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1講演概要

1. 資源・環境制約と鉱業

2. 主要鉱業国の環境、社会問題の動向
（チリ、ペルー、アルゼンチン、豪州）

3. 世界の環境規制動向
（REACH、世銀グループEHSガイドライン）

4. 持続可能な開発への取り組み
（Green Lead）



2資源制約と環境制約

1. 持続可能な開発（sustainable development）が国連の「環
境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）」によっ
て打ち出されてから、2007年でちょうど20年。

2. 資源制約および環境制約が厳しさを増すなか、鉱業界が「持
続可能な開発」に対する果たすべき貢献は大きい。

3. 資源・環境制約の変化は、社会的制約・経済的制約の増大
につながり、鉱業界のコスト増とリスク増大という、事業に直
接影響を与える要因になりつつある。

4. 今回は、最近の環境制約等の動向を紹介し、また、それに対
する世界の産業界・企業の取り組みの一部を紹介する。



3資源制約 環境制約

1. 資源制約：欧米を中心とした需要構造か
らBRICsなど新興諸国の飛躍的な成長
に伴う需要増大による需給構造の変化

2. 環境制約：CO2、水、生物多様性、化学
物質、人の健康等の問題に対応した規
制強化



4環境、社会問題の動向:チリ共和国(1)
1. チリにおいては、グローバルな需要の高まりを受け、銅をはじめとする鉱物資源の増産を目指した、新規鉱

山開発や拡張計画が進行中。これらの計画を進めていく上で、電力、用水、労働力の確保が重要な課題。
これらの課題は、同国の環境分野、社会分野の課題と密接に関係している。

2. 現在、国内では操業に重大な影響のある環境問題は発生していないが、今後もこれらの計画に伴う農業関
係者を含む地元地域住民との利害対立や請負労働者の雇用に関する課題を抱える。

事 例 概 要

Los Pelambres
鉱山のEl Mauro
堆積場建設問題

(1) 地元農民が灌漑用水に影響が出ているとして提訴、サンティアゴ高等裁判所から建設許可無効の判決が
出された。鉱山会社と政府は最高裁判所に上訴。最高裁判所の判決が下るのは2008年となる見込み。
(2) El Mauro堆積場は、現在山元にあるQuillayes堆積場が2008年に満杯になるため、政府当局の認可を得
て建設中で、半分以上出来上がっている。建設中止の場合鉱山操業自体が不可能となる。なお、鉱山会社関
係者によると、Quillayes堆積場が満杯になるまでに判決が出ない場合は、その時点でLos Pelambres鉱山
の操業を維持するための臨機の対応を考えるとのこと。

(3) Los Pelambres鉱山では、2007年8月に廃さいダムへの揚水ポンプのバルブが破裂し、22時間半にわた
り硫酸塩・モリブデンを含んだ鉱山廃水がCancumen川に流出する事故が発生。本件は、第Ⅳ州環境委員会
(CONAMA)の調査を受けたが、事故発生後Los Pelambres鉱山から環境委員会への報告までの時間が長
かったため批判を受けた。

鉱山用水需要増
大と既存水利権と
の問題

(1)  CODELCOのAndina鉱山の増産計画に伴い、鉱山用水路建設工事に対する地元農民は、Aconcagua川
の環境保全と水利権に関し争う。

(2)  チリ第Ⅱ州の地方環境委員会(COREMA)は、2007年10月24日、会合でEscondida鉱山のPampa 
Colorado地下水揚水プロジェクトを満場一致で拒否。出席した生態学者や地元原住民団体は、同計画はSan 
Pedro de Atacama地区のエコシステムに重大な影響を及ぼす可能性があるとし反対する意向を示した。



