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エクアドル 
 

主要データ 

国名〔英名〕  エクアドル共和国〔Republic of Ecuador〕 

面積(km2) 283,561 

海岸線延長(km) 2,237 

人口（百万人） 16.9 

人口密度（人/km2) 59.6 

GDP（bUS$) 104.30 

一人当り GDP（US$） 6,169.82 

主要鉱産物：鉱石 金、銅 

主要鉱産物：地金 粗鋼 

鉱業管轄官庁 
エネルギー再生不能天然資源省（Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales no Renovables） 

鉱業関連政府機関 

エネルギー再生不能天然資源管理調整機構（ARC：Agencia de 

Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 

Renovables） 

地質エネルギー研究所（IIGE：Instituto de Investigación 

Geológico y Energético） 

鉱業法 鉱業法（2009 年 1 月公布）、鉱業法改正法（2013 年 7月） 

ロイヤルティ 鉱業法第 93 条、鉱業法改正法第 18 条 

外資法 外国投資促進法（1997 年） 

環境規制法 （環境影響調査制

度、環境・排出基準の有無等） 

環境管理法（法律第 121 号、2009 年） 

鉱業公社 エクアドル鉱業公社（Empresa Nacional Minera：ENAMI EP） 

鉱業活動中の民間企業 
Ecuacorriente、Lundin Gold、INV Metals、Junefield、Sol 

Gold 等  

 

1．鉱業一般のトピックス 

エクアドル政府は、大規模及び中規模の金属鉱業を積極的に推進する観点から、銅及び金、銀の大・

中規模鉱業事業 5 件を「戦略プロジェクト（Estratégico Proyecto Minero）」に指定し、中国やカナ

ダの企業に鉱業権を付与して進展を図ってきた。これらの事業は、Mirador、Fruta del Norte、Loma 

Larga、Río Blanco、Panantza-San Carlos で、そのうち Mirador 銅プロジェクトと Fruta del Norte

金プロジェクトは 2019 年に操業を開始した。 

 

(1) Mirador 銅鉱山（EcuaCorriente 社） 

2019 年 7 月 18 日、Zamora Chimchipe 県の Mirador 銅鉱山で開山式が行われ、エクアドルにおける

初の大規模銅鉱山の生産が正式に開始した。 

当初の粗鉱処理量は 10 千 t/日、半年後には 30 千 t/日、1 年以内に 60 千 t/日に増加予定とした。 

EcuaCorriente 社（銅陵有色金属集団有限公司・中国鉄建株式有限公司）によると、2019 年 6 月時

点の投資額は 1,248mUS$で、2020 年 1 月に最後の事前ロイヤルティ 15mUS$を納付し、総額 100mUS$の

同ロイヤルティの納付を完了した。 

2020 年 1 月 15 日には最初の銅精鉱 22 千 t がグアヤキル港から中国銅陵市に向けて輸出された。鉱

業管理調整機構（ARCOM）（当時）に登録された 4 ヶ所の分析所のうち、S.G.S. del Ecuador が行った
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サンプル採取により精鉱の銅、金、銀の含有量が計量され、ARCOM が鉱物輸出証明書を発行した。 

2020 年 3 月、COVID-19 の感染拡大により事態が収束するまで操業停止することとし、250 名の労働

者を 3 月 24～25 日の 2 日間で退避させると決定した。また、操業再開後も、同年 7 月末に鉱山キャン

プで数件の感染事例が確認され、8 月 4 日から一部活動の一時停止を余儀なくされた。 

 

(2) Fruta del Norte 金鉱山（Lundin Gold 社） 

2019 年 11 月 14 日、Zamora Chinchipe 県の Fruta del Norte 金鉱山で開山式が実施され、1986 年に

権益が付与されてから 33 年を経て、エクアドル初の大規模金鉱山として操業を開始した。 

総投資総額は 2,700mUS$、マインライフは 15 年で、年間に金 310 千 oz と銀 400 千 oz の生産が見込

まれる。2019 年の直接・間接雇用は 14,208 名（直接雇用：3,552 名、間接雇用：10,656 名）で、うち

93％をエクアドル国民が占めている。 

2019 年 12 月 8 日には、操業後初となる金精鉱 177.9t がグアヤキル港からフィンランドに向けて輸

出され、さらに同 12 日にはスイスの精錬所に向けてドーレが輸出された。 

2020 年 3 月 22 日、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大により事態が収束するまで操業停止

