
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7）閉山計画
同規則第124条は、プロジェクト終了の少なくとも

2年前に、閉山に係る詳細なスケジュール、予算、特
定の閉山活動の作業手順を含んだ閉山計画に更新し、
エリアの原形復旧または廃止計画、コンプライアンス
検証計画、社会的影響の補償計画等を盛り込んだ計画
を環境省に提示し承認を得なければならないと定めて
いる。

（7）小規模鉱業特別制度に係る規則

小規模鉱業及び零細鉱業に限り適用される鉱業法
由来の追加的な規定が存在する。これは2009年に公
布 さ れ た 小 規 模 鉱 業 特 別 制 度 に 係 る 規 則

（Reglamento del Régimen Especial de Pequeña 
Minería）で、小規模鉱業や零細鉱業に関する指針を
定めている。

（8）各種指導書及び技術的規則・基準

以上の規則に加え、各種指導書が存在する。
・ 鉱業活動に関連して求められる環境影響調査につ

いて、鉱業に係る環境コンサルタントが満たすべ
き最低基準と環境省への登録時に従うべき手順を
内容とする指導書として、1997年の「鉱業に係る
環 境 コ ン サ ル タ ン ト 評 価 の た め の 指 導 書」

（Instructivos para la Calificación de Consultores 
Ambientales Mineros, 1997）

・ 環境影響調査に盛り込まなければならない最低基
準を解説した2002年の「鉱業に係る環境調査のた
め の 指 導 書」（Instructivo para los Estudios 
Ambientales Mineros、2002）

・ 鉱業採掘を目的とした水源の利用については、利
水法（Ley de Aguas）の規定を基にした、2009年
の指導書「利水法」（Derecho de Aprovechamiento 
de Aguas、2009）

・ 鉱業権譲渡の際の手順に関する情報を内容とする
指導書として、2011年の「鉱業権の認可と鉱業権
の 担 保 設 定 に よ る 譲 渡 に 関 す る 指 導 書」

（Instructivo de Autorización y Cesión de Garantía 
de Derechos Mineros、2011）

・ 鉱業権者が遂行すべき最低基準を内容とする指導
書として、2011年の「鉱業権者登録評価のための
指 導 書」（Instructivo para la Calificación de 
Registro de Sujetos de Derechos Mineros、2011）

・ 探鉱と採鉱段階で遂行されるべき各手順を内容と
する2011年の指導書「鉱業探鉱、採鉱段階のため
の指導書」（Instructivo para Etapas de Exploración 
y Explotación Minera、2011）

・ 2011年の鉱業権者による鉱物の国内外での販売活
動関連規定「鉱物販売許可取得のための指導書」

（Instructivo para la Obtención de Licencias de 

Comercialización de Sustancias Mineras、2011）
・ 個人的または家族単位でも良い小規模連合形態で

の自然人に対する鉱業許可付与に必要な手順とし
て2011年の「零細鉱業作業の許可付与のための指
導 書」（Instructivo para el Otorgamiento de 
Permisos para Labores de Minería Artesanal、
2011）

・ 特に鉱業権者、下請業者およびその他のオペレー
ター間の関係に関わる国内の小規模鉱業を規定す
る基準として2010年の「小規模鉱業特別規則第14
条に関する指導書」（Instructivo al Artículo 14 del 
Reglamento Especial de Pequeña Minería、2010）

・ 鉱産物処理プラントに関する法的および技術的要
件について、2012年の「製錬及び精錬プラント施
設 の た め の 指 導 書」（Instructivo para la 
I n s t a l a c i ón de P l an t a s de Fund i c i ón y 
Refinación、2012）

また、鉱業法の規定履行のための最低基準と最低
要件を設定する技術的規則が以下のとおり存在する。

・ 鉱業権申請で留意されるべき最低基準として2001
年の「鉱業コンセッション付与に関する規則」

（Normas para Otorgar Concesiones Mineras、
2001）

・ 選鉱プラントに関する法的および技術的基準とし
て2008年の「選鉱プラントの環境コントロールに
係る規則」（Normas de Control Ambiental de las 
Plantas de Beneficio Mineral、2008）

・ 鉱業活動に係る環境影響調査仕様（TOR）に盛込
まれるべき最低要件について、2010年の「鉱業活
動のための環境調査に係る技術規則」（Normas 
Técnicas para Estudios Ambientales para 
Actividades Mineras、2010）

（9）エクアドル鉱業会議所法

エクアドル国内の主要都市には鉱業会議所が設置
されており、鉱業権者の同会議所への加入が奨励され
ている。2008年の「エクアドル鉱業会議所法」（Ley 
de Cámaras de Minería、2008）では、同法第2条にお
いて「鉱業法に基づき、鉱物の探鉱、採鉱、選鉱、製
錬、精錬および販売に従事する自然人および法人が鉱
業会議所を構成する。但し、炭化水素、放射性物質お
よび鉱水関連活動従事者は対象外である」とされ、同
法第3条で「エクアドルで鉱業性質の活動を実施する
には、自然人および法人ともに、管轄区域の鉱業会議
所に事前に加入することが求められる」と規定されて
いる。

（10）環境管理法

環境管理法（Ley de Gestión Ambiental）も鉱業に
適用される環境に関する注意基準を設定し、基本的な
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役割を果たしている。鉱業に影響する一般的指針のひ
とつとして、同法第19条があり、「環境に影響する可
能性のある民間または複合経済主体による公共事業、
民間事業または公共投資事業は、予防措置を講じるこ
とをその中心的原則とする環境管理に係る単一システ
ムに基づき、事業の実施に先立ち、権限分権化機関に
よる審査対象となる」。また、同法第20条では「環境
へのリスクが想定される活動全てにおいて、管轄省
庁、すなわち、この場合は環境省が付与する当該環境
ライセンスが求められる」と定められている。

環境ライセンスの承認にあたっては、同法第21条
において、ベースライン調査、環境影響評価、リスク
評価、管理計画、リスク管理計画、モニタリングシス
テム、予備計画と軽減化計画、環境に係る公聴会及び
放棄計画の各事項において裏づけが求められる。同法
第35条では、国は、環境への影響が少ない技術を駆
使した生産装置を導入し、天然資源の持続的なマネジ
メントに係るプロトコルを備える企業に対して経済的
インセンティブ制度を提供すると定められている。

（11）公共調達に係る国家システム組織法

公共調達に係る国家システム組織法（Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública）は、
国と契約関係を締結する意思のある自然人または法人
が遂行すべき一般的基準が規定されている。不可侵の
国有資産である天然資源を抽出する鉱業においては、
様々な機会において公共調達プロセスが介在するた
め、同法は鉱業とは無関係ではない。

（12）管轄に係る国家審議会の決定

2014年の「管轄に係る国家審議会の決定0004-CNC-
2014号」（Resolución No.0004-CNC-2014 del Consejo 
Nacional de Competencias、2014）によると、以下の
職務の遂行は分権化自治政府（地方自治体）が行う。

・骨材および石材抽出のための鉱業権の供与
・ 鉱業の実施をモニタリングおよび管理する統括国

家機関への支援
・ 分 権 化 自 治 政 府（地 方 自 治 体、Gobiernos 

Autónomos Descentralizados、GAD）管轄地域で
付与された鉱業権に係る認可登録の維持

・違法鉱業の実態に関する中央政府への報告

（13）文化遺産法

文化遺産法（Ley de Patrimonio Cultural）第30条
は「あらゆる鉱業探鉱、施設や道路の建設、建物の取
壊し作業などでの土の移動において、作業現場の地表
または地下で発見される歴史的建造物、考古学的およ
び古生物学的に意味のあるモノに対しては、国の権利
が主張される。この場合、請負業者、管理者または直

接の責任者は、文化遺産庁（Instituto de Patrimonio 
Cultural）に報告するとともに、それらのモノの発見
が確認された場所での作業を停止する」と定められて
いる。

（14）その他

その他、鉱業活動に関係する可能性がある法規定
は次のとおり。

▪　 骨 材 と 石 材 の 抽 出 の た め の 特 別 規 則
（Reglamento Especial para Explotación de 
Materiales Áridos y Pétreos）

▪　 鉱 業 法 経 過 措 置 第 １ 項 適 用 に 係 る 指 導 書 
（Instruct ivo para l a ap l i cac ión de l a 
Disposición Transitoria Primera de la Ley de 
Minería）