5環境、社会問題の動向:チリ共和国(2)
3. 下請け鉱山労働者によるストライキと請負法の問題。2007年6月CODELCO各事業所で労働条件の改善

を求め、請負労働者によるストや過激な活動が見られたが、労働条件の改善と一時金でスト終結。

4. 一方、労働局による下請け労働者の正規雇用化措置の要求した。CODELCO側は各裁判所に不服申し
立てを行い、各裁判所は措置を違法とする判決出るも一部地域では引き続き係争中。これに対し、2008
年3月4日El Teniente鉱山で請負労働者を代表する組合が道路封鎖やバスへの投石など暴力的な抗議
行動を行っており、発生し、5日、6日も継続している状況が報道された。

年 月 事業所 概 況

4月11日 ノルテ 請負労働者が待遇改善を求め抗議行動、呼応したﾁｭｷﾏｶﾀ第2、第3組合の組合員約20人がﾁｭｷｶﾏﾀ鉱山の4つのｹﾞｰﾄを封鎖、約3
千人の従業員の入構を妨害。組合側は他5事業所へ共同抗議行動を要請。会社側発表では、混乱無く、生産への影響なしとのこと。

5月10日 アン
ディーナ

請負労働者約100名が早朝から同鉱山入口に通じる道路にﾊﾞﾘｹｰﾄﾞを築き、古タイヤを燃やす等過激なデモ。原因は、2006年10月
施行の｢請負事業及び短期労働者派遣事業法｣が未遵守、銅価高による特別手当が未払。同事業所2,000人の下請従業員、ｴﾙﾃﾆｴ
ﾝﾃ事業所及びﾍﾞﾝﾀﾅｽ事業所の請負労働者も呼応しスト表明。同事業所のデモは、同日14時、県の長官が現場で労働大臣と組合役
員との面談を約束したことを伝え、一応収束。

6月 全事業所 全請負企業の従業員2万8千人が銅産業労働者連合の結成を宣言、共同でCODELCOに待遇改善を要求。事態を重く見た労働大臣
が仲介に乗り出し、会社側は請負企業、請負従業員との協議を行うことに同意。

6月25日 全事業所 スト指導者は、6月25日午前6時から全事業所で入り口に通じる道路を封鎖するよう指示。 道路の封鎖を行なった請負労働者の一
部が暴徒化し、ｴﾙﾃﾆｴﾝﾃ事業所では数百人の請負労働者が事業所内に乱入してミニバスなどを横転させ、通勤用大型バス8台を焼
き打ちした。ｱﾝﾃﾞｨｰﾅ事業所でも道路を封鎖した約500人の労働者達が路上で大量の古タイヤを燃やし、警察隊に激しく抵抗したため、
数人の逮捕者が出た。ﾉﾙﾃ事業所でも道路が封鎖された他、ﾗﾄﾞﾐﾛ･ﾄﾐｯｸ鉱山の電解工場が請負労働者に占拠されたと報道。

7月9日 全事業所 請負労働者のストは開始後交渉が難航。7月9日早朝、ｱﾝﾃﾞｨﾅ事業所で請負労働者の一部が暴徒化し、CODELCO従業員の通勤バ
スに投石、同乗の従業員が負傷する事件が発生。また、ｴﾙﾃﾆｴﾝﾃ事業所でも暴徒化した請負労働者が銅出荷中のトラック4台を横
転させる等の暴力行為を働いた。事態を重視したCODELCOは、ｱﾝﾃﾞｨﾅ事業所操業を全面停止し、請負労働者との対話を中止。

7月31日 全事業所 請負労働者の内、最後までストライキを続けていた強硬派が、7月30日に会社側の提案を受入、36日間に亘ったストが終結。7月31
日にCODELCO全事業所で行なわれた組合員総会で、スト解除の決議を採択。8月1日よりCODELCOの全事業所で就労が開始。

＜CODELCOにおける下請従業員のスト及び交渉経緯＞



6環境、社会問題の動向：ペルー共和国

時期 場所 概要

2007年4月 Michiquillay 急進反対派による反鉱山開発運動の激化や地元自治体指導者の交代に伴う混乱で、一時期、鉱山反対派
が大勢を占めるも、入札直前の地元指導者との話し合いで沈静化の方向。現在、落札したAnglo American
が地元住民との合意形成に向け対応中。