を決定、同 24 日に労働者（1,500 名）の退避を開始し、同 27 日までに「鉱山人員の退避」、「機械類の

撤去」、「輸出用金精鉱のグアヤキル港への輸送」を行うとした。 

2020 年 7 月 5 日に粗鉱処理量 2,800t/日で操業を再開し、2 か月で 3,500t/日に達する予定とした。

Lundin Gold 社は、2020 年下半期の金の生産量を 150～170 千 oz、年間総生産量を 200～220 千 oz と予

想し、操業停止前の同生産目標 300 千 oz から下方修正した。また、2020 年下半期の平均粗鉱処理量を

3,200t/日、金の平均品位を 10g/t と予測するほか、同期の総生産コスト（AISC）は 770～850US$/oz を

見込んでおり、本総生産コストには COVID-19 関連の追加コストのほか、増大する廃滓ダムへの対応、

地上機材の調達、効率改善プロジェクトのためのコストを含むとした。 

2020 年 10 月 17 日、Lundin Gold 社の業務でダンプカーが通行していた時に Zamora 川にかかる橋梁

が崩落した。この橋は Los Encuentros 地区と Shuar 族共同体など 19 の共同体を結ぶもので、橋に結

び付けられていた水道管が破損し、Los Encuentros 地区への水の供給がストップした。同地区住民は、

鉱山に出入りする重量車輛に橋が耐えられないことを警告してきたと主張、抗議のため鉱山への道路

を封鎖した。本件について、同 11 月 1 日、Lundin Gold 社が費用約 3mUS$を負担して橋梁を建設する

ことで同地区住民が合意し、翌 2 日に道路封鎖が解除された。 

 

2．鉱業政策のトピックス 

(1) 国家開発計画鉱業部門 2020－2030 

エネルギー再生不能天然資源省は、国の経済開発を目的として、責任ある鉱業に焦点を当てた計画

「国家開発計画鉱業部門 2020－2030」を策定した。 

これによると、2024 年には鉱物輸出の 200％増を目指し、GDP については 2019 年の 75％増、税収に

おいては 61％増が目標とされている。また、環境的、社会的持続可能性については、鉱業プロジェク

トの開発に必要な「統治（ガバナンス）」（国の対応の質）と「統治可能性（ガバナビリティ）」（社会の

要求に解決を与えるために国が有する技術的、政治的能力）のための適切な条件整備を目的として、

2024 年には鉱業政策を普及させるとしているほか、同年には未開発地域における鉱物資源量に関して

国土の評価済み面積の割合を 64.23％にするとしている。 

 

＜計画の 6 軸＞ 

1) 鉱業セクターが国の経済の中で重要性を持つ 

2) 環境と健康にとって適切な方法を実践 

3) セクターの開発のための研究、革新、起業を促進 

4) 行政機関の連携 
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5) 違法鉱業の規制と根絶 

6) 国の運営・管理の強化 

 

＜戦略的目的＞ 

1) 競争力を持ち、かつ持続可能な開発を伴った更なる投資を促進する 

2) 参加と対話を通じ、効果的な市民参加を保障し、鉱業関係者間の協調を図る 

3) 鉱物資源の統合的かつ責任を伴った利用を保障するべく、環境と安全な業務にとって適切な方法

を取り入れる 

4) 自由かつ情報提供を伴った事前協議、市民による監査、社会による管理を以て、国の重要なプロジ

ェクト周辺地域と経済開発特区において、特別な企画プロセスを推進する 

5) 土地登記と国土に関する信頼できる情報ベースを作成する 

6) 海洋、沿岸の探査を促進する 

7) 政府の決定或いは許可がその領域に影響する場合、先住民共同体、部族、民族を対象にした事前協

議プロセスにかかる規範の策定を推進する 

 

(2) 鉱業法の一部改正 

2020 年 7 月 28 日、鉱業法の一部を改正する法律が公布された。同改正法は、鉱業法第 29 条と第 40

条を廃止するもので、これまでこの 2 つの条項により、外国企業の場合、「必ずしも競争入札を経る必

要がない」、「政府は企業を指名して契約を結ぶことが出来る」と定められており、更に国営鉱山企業の

場合は、入札で勝たずとも契約が可能であると規定していた。 

本改正の背景は、これまでの過度な自由裁量権が生んだ汚職の防止や、国内企業と民間企業に対す

る差別を撤廃して全ての投資のための条件を同等にし、競争を図ることとしている。 

 