▪　 鉱 業 権 の パート ナー移 転 に 係 る 指 導 書 
（ I n s t r u c t i v o  d e  T r a n s f e r e n c i a  d e 
Participaciones de Derechos Mineros）

▪　 零細鉱業から小規模鉱業への転換のための省
合 意（ Acue r d o M i n i s t e r i a l  p a r a l a 
Modificación de Minería Artesanal a Pequeña 
Minería）

▪　 300haまでの非金属鉱物または建材の鉱業権付
与 の た め の 指 導 書（Instructivo para el 
Otorgamiento de Concesiones Mineras para 
Minerales No Metálicos o Materiales de 
Construcc ión , de hasta 300 hectáreas 
minerales）

▪　 鉱業権の探鉱および採鉱段階、鉱業採掘契約
の交渉と署名に係る指導書（Instructivo para 
las Etapas de Exploración y Explotación de las 
Conces i ones M inera s , Negoc i a c i ón y 
Suscripción de los Contratos de Explotación 
Minera）

▪　 官民パートナーシップおよび外国投資のため
のインセンティブ組織法（Ley Orgánica de 
Incentivos para Asociaciones Público-Privadas 
y la Inversión Extranjera）

▪　 国民連帯経済と国民連帯金融セクターに係る
組織法（Ley Orgánica de la Economía Popular 
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario）

５．鉱業権

主として鉱業法の規定から、鉱業権について、国
籍条件、規模、有効期間、支払義務、更新条件、放棄
条件、譲渡に関わる制約、国の関与等、取得に必要な
要件についての情報の概要を以下に紹介する。これに
は探鉱段階に係る環境規定（環境影響評価のタイプ）、
労働安全に関する行政手続き、鉱区台帳の図面管理に



11

関する一般情報が含まれる。

1）保有者の機能
鉱業権は、その保有者に対し、対象区域内に存在

し、採取可能な鉱物全ての探鉱、FS、採掘、選鉱、
製錬、精錬、販売および譲渡に係る排他的権利を与え
られる。また、鉱業権の保有者はそれらのプロセスで
得られる経済的利益を受けることができる。

2）政府による付与
エクアドル国内で、金属鉱物、非金属鉱物または

建材（骨材と石材）を対象とする鉱業活動を実施する
ための鉱業権を付与するのはエクアドル政府である。
この鉱業権には、鉱業権、鉱業採掘契約、選鉱、製
錬、精錬プラントの設置と運用の許可といったライセ
ンスや許可書、販売ライセンスが含まれる。鉱業権の
有効期間は25年までで、同一期間の更新が可能であ
る。自然人または法人は、国籍に関係なく、また官民
の別なく、コミュニティ単位、団体または家族単位で
あっても、保護区域、都市部、集落、考古学的区域、
または既に国により鉱業権が付与されている区域を除
き、国内のどこでも、鉱物を探索する目的で自由に探
査を実施することができる。

3）地方自治体による付与
中央政府は金属および非金属鉱物資源に関し排他

的な権限を有する一方、建材（骨材と石材）の採掘の
規制、認可およびコントロールを担うのは地方自治体
である。鉱区内に居住する先住民は、資源の抽出に関
して意見聴取されることになっている。保護区域およ
び不可侵宣言区域において再生不能資源の採掘活動を
行うことはできないが、大統領の要請と国民議会によ
る国益宣言があれば、例外的に、それらの資源も採掘
可能である。

4）保有者の要件
国は、鉱物の採掘について、国が過半数の株式を

保有する官民一体企業（複合企業）に委託することが
できるとともに、鉱業開発活動を民間に委託すること
もできる。国は、再生不能資源利用の恩恵を受けるに
あたり、採掘企業が受ける恩恵を下回らない割合の金
額を受領する形で参加する。

外国籍の自然人または法人が鉱業権者になるには、
国内に法的住所を構える必要がある。なお、それによ
り、エクアドル国籍の自然人または法人の場合と同じ
扱いを受ける。

5）付与の仕組み
鉱業省は、金属鉱物資源に係る全ての鉱業権の付

与につき、競争入札システムを採用するが、例外的
に、国籍の別や官民を問わず、自然人または法人に対
し、行政行為として鉱業権を付与することができる。

競争入札システムは非金属鉱物や建材には適用されな
い。鉱業権の競争入札に参加する者は、申請手続き1
件毎に、統一基本報酬（最低賃金）の5報酬相当分

（2017年時点で1,875US$）を支払わなければならな
い。

6）鉱区料
鉱業権者は、鉱業権の維持料金（鉱区税、Patente）

として、初期探鉱期間4年間においては１haあたり統
一基本報酬（最低賃金）の2.5％相当額、初期探鉱期間
に続く最大4年間の後期探鉱期間と前期経済性評価

（FS）期間2年間において同5％相当額、後期FS期間
において同7.5％、採掘段階では10％相当額を支払わ
なければならない。なお、2017年の統一基本報酬（最
低賃金）は375US$である。小規模鉱業特別制度の場
合、この料金は統一基本報酬（最低賃金）の2％相当
額で、中規模鉱業についても、改正後鉱業法により、
この特別制度が適用されることになっている。鉱業権
料金支払いのための指導書の規定によれば、この料金
の初回支払いは鉱業権取得後30日以内に実施されな
ければならない。

7）鉱業採掘契約
鉱業権者は、鉱業省を通じて国との間で、鉱山建

設、機器据付、採掘、鉱石運搬、鉱石販売の各段階の
期間および条件を内容とする鉱業採掘契約を締結しな
ければならない。同契約には、環境、保証、コミュニ
ティとの関係、ロイヤルティの支払い、および閉山活
動に係る鉱業権者の義務を含む。また、現行の税規定
が適用される際のベース価格が含まれる。これらの契
約に関する意見の相違および論争の解決はエクアドル
司法府またはラテンアメリカの仲裁機関に限り委ねる
ことができる。一方、鉱業法には、役務提供形態によ
る契約が規定されている。この場合、役務提供者に対
し、環境上の義務、保証、コミュニティとの関係およ
び閉山活動のための報酬が設定される。このタイプの
契約では、役務提供者にロイヤルティや特別利益税の
支払義務はない。しかし、国は役務提供者に、地元の
持続可能な開発事業の資金源として、抽出資源販売高
の3％相当額を、鉱業活動を実施する地方自治体に納
付することを義務付けている。

8）環境影響調査
鉱業権者は、その活動開始に先立ち、環境影響調

査を実施し、調査結果を環境ライセンス付与機関であ
る環境省に提出しなければならない。鉱業権者はま
た、地表水または地下水への影響の可能性について、
水資源当局の同意を得なければならないのみならず、
飲料水と灌漑用水としての使用を最優先し、次に生態
系への影響、最後に生産活動への利用の順で、水への
アクセス権について考慮しなければならないことに同
意しなければならない。また鉱業権者は、鉱業省に対
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し、その活動が、道路、公共インフラ、港湾、海岸、
海底、通信網、軍事施設、石油インフラ、航空インフ
ラ、電力網と電気インフラ、考古学的遺跡、自然・文
化遺産に影響を与えることがないことを保証する公証
人査証付きの宣誓宣言書の提出義務がある。鉱業省
が、それらの財産に影響を与える可能性があるとみな
すとき、該当する管轄機関に、それらの活動の実施認
可を申請することとなる。

9）探鉱
鉱業権付与後、鉱業権者はその鉱区内で最長4年間

の探鉱作業を開始する。探鉱段階期間中、鉱業権者は
毎年3月末までに、鉱業省に対し、鉱区内で前年に実
施した探鉱活動と投資に関する年次報告書および当年
の年次投資計画を提出しなければならない。また、鉱
業権者は、この段階で鉱業省に対し、採掘段階へのス
キップ、それに伴う鉱業採掘契約または役務提供契約
の締結を申請できる。

10）開発
鉱業権者は、当該当局に認可を申請する必要なく、

鉱業採掘契約または役務提供契約に基づき、選鉱、製
錬および精錬プラントを建設し、運用することができ
る。また、廃さい堆積場、建物、キャンプ、倉庫、ダ
クト、ポンプ、原動機、パイプ、修理場、送電線、タ
ンク、通信システム、道路、鉄道ほかの簡易運搬シス
テムおよびその他の輸送手段、水路、堤防の建設、据
付を行うことができるほか、その他操業に必要な活動
を実施できる。ただし、処理される鉱石が当初申請さ
れた鉱業権に盛込まれているのと同一の鉱石である場
合に適用され、異なる鉱石の場合新たな認可が必要で
ある。