2007年3月 Cerro de Pasco 農民コミュニティが選鉱場拡大に伴う農地への被害賠償を求めて鉱山のアクセス道の封鎖。警官隊との衝突
で負傷者が発生。160万ソーレスの賠償金、地方電化、雇用促進、住民労働者の昇給を約束し、3日で解決。

2007年5月 La Zanja 地方自治体が環境汚染被害を主張、プロジェクト中止を要求。政府・企業側は現地討論会を開催し、正確な
情報と意見交換を実施。

2007年5月 Huanzala 一部地元住民が過去の環境汚染被害の賠償を求めて鉱山のアクセス道を封鎖。政府の仲介などで、地元住
民への貢献を強めていくことで沈静化。

2007年9月 Rio Blanco 土地の立ち入りを巡る地元住民との対立が発端。NGOによる環境汚染キャンペーンも影響し、9月の住民投
票では、9割以上が鉱山反対を表明。現在、政府が住民指導者との対話を模索中。政府は、地元住民との合
意形成まで、活動凍結を発表。鉱山側（紫金鉱業）は、2008年3月、同年予定鉱山建設開始の延期を決定。

Magistral、Apurimac、Antilla、Cotabambas、Los Chancas、Las Bambas、Tia Maria、Michiquillay、Galeno、La Granja、
AntapaccayMarcobreMina Justa、Toromocho、Quellaveco、San Gregorio、Bayovar、BayovarII、Rio Blanco、Pucamarca、Cajamarquilla拡
張計画

＜20の大型プロジェクト＞

＜最近の主な反鉱山運動の事例＞

1. 環境汚染の懸念や地元への利益還元を求めた地元住民による反鉱山運動が後を絶たず、一部で鉱山の
操業や探鉱開発活動が一時的に停止する事態に発展。

2. ガルシア大統領は、背後に一部の悪質な環境NGOや反政府組織による煽動があるとして激しく非難。政
府は、投資家の不安を払拭するため、20の大型プロジェクトを国家の最優先プロジェクトとして推進していく
とする法案を提出。



7環境、社会問題の動向：アルゼンチン

1. アルゼンチンでは地元住民や環境保護団体による反鉱業運動により、多くの優良な探鉱・開発プロジェクトが中断・延期され、
最悪の場合、中止・撤退に至る事態が発生。南部ﾊﾟﾀｺﾞﾆｱ地方で発生した反鉱業運動は、2006 年末から2007 年にかけ、同
国の鉱業活動の盛んな北西部地域に拡大。現在、同地域の複数の州においてシアン等有害物質の使用を禁止する法律が制
定され、同国の投資環境を悪化させる要因。

2. 北西部の鉱業州では、鉱業促進政策をとる政府に反対する勢力が、地元住民の鉱業に対する反対運動や環境保全運動を利
用し、現政権を揺さぶる事例が認められ、反対運動は政治的に利用されるケースもある。この傾向は2008年以降も継続する。

州名 規制年月 規制内容

Rio Neglo 2005年08月 州内で金属鉱物の採掘、処理加工でのｼｱﾝ及び水銀の使用を禁止。

Chubto 2006年11月 州全体の4 0 %に及ぶ山岳地帯で3 6 か月間、鉱業活動を完全禁止。

La Rioja 2007年03月 州内でｼｱﾝ、水銀その他の汚染物質を使用したﾘｰﾁﾝｸﾞ･ﾌﾟﾛｾｽを用いる露天採掘を禁止。

Tucuman 2007年04月 州内の露天採掘の金属鉱山開発とｼｱﾝ・水銀を使用した処理を禁止。

Mendoza 2007年06月 州内で鉱物採掘(抽出)にｼｱﾝ他の化学物質の使用を禁止。

La Pampa 2007年10月 州内で金属鉱物を処理・加工するためｼｱﾝや水銀のような危険な化学物質の使用を禁止。

Sun Juan 2007年09月 州政府はCerro Mercedsrio地域での探鉱・鉱山開発を全面禁止。今後、当該地域での探鉱許可を付
与しない措置を決定。