(3) 中規模・大規模鉱業対象の廃滓集積場に係る新指針の策定 

2020 年 7 月 15 日、エネルギー再生不能天然資源省は、省令 MERNNR-MERNNR-2020-0043-AM により、

「中規模・大規模鉱業対象の廃滓集積場の設計、建設、オペレーション及びメンテナンスに係る計画承

認のための指針」を策定した。 

上記の設計等に係る計画を承認するにあたっての行政上の手順及び技術基準が本指針において定め

られている。 

計画立案から操業期間における主要技術基準として、次の 8 点がある。 

1) 標準的な建設方式として、外盛り式で施工することとし、内盛り式は禁止する 

2) 飽和状態を回避するため、上澄池は可能な限りダム、堤体或いは擁壁から常時離れていなければ

ならない 

3) 集積場の内部の表面は、廃滓堆積スペースから外部への浸透を防止するものでなければならない 

4) 頂点と水面間の余裕高は 2m 未満であってはならず、また頂点と廃滓間の余裕高は 1m 未満であっ

てはならない 

5) 鉱業権者は、ダム、堤体或いは擁壁の建設において、分析所のテストに基づいた地力学上の特徴を

備えた材料を使用しなければならない 

6) 鉱業権者は、建設、オペレーション及びメンテナンスの期間中、品質確保・管理システムの一環と

して、集積場の全構造物及び付属工事を常時監督する 

7) 安定性の見地から集積場施設を調査し評価するために、毎年、内部及び外部監査を実施しなけれ

ばならない 

8) 集積場の計画立案、設計、建設、オペレーション及び閉鎖は、関連リスクを考慮に入れて行う 

更に、設計計画が含むべき最小要件として、「集積場管理の全サイクルにおいて早期警報を発信でき

るよう、現状把握システム及び計器装備による監視システム、品質管理システムの導入、建設、オペレ
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ーション及びメンテナンスのためのマニュアル、緊急時対応プラン」が定められている。 

既に建設或いはオペレーションを開始している（中・大規模鉱業の）鉱業権者の場合、所管省が実施

スケジュールを承認した日から遅くとも 18 か月以内に、本指針の規定を導入しなければならない。 

 

(4) 三調整管理機構の合併 

2020 年 7 月 1 日、炭化水素、鉱業、電力セクターを担当する 3 つの管理調整機構が合併し、エネル

ギー再生不能天然資源管理調整機構（Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 

Naturales No Renovables）が発足した。本合併は、国家規模効率化計画の一環として行われたもので、

同 5 月 6 日付け行政令第 1036 号により 60 日以内に合併することが命じられていたもので、新組織は

エネルギー再生不能天然資源省の傘下に入る。 

同省の Ortiz 大臣は、電気料金及び燃料価格設定のための新メカニズムのコントロール、違法鉱業

取り締まりにおける協力の他、3 セクターの活動及び鉱物、炭化水素、電力輸出に対する管理調整を新

機構の優先業務として挙げた。 

 

(5) 環境省と水資源庁の合併 

2020 年 3 月 3 日付け行政令第 1007 号により、環境省と水資源庁が合併（60 日以内）し、新組織は

環境・水資源省（Ministerio del Ambiente y Agua）とすることが交付された。合併後は、水資源調整

管理機構（Agencia de Regulación y Control del Agua）、国立生物多様性研究所（Instituto Nacional 

de Biodiversidad）などの 4 機関が傘下に置かれる。 

 

3.その他トピックス 

(1) Cascabel 銅プロジェクト 

2019 年 11 月 25 日、BHP グループは、21.9mUS$を投じて Cascabel 銅プロジェクトのオペレーターで

ある SolGold 社の持ち株を 11.1％から 14.7％に増やすと発表した。SolGold 社によれば、これをもっ

て BHP は、僅差ながら同社の最大株主になった。 

Cascabel 銅プロジェクトは推定資源量が金 23 百万 oz、銅 10.9 百万 t で、エクアドル政府は事前経

済性評価を踏まえて、49～66 年のマインライフ中、26bUS$近くの資金が必要とされると推定している。 

 