なお、選鉱、製錬および精錬プラントを建設し、
運用する者が、鉱業権を保有しない場合も新たな認可
が必要である。この際には環境省による環境ライセン
スの付与が必要とされる。選鉱、製錬および精錬プラ
ントの所有者は、鉱業省に対し、半年に一度、実行し
た投資や作業内容、生産量、運用に係る技術的結果を
含む活動報告書を提出しなければならない。

11）販売
鉱業権者は、その生産物を国の内外を問わず、自

由に販売することができるが、鉱業権を持たずに金属
鉱石の販売または輸出活動に従事する自然人または法
人には、鉱業省による販売ライセンスの取得が義務づ
けられる。鉱業権者がその鉱区外で金属鉱石の販売ま
たは非金属鉱物の輸出を行う場合、同様に販売ライセ
ンスの取得義務がある。ただし、非金属鉱物の国内販
売に従事する自然人または法人には販売ライセンスは
不要である。販売ライセンス期間は3年であるが、連
続更新が可能である。

12）鉱業活動の中断
鉱業権者は鉱業活動の継続が求められるが、労働

者の健康および生命に危険が及んでいるとき、または
不可抗力のケースにおいては一時中断することができ
る。活動の中断には鉱業省による許可が必要である。

13）鉱業権の終了
鉱業権および同権益により付与される許可は、契

約期間の終了時に失効する。鉱業権者が探鉱段階の期
間の更新を申請しないときも同様である。鉱業権者
は、契約期間終了前でも、第三者の権利をおかさない
限り、鉱業権の放棄または縮小が可能である。一方、
国は次の理由により鉱業権の失効を宣告できる：児童
労働禁止条項に対する違反、不適切な排水の処理、廃
棄物の不適切な堆積や排出禁止条項に対する違反、許
可・ロイヤルティ・規定料金・税金等の支払不履行、
ロイヤルティ支払の延滞、生産報告書の提出不履行、
契約締結前の採掘、ねつ造情報の提出、記録について
の悪意ある改ざん、環境への被害、文化的遺産への被
害、人権侵害、許可無しの権利の移転または譲渡。

６．鉱業に係る税制

鉱山企業に適用される税制度について、鉱業分野
独自の制度と、エクアドル国内で操業する企業全てに
適用される一般的な制度の間の違いに留意しつつ以下
に説明する。また、輸入関税の免除、海外送金の自由
等の外国投資促進制度について説明する。

（1）ロイヤルティ

鉱山企業に限り適用される制度のなかには、鉱業
法に規定されるロイヤルティ制度がある。この制度に
よれば、「鉱業権者は、一次鉱石および二次鉱石の販
売高の一定率相当のロイヤルティの支払い義務があ
る。鉱業権者の支払うロイヤルティの額は、大規模鉱
業の場合、一次および二次鉱石販売額の5％相当額以
上（中規模鉱業の場合同4％、小規模鉱業の場合同
3％、零細鉱業は対象外）とされ、徴収されたロイヤ
ルティの60％は、地方政府および地方行政区を通じ
て地方の開発プロジェクトに配分される

金属鉱業に係るロイヤルティの計算については、
鉱業法一般施行規則第82条に記載されており、鉱山
企業が鉱石販売により受け取った額から、当局が指導
書によって定めた製精錬費と運送費を控除した額を対
象にすることになっている。支払いは毎年3月と9月
に発生し、滞納は鉱業権失効処分の原因となる。

（2）利益配分

ロイヤルティの支払いに加え、鉱業企業には、鉱
業法第67条に基づき、利益配分義務（利益の15％相
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当額）がある。同条及び鉱業法一般施行規則第86条に
よれば、大規模鉱業事業では利益の12％、中規模鉱
業事業では利益の10％、および小規模鉱業事業では
利益の5％は国に納付され、同資金は、鉱業事業の所
在地域のセクター機関を通して、保健、教育および住
宅関係の社会投資事業に排他的に充当される。一方、
鉱山会社の労働者への利益配分は、大規模鉱業では利
益の3％、中規模鉱業では利益の5％、小規模鉱業で
は利益の10％を、それぞれ分配されなければならな
いと解釈される。

（3）特別利益税

2016年に公布された「土地価格・税額決定に係る投
機回避のための組織法」（Ley Orgánica para Evitar la 
Especulación sobre el Valor de Tierras y Fijación de 
Tributos）では、国際金属市場価格が、事前に設定さ
れたベース価格を上回り、鉱山企業が実行した投資が
すでに回収されており、生産開始後48か月が経過し
ているときに限り、ベース価格を上回った分の利益に
対し特別利益税70％の徴収が設定されている。

（4）法人所得税

エクアドルの法人所得税（Impuesto a la Renta）
は、利益配当を除いた利益に対して課税され、税率は
現在22％で、利益を再投資する場合12％まで減免可
能である。この減免のためには、企業（国籍は問われ
ない）は、利益が発生した年の翌年の12月末日までに
増資を行わなければならない。
「官民パートナーシップおよび外国投資のためのイ

ンセンティブ組織法」（Ley Orgánica de Incentivos 
para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión 
Extranjera）は、新規投資および生産セクターでは5
年間法人所得税が免除されると定めている。国境地帯
では、この免除期間は2年間追加される。

（5）付加価値税

2016年4月16日に発生した地震に対し、被災地の復
興・再活性化のために、同5月20日付け「地震による連
帯 責 任 組 織 法」（Ley Orgánica de Solidaridad y 
Corresponsabilidad por el Terremoto）で、同6月1日よ
り12％から14％へ引上げられた付加価値税（Impuesto 
al Valor Agregado、IVA）は、移転対象財、輸入品、
提供された役務全てに対して計算され、取引の全段階
で徴収される。また、資産または財の売却、賃貸、そ
の他金銭の動きを伴わない取引を含め、財の所有権の
移転に関係する取引全てに適用される。IVAは移転さ
れた財または提供された役務全てに対し計算され、そ
の他の適用可能な税に加算される。なお、2017年5月
をもって、付加価値税は12％に戻った。

鉱石輸出に際しては同税の還付制度がある。また、
改正後鉱業法第149条では、エクアドル中央銀行が直
接または同行によって許可された銀行を経て買い取る
金に関する付加価値税は0％であるほか、2018年以
降、販売ライセンス保有者が取得する金の国内取引に
適用される付加価値税も0％となる。

（6）海外送金税

5,000US$以上の海外送金に対しては、金融機関を
利用するしないにかかわらず、5％の海外送金税

（Impuesto a la salida de divisas）が課税される。た
だし、新規事業については、海外送金税は免除され
る。

鉱業部門に関しては、2014年に、投資インセン
ティブの観点から、免除となった。

（7）配当税

エクアドルで設立されたか、国内に存在する企業
に 限 り 適 用 さ れ る、 配 当 税（Impuesto a los 
Dividendos）がある。これは8％相当の源泉徴収対象
税である。タックスヘイブンに住所をおく会社への配
当金については、源泉徴収対象税率は10％で、配当
金額の全額に適用され、さらに同配当金に起因する税
が課される。

（8）輸入関税と特別消費税

鉱業活動のために物品を輸入する必要があるとき、
輸入関税（Aranceles de importación）と特別消費税

（Impuesto a los Consumos Especiales、ICE）が課さ
れる。

国内では調達不可能な製品の輸入に際し輸入税が
免除される。

ICEの税率は最大45％で、関税項目に係わらず設
定される。その金額にIVAが加算される。ICEは
ケース 次 第 で 変 動 し、 国 内 税 制 度 法（Ley del 
Régimen Tributario Interno）第82条に規定される物
品に限り適用される。これらの財には、自動車車両が
含まれ、車両の特徴に応じ5％から35％の税率が課さ
れる。

（9）総資産税

地方税である総資産税（Impuesto sobre Activos 
Totales）は、企業の総資産に0.15％課税される（前年
のバランスシートで計算）。

（10）都市固定資産税

地 方 税 で あ る 都 市 固 定 資 産 税（Impuesto a la 
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Propiedad Urbana）は、市制度に係る法律に基づき、
市役所から一定の範囲内に位置する建物や所有物件に
適用される。

（11）その他の税

上記のほかに、エクアドルで操業する企業全てに
共通した納税義務として、政府調整機関の税金

（Contribuciones en las Entidades Gubernamentales 
Reguladoras）、 企 業 の 純 資 本 に 対 す る 特 別 税