Catamarca 2007年11月 Tinogasta地区委員会は同地区内での露天採掘禁止を含む新環境規則を制定、この規則をウラン・
金・銀・銅の採掘に適用できるよう拡張。

Santa Cruz 2008年02月 州政府はｱﾝﾃﾞｽ地域での鉱業禁止法案を08年03月に下院に提出予定。なお、同州政府は同地域で
既に既探鉱許可取得企業に探鉱を中止を要請する見込み。

Salta 時期未定 Metan県はCalchequies峡谷の探鉱活動の可否につき、近日中に住民投票実施予定(時期未定)。

＜アルゼンチン各州における規制動向＞ ※州名の太字：アルゼンチン北西部に位置する州



8環境、社会問題の動向：オーストラリア(1)
2007年3月、西オーストラリア州の港町Esperanceで、187羽の鳥が空から原因不明で落ち、また、非常
に高いレベルの鉛と硫化ニッケルが住宅の雨水タンクから発見されことが発端で発生した、Iverina社の
子会社のMagellan Metals社(Magellan社)の鉛汚染問題については、2008年1月17日、西オーストラリア
州政府がMagellan社の鉛鉱石の船積み再開の条件を提示。同社は、州環境大臣と環境保護庁が作成した
条件を満たせばパースのFremantle港から船積みが可能となる。

＜西オーストラリア州Esperance港での鉛汚染問題の経緯＞

年 月 概要

2007年3月 西オーストラリア州の港町Esperanceで、187羽の鳥が空から原因不明で落ち、また、非常に高いレベルの鉛と硫化
ニッケルが住宅の雨水タンクから発見され、14,000人の町の居住者の健康リスクについての関心が高まった。

Esperance港湾当局は当面、炭酸鉛を出荷することを禁止。炭酸鉛は、950km北のWiluna鉱山で採掘され、過去
18か月にわたって鉄道で港に輸送された。カナダのIverina社は、原因が解明されるまで、精鉱の輸出を停止するこ
とに合意した。Iverina社の子会社のMagellan Metals社(本社パース、以下Magellan社)は、3月14日、Esperance地
域社会の安全は保証されているという声明を出した。

2007年4月 検査の結果、5歳以下の子供1名と大人6名が、血液検査で血液中の鉛濃度がWHOの基準値を超えていたことが明
らかに。WHOの血液中の鉛濃度のガイドラインは10μg/dlであるが、子供が11μg/dl、大人は、21μg/dlの人が1名
いたほか、3名が11μg/dl、12μg/dlと14μg/dlがそれぞれ1名いた。

同週、西オーストラリア州健康省の係員は、港周辺の海から採取された海産物から警告すべき高レベルの鉛とニッ
ケルが検出されたため、Esperance港の人々に魚貝類・甲殻類を食べないよう警告した。2週間前には、州健康省は
タンクの水を飲まないように警告した。

Esperance 港湾当局は、4月鳥の死亡原因が特定されるまでWiluna鉛鉱山からの炭酸鉛の輸送と港からの出荷を
停止した。



9環境、社会問題の動向：オーストラリア(2)
年 月 概要

2007年4月 Wiluna鉱山は、鉛輸出港のEsperanceでの鉛汚染に伴い、鉱山操業を一時停止し、90人の労働者をレイオフ。

Esperance港湾当局の港からの鉛の輸送の停止により、Magellan社は、船積みに替わる輸送手段を見つけるまで
操業を停止することになった。Magellan社は、鉛を2重に密封したコンテナーでパースのFremantle港から船積みする
ことについてアプローチしたが、Fremantle市長はただちに反対。

政府の記録を入手した地元紙のThe Australianは、鉱山における環境と健康安全の違反が西オーストラリア州政府
には、鉱山がフル操業になり鉛を輸出する2年前の2004年9月から知られていたと指摘。