(2) Llurimagua 銅プロジェクト 

後期探鉱ステージにある Llurimagua 銅プロジェクトでは、今後のプロジェクトの推進を可能にする

ために、エクアドル鉱業公社（ENAMI EP）とチリ CODELCO が合弁会社設立に向けた準備をしていると

ころ、エクアドル政府は、合弁会社設立後に ENAMI EP が所有することになる 51％の持ち株を売り出す

方針を示した。 

同プロジェクトは 2023 年にはプレ FS に進むものと見られており、鉱山建設の決定までにこの先 4

年間で約 250mUS$が必要とされているが、エクアドルの主要輸出産品である石油の価格下落と COVID-

19 が与えた経済インパクトによって同国財政は大打撃を受け、今後のプロジェクトコストの負担分を

カバーできない状態になっている。 

 

(3) 憲法裁判所が Azuay 県 Cuenca 市での住民投票実施を承認 

憲法裁判所は 2020 年 9 月 18 日、Azuay 県 Cuenca 市の Palacios 市長による住民投票実施にかかる 5

つの質問の合憲性審査に対し、これを認める判断を示した。Cuenca 市議会は同年 9 月 1 日に全員一致

で住民投票の実施を決定、同 8 日に市長が憲法裁判所に対して質問の合憲性審査を請求していた。 

なお、5 つの質問のうち 4 つは同じ文言で河川名だけを変えもので、残り 1 つは河川名に加えて対象

とする鉱業の規模を変えている。 
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（質問 1～4） 

クエンカ市通信・上下水道・衛生市営企業（ETAPA）が設定した境界に基づいた Machángara 川 / 

Tarqui 川 / Tomebamba 川 / Yanuncay 川 涵養域における大規模金属鉱業の採掘活動を禁止する

ことに賛成するか？ 

（質問 5） 

クエンカ市通信・上下水道・衛生市営企業（ETAPA）が設定した境界に基づいた Norcay 川 涵養域

における中規模金属鉱業の採掘活動を禁止することに賛成するか？ 

 

なお、この判断について憲法裁判所は、特に中規模金属鉱業という「鉱業の種類に言及している」5

番目の質問について、「特定のエリア、鉱業の種類を一つ」に絞っているため、「投票者は質問に対し

て、ひとまとめではなく個別に、賛成或いは反対の意思表示を行うことが可能になる」ことから合憲で

あるとの見解を述べた。 

憲法裁判所はまた、結果が「採掘活動の禁止に賛成」の場合、その効果が及ぶのは将来においてのみ

と明記しているほか、これにより導入される措置は各自治体レベルに対して規定されている憲法上及

び法的権限の範囲を超えることは出来ないとし、本判決も住民投票の結果も、職権或いは法制度が付

与していない権限を認めるものとして理解されてはならないとした。 

上記の 5 つの河川の涵養域には、戦略プロジェクトである Loma Larga や Rio Blanco をはじめ 43 の

権益が存在し、鉱業関係者は、憲法裁判所が「効果が及ぶのは将来においてのみ」とし、既得権益を尊

重する判断を示した点については評価している一方で、Palacios 市長は、探鉱や採掘など将来のステ

ージの変更の際には効果が及ぶとの意見を表明し、プロジェクトの継続性についてリスクが懸念され

ている。 

Cuenca 市の住民投票について、これを実施する国家選挙審議会は、当初は法定期限に基づいて 12 月

13 日に投票を行うと発表したが、人的・ロジ的効率性等の観点から、2021 年 2 月の総選挙時に一緒に

行われる可能性が言及されている。 

他方、県レベルでの反鉱業にかかる住民投票を目指していた Azuay 県の Pérez 知事は、2019 年 9 月

に形式上の問題を理由に合憲性審査の要請が却下されて以降、2020 年 1 月に 2 回目、2020 年 8 月に 3

回目となる合憲性審査を憲法裁判所に要請したが、いずれも形式上の不備を理由に却下されていた。 

 

(4) Azuay 県で廃滓集積場の擁壁が崩壊 

2020 年 7 月 3 日、エネルギー再生不能天然資源省は、Azuay 県 Camilo Ponce Enríquez 郡に所在す

る選鉱プラントの廃滓集積場の擁壁が一つ崩壊し、Tenguel 川を汚染したと報告した。 

即時で執行される措置の一つは、同プラントの操業禁止命令の貼付であるが、それと並行してエネ

ルギー再生不能天然資源管理調整機構（ARCER）はオペレーターである Austro Gold 社に対する処罰を

決定するための手続きを開始した。作成された技術報告書は所管省に送付され、法の定める権限に従

って手続きが進められる。 

 

（2020.11.30 リマ事務所 栗原健一） 