（Impuesto Especial al Capital Neto de Sociedades）
が、また、取引に課される税として、不動産譲渡税

（Impuesto a la Transferencia de Títulos de 
Propiedad de Bienes Raíces）および関税（Impuestos 
Aduaneros）といった税がある。

（12）エクアドル法人と外国法人

エクアドルの国内規定によれば、一企業がエクア
ドルの法律に従って設立され、エクアドル国内に本社
を置く場合、「エクアドル法人」とみなされる。一般
的に、「エクアドル法人」は、所有する財産や有価証
券について納税義務があるとともに、海外所得に対す
る納税義務がある。他方、「外国法人」は、エクアド
ルをソースとする所得、または国内に維持するストッ
クや資産に対してのみ税を支払う。「外国法人」とみ
なされるには、外国の法令に従って設立され、本社が
外国にある必要がある。エクアドルの法令によれば、
国内で操業する外国法人の支社は、本社とは独立した
会計処理をしなければならない。なお、エクアドル政
府が二重課税回避のための協定を締結している国は、
ドイツ、アルゼンチン、ベルギー、ブラジル、カナ
ダ、チリ、韓国、スペイン、フランス、イタリア、メ
キシコ、ルーマニア、シンガポール、スイス、ウルグ
アイ、中国およびアンデス共同体加盟国のすべてであ
る。

いずれの場合も、国内で操業する企業は、納税者
登録（Registro Único de Contribuyente、RUC）を取
得しなければならない。RUCはエクアドル国籍およ
び外国籍納税者の身分証明書に該当する。RUC取得
後、企業は、操業に関する詳細な情報を添付して以下
の税申告書を提出しなければならない：付加価値税に
係る申告書、所得税に係る申告書、所得税の前払、所
得税源での源泉徴収申告書、特別消費税に係る申告
書。

７．法人設立プロセス

外国投資に必要な要件の概要と外国資本法人の設
立に必要な手続きなどの投資プロセスを説明する。

エクアドル法制は、外国法人が国内で役務提供で
きる形態として概して次の3形態を想定している。

▪　 外国投資家として行動するため、エクアドル
の法のもと設立されたエクアドル法人の一部
としてエクアドルに存在する外国法人

▪　 直接司法行為を実施する外国法人
▪　 エクアドルで常時直接経済活動を実施する外

国法人
いずれの場合も、外国法人は国内法人と同様の権

利を享受する。

（1）外国投資家による法人設立

外国投資家にとっての選択肢の一つは、外国人出
資者または株主で構成される企業をエクアドル国内で
設立することである。この場合の手続きは、エクアド
ル人が企業を設立する際の手続きと同一であり、次の
プロセスが必要である。

①　 企業監督庁（Superintendencia de Compañías）
で会社名の仮登録

②　 企業設立証書の作成
③　 会社名義で銀行に開設する資本構成特別口座

への出資金の預け入れ（口座開設には出資者の
国籍等の詳細や資本金額を記した申請書提出
と、企業監督庁で仮登録した会社名の予約証
が必要）

④　 財の拠出の場合、出資者または鑑定人による
財の査定（査定結果は設立証書に添付される）

⑤　 企業監督庁長官あて企業設立承認申請（設立証
書添付）

⑥　 企業監督庁の承認決定
⑦　 企業監督庁の決定の概要を発行部数の多い全

国紙に掲載
⑧　 公証人による商業登記（以上で設立手続き完

了）
⑨　 次の証明書類の準備：設立定款、会社設立を

証明するエクアドル領事発行の証明書、代理
人委任状、会社の決定証明書、資本が現物出
資の場合拠出財の目録と査定額、資本が現金
出資の場合銀行発行の証明書

⑩　 上記の証明書類を添付して企業設立証書の写
しを企業監督庁に提出

⑪　 管理者および法定代理人の任命書を発行し、
商業登記所に登録

⑫　 RUC取得（これにより会社は国内で操業開始
可能）

（2）外国法人による法人設立

他方、外国法人がエクアドルで直接経済活動を行
うことにしたとき、同法人は、事前に企業監督庁の許
可を取得しなければならない。なお、同許可はエクア
ドル会社法（Ley de Compañías del Ecuador）第145
条が規定する以下の要件を踏まえて付与される。
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▪　 会社が組織された国の法に従って合法的に設
立されたことを証明すること

▪　 法律および定款に従って、支社の設置を合意
できること、外国で交渉する権限があること、
当該意思決定が適切に採択されたことを証明
すること

▪　 常時エクアドルに少なくとも一人の代表を置
くこと

▪　 実施予定の活動に充てる資本をエクアドルで
調達すること

外国法人によるエクアドル国内での支社の設置ま
たは会社の設立には以下の要件の遂行が求められる。

⃝　 契約書または会社設立議事録、会社の定款、
定款の最終変更内容の写し（外国での支社開設
が可能であることが記載されていなければな
らない）

⃝　 外国法人の設立国で該当機関が発行する証明
書（会社が設立され、許可を得ており、かつ外
国で交渉する権限があることを証していなけ
ればならない）

⃝　 外国法人によるエクアドルにおける支社の設
置、およびエクアドル国内の所在地、代表の
指名、投資予定資本を計上する決定の写し

⃝　 外国法人の代理人への委任状（この委任状で
は、実施予定の行為または交渉全ての実施、
エクアドル国内での結果への対応、特に訴え
への対応、引受けた義務の遂行を可能とする、
多義にわたる権限が付与されていること）

⃝　 支 社 設 置 に 充 て る 資 本 と し て 少 な く と も
2,000US$の預入を証す銀行発行の証明書

⃝　 エクアドルに送付する書類に署名する人物全
てのパスポートの証明書付きカラーコピー

⃝　 外国法人の支社のエクアドルでの所在地での
基本サービス（電気、水道または電話）の支払
いコピー（支社の所在地が会社の所有物件では
なく賃貸物件であるときは、賃貸借裁判所に
登録されている賃貸借契約書が求められる。
なお、契約書がなく、無償で場所の提供を受
けているときは、所有者が署名する使用権の
譲渡書が求められる）

（3）法定代理人

いずれのケースでも、証書また会社設立定款に法
定代理人および同役割を果たす職員の指名手続きを定
めることは、エクアドルで活動する全ての企業にとっ
ての要件である。具体的には、外国法人の法定代理人
については、訴えに対応する権限を委譲する条項が求
められる一方で、国内企業の法定代理人については、
この種の条項は不要である。外国法人の委任状は企業
監督庁により評価され、登録、公開される。民事訴訟
法（Código de Procedimiento Civil）第44条（訴訟一

般組織法（Código Orgánico General de Procesos）第
43条）によれば「いかなる時も、いかなる状況下でも
国内で活動するまたは活動してきた外国法人は、未実
施の義務事項の実施のために、法が求める代理人を置
かずして合法的に機能することは出来ない」と定めら
れている。

８．�新しい鉱業権入札プロセス（「スイス・
チャレンジ」方式）

エクアドルにおいて設立された鉱山企業が、鉱業
権の競争入札により投資プロセスを進める場合、以下
の手続きが求められる。

興味ある鉱業案件が確認されたら、申請者は、鉱
石埋蔵量、応札資格の事前審査のための最小要件を満
たしていることが確認できる必要書類（エクアドルで
の住所・連絡先や経済的支払い能力を示す書類）を鉱
業省に提出し、手続きを開始することができる（オン
ラインで可能）。

鉱業省は提出書類を審査し（事前資格審査）、申請
者の適格性が確認されたら、鉱業権付与のための適格
性について応札企業へ通達するとともに、3週間、鉱
業省のホームページに、当該案件について情報公開す
る。これは他の候補者にプロポーザル案を提出する機
会を提供するためである。これに対して提出されるプ
ロポーザル案は全て事前評価のための最低基準を満た
していなければならない。

3週間の期間経過後、応札者は秘密扱いのプロポー
ザル案を提出、同プロポーザル案は当局により審査さ
れる。プロポーザル案は少なくも以下を内容としてい
なければならない。
　　 投資コミット付き作業計画書および詳細探鉱計

画
　　 申請企業の実績と作業チームの適格性に関する

情報
　　 鉱業省のホームページに公開されている審査の

ための仕様
鉱業省は「スイス・チャレンジ」方式に従い、原提

案者以外の者による対案と、それに対する原提案者の
対抗提案を比較。

鉱業権は落札者として選定されたプロポーザル案
に対して付与される。鉱業省のホームページに最初の
プロポーザル案公開後、競合企業が現れないときは、
最初の応札者に対して鉱業権が付与される。

９．鉱山企業の財務・監査報告

鉱山企業における金属鉱業活動の財務報告に関す
る事項については、2012年3月に再生不能天然資源省

（Ministerio de Recursos Naturales No Renovables）
が発した省令第323号（Acuerdo Ministerial 323）に
おいて、以下のとおり示されている。
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適用される税規定に関して、鉱業権者は、1．憲法、
2．税関連法、3．税規則、4．2011年7月25日付大統領
令第825号、およびR.O.第498号に基づく規則を適用
しなければならない（同令第3条）。予見されていな
い 部 分 に つ い て は、 財 務 情 報 に 係 る 国 際 規 定

（Normas Internacionales de Información Financiera、
NIIFs）が適用される（同令第4条）。同令第5条にお
いて、鉱石の販売による鉱業権者の収入について規定
され、同令第6条において、会計処理の一般則が定め
られている。また、生産コストおよび支出に関して
は、省令第232号（Acuerdo Ministerial 232）におい
て具体的に定められている。

監査に関しては、2010年の「鉱業活動のための環境
調 査 技 術 規 定」（Normas Técnicas para Estudios 
Ambientales para Actividades Mineras、2010）にお
いて、鉱業活動に関係する環境監査の仕様（TOR）に
含まれるべき最低要件が設定されている。また、2012
年の「金属鉱業活動の監査、ロイヤルティおよび利益
に係る指導書」（Instructivo de Auditoría, Regalías y 
Beneficios de la Actividad Minera Metálica、2012）
には、鉱業管理調整機構（ARCOM）による監査実施
のための主要手順が盛り込まれている。2012年の「大
規模金属鉱業のための鉱業採鉱契約に係る会計処理規
定」（Reglamento de Contabilidad para Minería 
Metálica a Gran Escala para los Contratos de 
Explotación Minera）は、鉱業採掘契約の有効期間中、
鉱業権者に維持、適用義務のある会計情報の提出と基
準を統一化すること、および契約管理および査察の際、
ARCOMが同契約の管理と検査のために、注意すべき
規定および手続きを設定する目的で作成されている。

10．最近のインフラ事情

（1）電力

Correa政権は、電力について、CO2排出がなく環
境への負荷が低い水力発電の比重を大幅に高めること
を目指し、2012年から8水力発電所の建設を開始し、
2016年に電力供給の93.5％を水力発電とすることを目
指していたが、2014年11月、工事請負業者の契約不
履行、予期せぬ断層の発見、設計変更などのトラブル
に起因する水力発電所建設工事（Coca Codo Sinclair、
Sopladora、Toachi-Pilaton、Delsitanisagua、Mazar 
Dudasの5発電所）の遅延が明らかとなり、期待して
いた中国からの融資の遅れもあって当初計画どおりに
は進んでいない模様である。

しかしながら、2015年～2016年の間に、Manduriacu
（60MW）、Coc a C o d o S i n c l a i r（ 1,500 MW ）、
Sopladora（487MW）の3水力発電所が操業を開始し、
2007年に2,032MWだった水力発電設備容量は、2016
年には4,342 MWに増加し、電力自給体制が整えられ
た。

なお、Toachi-Pilaton（“Sarapullo” 50.4 MW、“Alluriquin” 
204 MW）、Quijos（50MW）、Mazar Dudas（21MW）、
Minas San Francisco（270MW）、Delsitanisagua（180MW）
の5水力発電プロジェクトは建設中である（図4）。

図4．エクアドルの水力発電プロジェクト
出典：エクアドル鉱業省HP
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図6．エクアドルの道路網
出典：エクアドル鉱業省HP

（2）港湾

港湾インフラについては、太平洋に面した4つの国
際港（Esmeraldas、Manta、Guayaquil、Bolivar）の
ほか、Posorja港の建設が2017年8月から始まってい
る（図5）。取扱量最大のGuayaquil港の取扱能力は年
間25百万tに達し、Esmeraldas港が管轄する3つの港
湾の合計取扱能力は同30百万t、Manta港は同3百万
t、Bolivar港は小規模だがバナナの輸出にとって重要
である。これら4つの国際港はすべてポストパナマッ
クス船に対応できていないが、Manta港は70百万
US$の投資により対応可能だとされる。Guayaquil港
についても、浚渫によりポストパナマックス船仕様に
する検討が、主としてGuayaquil市の主導により進め
られているものの、コスト問題で政府側と対立し、順
調ではない。政府はManta港の拡張に前向きな一方、
Posorja港でのポストパナマックス船対応の港湾建設
に乗り出している。

（３）道路

道路インフラについては、鉱業省によれば、2007
～2015年の間に9,300百万US$の予算が投じられ、国
道を中心に国内道路の89％にあたる9,791kmが改良
された（図6）。

図5．エクアドルの国際港の位置
出典：International Dredging.Review HP
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11．鉱業を取り巻く社会環境

（1） San Carlos-Panantza銅プロジェクトでの先住民
との衝突

2016年11～12月、San Carlos-Panantza銅プロジェ
クト（Morona Santiago県）で、先住民と鉱山企業と
の間で衝突があった。Shuar族の一部の先住民グルー
プ約60人が、鉱山キャンプ地が先住民代々の土地で
ある一方、探鉱作業とキャンプ設営作業に先立つ意見
聴取は実施されなかったと主張し、2016年11月21日、
先 住 民 グ ループ が 中 国 系 鉱 山 企 業ExplorCobres 
S.A.（EXSA）のLa Esperanzaキャンプ地に侵入し、
警察隊と衝突した。その後12月14日、再度の衝突に
より警察官1名が死亡し、5人が負傷、さらに兵士2人
も負傷する事件が発生し、中央政府は同県に30日間
の非常事態を宣言し、軍の出動を命じた（1月12日に
30日間延長）。

エクアドル鉱業会議所会頭のRodrigo Izurieta氏は
本件について以下のとおりコメントした。襲撃された
ExplorCobres社のLa Esperanza鉱山キャンプの土地
は、元々私有地で、先祖代々憲法で保障されている保
護地ではなく、十数年前、同社が正規に購入したが、
そ の 土 地 に、 先 住 民 族 のShuar族 で は な い、

「Nankits」と呼ぶ武装グループが不法に潜入し、所有
権を主張した。政府及び同社は長年にわたり同グルー
プを説得し、土地の引き渡しを要求してきたが、説得
に応ぜず、緊張が高まり、同グループがキャンプを武
力で襲う事件に発展した。Shuar族は所有地売却に応
じ、また、地元還元策を期待するなど、鉱業開発に原
則賛成していたが、この事件発生により問題が拗れる
ことが心配される。同グループは、この土地を先祖
代々の土地であり憲法に定められた権利であると主張
しているが、十年にわたる長い審査で、権利はないこ
とが明らかになっている。

これに対し、Shuar族のグループはこの出来事を国
際人権裁判所に訴えた。また、先住民組織は、政府が
住民との対話による解決を図ることなくテロ事件的扱
いにしていることに対して抗議姿勢を強めた。Shuar
族首長Agustin Wachapá氏が共謀者として身柄拘束
されていることも抗議運動の一因とみられている。

先住民の抗議の動機は、基本的に鉱業に対するイ
デオロギー上の反対ではなく、プロジェクトが付与さ
れた地域から先住民コミュニティが強制的に退去させ
られたことへの抗議であった（Shuar族の一部は露天
採掘が水不足を招くとともに水質を汚染し、生存する
ために必要な農業、漁業、狩猟、牧畜に影響すると主
張している）。

（2）環境NGOに対する締め付け

上記の件に関連して、襲撃事件において、環境

NGO「Acción Ecologica」が先住民を誘導して鉱業反
対の動きを誘発、暴徒化させたとして、政府が同団体
の解散命令を発したことに対して、国連の関係組織が
政府に対し、解散命令取消の要求を行ったが、2017
年1月11日に公聴会を開催したエクアドル環境省は、
解散命令の根拠となる証拠の不足を理由に、同解散命
令を取り消す決定をした。

同NGOは、天然資源の採掘を停止させ、自然の権
利、先住民の権利を取り戻すことを目的に、1986年
以降エクアドルで活動している。同NGOはまた、鉱
業探鉱に由来する社会的権利や自然の権利への違反を
告発するなど、活動を維持している。

2013年、エクアドル政府は大統領令第16号を公布
し、国内のNGOの行動を制限した。同令第26条は、
国内外の安全を脅かす、または公共の平和を脅かす政
党政治活動に従事することは、社会団体組織の解散原
因であると規定し、同令第28条は、市民社会団体は、
その目的から逸脱していることが明らかであるとき、
または解消条項のいずれかに該当するとき、職権また
は告発で解消または清算されると定めている。また、
同令第37条は、外国NGOによる公共の安全と平和を
乱す活動の実施を直接禁止し、外国NGOが元々の活
動から逸脱した活動を実施していることが確認された
とき、同令第38条は政府に対しその解消および国内
に居住する外国人メンバーの査証を取消す権限を与え
ている。このことにより、国内の天然資源（石油と鉱
業）の採取に批判的な市民団体の行動範囲が制限され
ている。

2013年12月4日、政府は大統領令第16号をNGO団
体Pachamamaに適用し、同NGOに、国内での新規
石油天然ガスプロジェクトに反対して過激な抗議活動
を展開したとして組織の解散を命じた。同NGO解散
後、エクアドルにおける鉱業および石油天然ガスプロ
ジェクトに反対する市民団体は、「Acción Ecologica」
以外に、独立系の国際通信社1社だけが活動中である
とされる。事実上、大統領令16号の規定のため、エ
クアドルにおける鉱業に反対する市民団体の活動が抑
制されていると言える。

（3）Azuay県における鉱山開発反対運動

2017年1月 以 降、 鉱 業 省 で 審 議 中 のAzuay県
Cuenca市 西 部 高 原 地 帯（Molleturo、Sayausí、
Chaucha地区）60,914haの権益入札をめぐり、鉱業開
発の中止を求めるCuenca市側と、開発推進の立場の
政府側との間で論争が激化している。Cuenca市側は、
Marcelo Cabrera市長と市議7名（市議総数15名）が、
鉱業省及び政府に対して、同地帯の水源・地質調査が
終了するまで権益譲渡手続きを中止するよう要請し、
Río Blanco金 プ ロ ジェク ト（Azuay県）やLoma 
Larga金プロジェクト（Azuay県）に隣接するこれら
新鉱区の調査を行うため、2016年10月にAzuay大学
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と水源調査契約を締結したが、既存権益地区への立ち
入りができず、調査に支障が出ていると抗議した。さ
らに、1月23日、Azuay県議会は、同地帯に含まれる
El Cajas国立自然公園一帯はCuenca市の水源である
として鉱業開発禁止宣言を賛成多数で可決した。ま
た、Cabrera市長は、鉱業省及び環境省に対して、
Río Blanco及びLoma Largaプロジェクトの環境影響
評価に関する審査関連書類の提出を要求した。

これに対し、Correa大統領（当時）がTwitterで市
長を批判するとともに、Javier Córdova鉱業大臣が、
憲法第261条ほかの法令に照らし、中央政権が国家戦
略プロジェクトとして、環境法、水源法、地方自治基
本法などを遵守した上で決定した案件であると言明、
総選挙を控えた政治的な活動であり、政府は毅然とプ
ロジェクトを推進すると述べ、鉱業開発禁止宣言を全
面的に拒否した。

本件に関し、エクアドル鉱業省は、2017年6月、反
鉱山活動が活発なAzuay県Cuenca市で、鉱業プロ
ジェクトに関する産官学研究協力契約を近く締結する
ことを明らかにした。政府戦略指定プロジェクトであ
るINV Metals社（本社トロント）のLoma Larga金プ
ロジェクトとJunefield社（本社中国）のRío Blanco金
プロジェクトは同市西方の高原地帯にあり、地元住民
が鉱業開発に反対している。協定に参加しているの
は、鉱業省、権益保有企業、同市通信・上下水道局、
自治体、大学等で、採掘活動による水文地質学や生物
学的影響を2年間にわたって調査することになる。上
記両社はこれまで、各プロジェクト鉱区内の立ち入り
を禁止していたが、この合意に基づき、調査のための
立ち入りを認めることとなった。

（4）Ashuar-Sapap-Entsaイニシアティブ

Morona Santiago県には、Ashuar-Sapap-Entsaイニ
シアティブと呼ばれる50年間鉱業活動を禁止する提
案活動がある。このイニシアティブの推進者によれ
ば、この提案の目的は、大規模鉱業（特に露天採掘）
を認める中央政府の現在の姿勢と、同県における鉱業
の全面的禁止を模索する急進的ながら環境に優しい活
動姿勢との間の中間点を模索することにあるという。
2010年代初め、同県は、「環境に優しい、環境汚染の
ない観光地域」と宣言した経緯が背景にある。

12．鉱山企業へのアンケート結果

今回PROFITAS社では、エクアドルで投資を実行し
た鉱山企業へのアンケート調査を実施し、質的情報を
取得した。非常に高い鉱業ポテンシャルのある国であ
りながら、エクアドルにおける大規模鉱業は始まった
ばかりであるため、国内で操業する企業が少ない。こ
のため、エクアドル鉱業に投資した国際的な鉱山企業4
社を対象とした調査結果から導いた情報を以下に示す。

調査対象企業は概して、アマゾン地域の金および
銅鉱床に代表される未開発の地質ポテンシャルのため
に、エクアドルに投資することを決めた企業である
が、投資展望の決定要因は、国内活動年数10年のカ
ナダ資本企業が「（Correa政権以前の）鉱業関連法令
は投資を決定するのに刺激的な（魅力的な）要因で
あった」と回答したのに対し、2年前に活動を開始し
たカナダ資本企業は「エクアドル政府による鉱業部門
の解放が、投資のカギであった」と回答し、いずれも
投資環境の良好な時期を見計らっての投資だったこと
を明らかにしている。

企業と政権との関係についても、国内での活動年
数が長い企業と比較的新しい企業とでは異なる回答が
得られた。活動年数が一番長い企業2社は、2006年以
前と比べ、2007年～2014年まで、政府との関係は大
きく悪化したと強調。この悪化は、政府による強い干
渉とともに、参入障壁を設ける政策に負うところが大
きく、こうした政策のために複数の企業が事業に失敗
し、巨額の損失を抱えることとなったという。しかし
ながら、1社は今日、政府の鉱業政策が変更されたこ
とで政府との間に非常に良好な関係を築いているのに
対し、他の1社は政府当局との関係構築に困難を経験
しているという。また、エクアドルでの活動年数が比
較的浅い企業は、政府当局との関係は参入時点から良
好だと言及し、鉱業セクターで活動する企業を支援す
る新設機関としてMCPEC（生産・雇用・競争力調整
省）、MICSE（戦略部門調整省）、MAE、ENAMI、
ARCOM、INIGEMM、SENAGUA、INPC（国立文化
遺産庁）、SRIなどの名前を挙げている。同様に、活
動年数が最も浅い企業も操業地域の県当局や自治体政
府と良好な関係を構築している。4社のうち3社が、
鉱業省との良好な関係が企業による鉱業開発のカギと
なると言及していることに留意が必要である。

エクアドル鉱業への参入について、4社のうち1社
がエクアドルに参入するのが困難であったと回答して
いる。同社によれば、「エクアドルは、同社が投資を
行ったペルーとチリと比較し、環境や社会面に関し特
に厳しく、困難に直面した。税制も複雑で、参入した
当時はインセンティブもなく、参入と同時に税の支払
い義務が生じた」とのことであった。

市民団体、事業対象地域のコミュニティ、メディ
ア、政治関係者、NGO等に関しての企業の回答はさ
まざまであった。但し、市民団体との関係は、政治関
係者との関係、または政治活動自体よりポジティブだ
ということで、4社のうち3社の意見は一致した。一
部政治的指導者は、全国レベルでも県レベルでも、鉱
業に異論を唱えることで市民からより高い支持を得ら
れると考えていると、調査対象企業の大半が表明し
た。さらに1社は、違法鉱業従事者との関係は問題
で、違法鉱業が環境や他の鉱業会社に多大な被害を与
えていると言及。また、大半の企業は、企業の社会的
責任と地元コミュニティとのコミュニケーションに係
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る法律の制定は有効であり、多くの場合規定の上限以
上に働いているということで意見の一致が見られた。

調査対象企業の大半は、現行の法規定は大幅に改
善され、投資インセンティブの導入や政府当局による
絶え間ないフォローにより、鉱山企業に有利に働いて
いると述べている。調査対象企業4社のうち3社は、
ここ数か月、国内では一層魅力的な投資環境が達成で
きていると言及しているが、残り1社は、法規定が鉱
業の発展には否定的で、政府の干渉主義は「息が詰ま
るような」ものと評している。

一方、税制については、調査対象全社がエクアド
ルへの参入を希望する鉱業企業を奮い立たせるもので
ないとの意見である。他の中南米諸国と比し、エクア
ドルには非常に高い税負担（特にロイヤルティの前払
制度）があるだけでなく、そのプロセスは非常に複雑
かつ緩慢である。しかしながら、企業の多くは税負担
率が投資を決める際の唯一の要素でも、最重要マター
でもないとしている。むしろ、さらに重要な要素とし
て鉱床の質と事業の社会的環境を挙げている。4社の
うち3社はまた、近年同国政府が、鉱業部門への投資
を誘致するには「世界の鉱業と比し、もっと競争性の
ある制度を整備する必要がある」ことに気がついた
と、意見している。そのために、2008年から2015年
にかけて「それまで刺激を削がれるだけでなく禁止的
なものだった」鉱業部門の課税状況が改善されたとい
う。

エクアドル国内で調達可能な物的資本と技術的資
本に関する調査対象企業の意見は、事業をタイミング
よく実施するのに必要な技術は外国から持ち込む必要
があるというものであった。しかしながら4社のうち
3社は、同国の鉱業部門における将来の技術開発に高
い可能性を認めている。これら3社はまた、Rafael 
Correa前政権によるインフラ整備、特に道路、港湾、
エネルギーインフラへの投資水準は、鉱業部門にとり
魅力的だったと評している8。

国内で獲得できる人的資本に関し、エクアドルに
は大規模鉱業事業実施のための力のある人材はいない
という点では全社の意見が一致した。但し、エクアド
ル人の寛容さや仕事に対する倫理観を評価し、研修や
トレーニング、社会プログラムの実施で解決は可能だ
とする意見もあった。

現在の政治や経済状況に基づく今後5年間の鉱業部
門の可能性について、エクアドルは鉱業を経済発展の
要のセクターとすべく準備を進めてきており、不確実
性が高いものの、中期的にはその可能性は期待できる
ものだとの意見が主であった。

13．鉱業プロジェクトの概要

（1）概要

ARCOMおよびINIGEMMによると、2016年時点
の鉱業権数は、零細鉱業3,722件（うち金属鉱業1,821
件、非金属鉱業962件、建材鉱業939件）、小規模鉱業
5,213件（うち金属鉱業2,411件、非金属鉱業617件、
建材鉱業2,185件）で、近年、中規模および大規模鉱
業カテゴリの金属鉱物採掘のために24件の鉱業権が
付与された。面積では、零細鉱業の対象面積が自然保
護区域を除く国土の0.23％、小規模鉱業が同3.91％、
中規模および大規模鉱業が同11.34％を占めている。

エクアドル国土における鉱床の分布について、金
属鉱業の鉱区の大半は国の南部、すなわち、El Oro
県、Azuay県、Loja県、Zamora Chinchipe県および
Morona Santiago県に所在する。それらの県では、特
に金と銅の鉱床が存在する。また、アンデス山脈地
域、東部のNapo県やSucumbíos県でも金属鉱床の兆
候が認められる。

県別に金属鉱物の生産をみると、金の生産はEl 
Oro県とAzuay県に集中し、全体の9割を占める。金
の生産が認められる他の地域としては、Cotopaxi県、
Imbabura県、Loja県、Morona Santiago県、Napo
県、Pichincha県、Zamora Chinchipe県を挙げること
ができる。金の生産量は、2014年～2015年にかけ
5.5％増加した。現在生産中の主要金鉱床としては、
Azuay県Ponce Enríquez郡のBella Rica金鉱山があ
り、2015年に2.14tを生産し、同年の国内生産量の
27.7％を占めた。銀の生産は、2014年～2015年にかけ

8     同政権は、2013年に移転開港したキトのマリスカル・スクレ国際空港や、2014年に拡張工事を開始したグアヤ
キルのホセ・ホアキン・デ・オルメード国際空港など、航空インフラにも力を入れた。

図7．エクアドルの各県の位置
出典：Mapsopensource.com
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て4倍増を記録した。1.6tに達した2015年の生産量の
67.3％はEl Sorocheプロジェクトに集中している。金
について、最も重要なプロジェクトはAzuay県Ponce 
Enríquez郡のTres Banderasプロジェクトであるが、
同プロジェクトは自然人および協同組合に属する（鉱
業管理調整機構、2016年）。

ARCOMおよびINIGEMMによると、2016年時点
のエクアドル国内には「粉砕、圧砕、製錬、精錬プラ
ント」を含む採掘鉱石の回収と処理のためのプラント
は142か所存在する。これらのプラントは、金属鉱石
の生産や探鉱中の戦略的大規模事業が多い南部に位置
し、Azuay県のCamilo Ponce Enriquez郡には59か所
の処理プラントが存在する。

現在、エクアドル政府は中規模および大規模の金属
鉱業を積極的に推進している。当局は、金、銅および
銀 の 大～中 規 模 鉱 業 事 業5件 を 戦 略 プ ロ ジェク ト

（Estratègico Proyecto Minero）に指定し、中国やカナ
ダの企業に鉱業権が付与された。これらの事業は
Mirador、 Fruta del Norte、Loma Larga、San Carlos-
PanantzaおよびRio Blancoで、まだ採鉱段階にはない。

政府により戦略的プロジェクトとされたMirador、
Fruta del Norte、Loma Larga、San Carlos-Panantza
およびRio Blancoの5つの鉱業プロジェクト（図8）
と、鉱業公社ENAMI EPとチリのCODELCOとの
JVで進められているLlurimagua銅プロジェクト、お
よび民間プロジェクトであるCascabel銅金プロジェ
クトについて、最近の動きを以下に示す。

（2）Mirador銅銀金プロジェクト

所在地：Zamora Chinchipe県
権 益 者： 中 国 系Ecuacorriente S.A.（本 社 カ ナ ダ
Corriente Resources Inc.。 中 国 鉄 建China Railway 
Construction Corp.50％と銅陵有色金属集団Tongling 
Nonferrous Metals Group Holdings Co.Ltd.50％のJV）
確 定 埋 蔵 鉱 量： 銅2.96百 万t、 銀26.08百 万oz（約
811t）、金3.22百万oz（約100t）

推定投資額：1,500百万US$
生産開始予定：2018年1月（マインライフ30年）
近況：2012年3月、政府と鉱業契約締結。2015年7
月、プロジェクトに必要とされる94MWの電力供給
に関し、エクアドル電力公社（CELEC）と送電シス
テムの設置に関する合意書に署名。2015年12月21日、
Javier Cordoba鉱業大臣をはじめとする政府関係者
の出席のもと、鉱山建設開始式を実施。2016年4月、
2015年12月に承認された粗鉱処理量30,000tpdを、
60,000tpdに引き上げることを主とした修正EIAにつ
いて、地元El Pangue郡Tundayme地区の郡・地区代
表や住民および従業員に対し説明したことを鉱業当局
に届出。

（3）Fruta del Norte金銀プロジェクト

所在地：Zamora Chinchipe 県
権益者：Lundin Gold Inc.（本社カナダ）
鉱物資源量：金9.8百万oz（金約305t、概測約226t＋
予測約79t）及び銀9.14百万oz（約284t）
推定投資額：684百万US$
生産開始予定：2019年第4四半期（マインライフ15
年、予想総生産金属量は金4.5百万oz（約140t）と銀
5.5百万oz（約171t））
近況：2013年7月、当時の権益保有者Kinross Gold社

（本社カナダ）は、70％の超過利益税では将来の利益
保証が無く、また法的な税率安定性も無いことから、
投資リスクは高いとして撤退を表明。2014年12月、
Lundin Gold社がKinross Gold社より、本プロジェク
トを240百万US$で買収。2015年6月、Lundin Gold社
と鉱業省が鉱業契約交渉開始。2015年12月、仮合意。
2016年1月14日、経済条件に関する仮鉱業契約に調
印。2016年6月、FS公表。2016年7月、探査フェーズ
から開発フェーズへの移行認可。2016年10月、環境
影響評価（EIS）承認。2016年12月14日、鉱業契約に
係る合意書（Exploitation Agreement）調印。2017年
5月、坑口の取付作業開始。

（4）Loma Larga金銀プロジェクト

所在地：Azuay県
権 益 者：INV Minerales Ecuador S.A.（カ ナ ダINV 
Metals Inc.の子会社）
埋蔵鉱量及び鉱物資源量：金3.09百万oz（約96t）お
よび銀22百万oz（約684t）
推定投資額：286百万US$
生産開始予定：2019年7月（マインライフ12年、年産
金量約150千oz（約4.7t））
近況：2000年、IAMGOLD社（本社カナダ）が権益を
取得した後、2003年以降、40百万US$を投じた探鉱
により、金の埋蔵量3.3百万oz（約103 t）を確認し、
2007年からプレFSを実施したが、2011年9月、地元

図8．戦略鉱業プロジェクトの位置
出典：JOGMEC作成



22

Azuay県知事が水資源確保の観点から環境ライセン
スとプレFSの見直しを要求、さらに同年10月には
同県農民組織同盟が開発の是非を問う住民投票を実
施したところ、98.3％が反対票を投じる結果となっ
た。2012年11月、IAMGOLD社が47％の株式を保有
するINV Metals社に権益譲渡。2015年、INV Metals
社は、坑内採掘で粗鉱処理量1,000tpd（中規模鉱業カ
テゴリに該当）、年産金量8万oz（約2.5 t）、マイン
ライフ13.25年のプレFSを公表。2016年7月、予備的
FS結果を公表（マインライフ約11年、年間生産金量
15万oz（約4.7t）、初期設備投資額285.9百万US$、粗
鉱処理量3,000tpd（大規模鉱業カテゴリに該当）、粗
鉱品位：金4.98g/t、銀28.0g/t、銅0.29％、AISCコ
スト577US$/ozAu、操業及び閉山コスト94.3百万
US$）。2017年5月、INV Metals社が鉱業省と、25年
間の採掘契約における合意項目と様式に関する合意に
達したと発表。

（5）San Carlos-Panantza銅プロジェクト

所在地：Morona Santiago県
権益者：中国系Explorcobres S.A. （EXSA）（本社カナ
ダCorriente Resources Inc.。 中 国 鉄 建China Railway 
Construction Corp.50％と銅陵有色金属集団Tongling 
Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd.50％のJV）
鉱物資源量：予測678百万t（銅品位0.62％、金品位
0.05g/t）（2007年事前評価）
計画総投資額：3,000百万US$
生産開始予定：2020年（マインライフ推定25年）
近況：2007年11月に発表された同プロジェクトの予
備的評価によると、年産銅量400百万lb（約181千t）、
初期設備投資額1,300百万US$。2011年3月、環境ラ
イセンス付与。2015年8月、水使用許可。2016年8月、
本プロジェクト内に住むNankintsコミュニティが、
軍と警察隊により強制退去させられた。これに対し、
この地帯に住むShuar民族組織FICSH（Federación 
Interprovincial de Centros Shuar）やアマゾン原住民
同盟（Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonia Ecuatoriana）は、先住民はこの地区を
歴史的に占有しており、鉱業開発は絶対認めないとの
抗議声明を発表した。2016年12月14日、同プロジェ
クトのLa Esperanzaキャンプを、開発反対運動を続
けるShuar族とみられる約60人の集団が襲撃し、警
察官1名が死亡し、5人が負傷、さらに兵士2人も負傷
した。これに対し政府は、同日より30日間の非常事
態宣言を発令し、さらに1月12日、同宣言を30日延長
した。

（6） Río Blanco金銀プロジェクト（中規模鉱業カテゴ
リ）

所在地：Azuay県
権益者：Junefield Resources Ecuador S.A.（庄胜鉱業集
団Junefield Mineral Resources Holdings Ltd.子会社）
埋蔵鉱量：金0.6百万oz（約19t）と銀4.3百万oz（約
134t）
計画総投資額：88.8百万US$
生産開始予定：2017年下期（マインライフ11年、見
込粗鉱処理量800tpd）
近況：2014年1月、FS更新。2015年7月、中規模鉱業
にカテゴライズ。2015年11月、採掘のための環境ラ
イセンス付与。2015年12月、開発提案と投資計画に
ついての説明。2016年7月、Javier Cordova鉱業大臣
が、戦略的鉱山開発プロジェクトとして最初の生産開
始は、2017年のRío Blancoプロジェクトになるだろ
うと述べた。2016年8月11日、Jorge Glas副大統領が
プロジェクト予定地において、最初のボーリングに
立ち会い、同プロジェクトの建設開始を宣言。一方、
地元Cuenca市長及び市議会議員15名の内の9議員が、
水源の汚染はないとした同プロジェクトのEIAを承
認した政府環境省の決定に対し、同市がCuenca大学
に依頼している半年後の地質調査の結果が出るまで、
同プロジェクト中止を政府に申し入れた。

（7）Llurimagua銅プロジェクト

所在地：Imbabura県（図9）
権益者：ENAMI EP（エクアドル鉱業公社）51％及び
CODELCO（チリ）49％
予測鉱物資源量：318百万t（平均銅品位0.7％＝銅金
属量約2.2百万t、平均モリブデン品位0.016％＝モリ
ブデン金属量約51千t）
投資額：26百万US$（2016～2020年計画）
生産開始予定：未定
近況：2015年、15千mのボーリングを実施。2016年
も6百万US$を投資し10千mのボーリング調査を実
施し、プロジェクトの実行可能性を評価。2016年10
月、Javier Cordova鉱業大臣が、第一段階の探査ス
テージから第二段階の開発ステージに進むために、
ENAMI EPとCODELCO両社の合弁会社設立のため
の申請書が提出されたと発表した。2017年6月、地
元紙が、BHPが、本プロジェクトへの参画提案を、
CODELCOに対して行ったと報じた。
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（8）Cascabel銅金プロジェクト

所在地：Imbabura県（図10）
権 益 者：Exploraciones Novomining S.A.（豪 州SoGold社
85％及びカナダCornerstone Capital Resources社15％の
JV。SolGold社が探査費全額を負担してオペレーターと
なり、Cornerstone Capital Resources社がFSを担当）
鉱物資源量：ボーリング探鉱中
投資額：不明
生産開始予定：不明
近況：本プロジェクトは世界的な規模の銅・金ポー
フィリーシステムと目されており、2016年10月ま
でに土壌地化学探査25km2、IP探査及び電磁探査
23km2、ボーリング調査延べ23,700mが実施され、

さらに2017年にかけてボーリング調査が予定され
て い る。2016年8月、Newcrest Mining社（本 社 豪
州）が、約10.9百万US$でSolGold社株を10％取得。
Newcrest Mining社は、本プロジェクトに対し技術サ
ポートやアドバイスを提供することになった。2016
年10月、SolGold社株式の10％を30百万US$で買収
し、取締役会に役員を派遣するというBHPの提案を
同社は拒絶、SolGold社が本プロジェクトに持つ85％
権益のうち70％を275百万US$でBHPが買収する提
案も否決した。2017年6月、SolGold社は本プロジェ
クトのためNewcrest Mining社から40百万US$を資
金調達し、この結果Newcrest Mining社のSolGold社
株の持ち分は14.54％に増加した。

図9．Llurimaguaプロジェクトの位置
出典：ENAMI社HP

図10．Cascabelプロジェクトの位置
出典：SolGold社HP
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おわりに

エクアドルでは、過去3年間、原油価格の下落のた
め中央政府が直面した経済的障害に対し、金属鉱業に
新たな焦点があてられ、特に銅と金生産のための大規
模鉱業の実施が優先されることになった。

エクアドル国内で操業する国際的鉱山企業4社は、
鉱業部門への投資プロセスは、過去2年間で大きく改
善されたと考えており、その意味で中央政府の最近の
努力は実を結んだようにみえる。これらの企業は、政
府の努力が奏功した主因は、鉱業省のような鉱業部門
に特化した機関の設立や、鉱業投資へのインセンティ
ブの導入、法制度の改正であると表明している。

エクアドルの大規模鉱業分野の今後の道のりが長いこ
とに疑いの余地はないが、鉱業政策や制度、投資インセ
ンティブに関しての現状は、外国投資家には比較的魅力
的な対象に戻ったことを示しているように思われる。

Lenin Moreno新 大 統 領 は 大 統 領 選 挙 演 説 で、
Rafael Correa前政権の路線を踏襲することを公約し、
雇用創出源、地方の社会開発資金源として鉱業部門を
今後も促進すると主張しているが、中央政府と
Morona Santiago 県の先住民Shuar族との間に最近衝
突があっただけに、その将来は、地元コミュニティと
の関係、環境規制、および新政権が提供する投資環境
次第であると思われる。

（2017.8.15）
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