西オーストラリア州議会に委員会が設置され、4月30日調査が開始。ヒアリング調査の結果、港湾当局によりMagella
社が、2005年7月の最初の船積みの前に、ペレット形状で鉛を供給することには失敗したと言われたことが明らかに
された。計画上では、鉛はダスト低減のため、10mmの湿潤なボール形状で輸出するとされていたが、Magellan社の
Patrick Scott社長は、会社は当初ボールの形状で輸出するはずであったが、Wiluna鉱山からEsperance港までの
900kmの輸送で壊れてしまったと述べた。

2007年11月 州政府は、7百万A$をかけてEsperanceの港町をクリーンにした。また、鉛鉱石は、既にEsperance港からは出荷さ
れていない。州政府企画・インフラ担当大臣のAlannah MacTiernanは、港湾施設は改良され、鉱石輸送方法と粉じ
ん・大気のモニタリングも改善されていると述べた。

2008年01月 2008年1月17日、西オーストラリア州政府は、Magellan社の鉛鉱石の船積み再開の条件を提示。同社は、州環境大
臣と環境保護庁が作成した条件を満たせばパースのFremantle港から船積みが可能となる。条件は、前例のない厳
しいもので、世界のベストプラクティスを超えるものである。その条件は、

① 5百万A$の保証金
② 鉱山と港で鉛鉱石バッグとコンテナを検査する大臣によって承認された検査官の任命

③ 健康・衛生・環境管理計画の達成

④ 輸送ルートに沿った基準値測定

⑤ すべての条件を満たせばMagellan社は、2008年後半に生産を再開できる。



10環境規制の動向：REACH(1)

1. 1.欧州新化学物質規制（Registration, Evaluation and Authorization of 
Chemicals: REACH）が、2007 年6 月1 日施行。

2. 欧州で流通される化学物質（金属も含む）を包括的に管理する新システムで、これまでの
既存物質における規制である。既存化学物質規制法、新規化学物質届出規制等を、一
つの制度に置き換え。

3. 化学物質の安全性立証責任が、政府から企業へシフトされるという大きな意味を持つ。

4. REACH は、規則（Regulation）でり、欧州指令（Directive）とは異なり、加盟国に直接
適用、個々の国に効力を持たせるための国内法を通じた施行は必要なし。

5. 欧州委員会は、化学物質に起因する有害性から健康と環境の保護をし、域内での産業
界における競争力も強化をREACH の最大目的とした。

6. REACHは、欧州域内外の化学物質のみならず、全ての金属及び金属化合物にも適用さ
れることから、金属産業界も影響を受ける。そのため、これまで欧州を中心とした金属産
業の協会や企業等が主体となり、REACH 導入の最初の段階である物質の登録
（Registration）義務への取り組みが行われている。



11環境規制の動向：REACH(2)
＜REACHの概要＞

主要要素 概要

Registration
（登録）

●年間の製造・輸入量が、事業者当たり1 トンを超えている化学物質が対象
（注：新規化学物質か既存化学物質かを問わない）

●製造・輸入事業者は、登録のため欧州化学物質庁に以下の情報を提出

▶技術書類一式

（登録者情報、物質の特定、用途、分類・表示、有害性情報、安全な使用に関するガイダンス等）

▶年間の製造・輸入量が事業者当たり10トン以上の化学物質については、化学物質安全性報告書（CSR）
（有害性評価、リスク評価が必要）が追加的に必要

●既存化学物質の登録は、事業者当たりの製造・輸入量の程度に応じて登録期限を設定

Evaluation
（評価）

●化学物質安全性報告書（CSR）の内容を行政庁が評価し、必要に応じ、追加試験の実施又は追加情報
を事業者に要求

●行政庁は、高懸念物質（SVHC）で、ばく露があり、事業者当たり年間100トンを超える量が使用される物
質から優先的に評価を実施

Authorization
（認可）

●高懸念物質（SVHC）を使用するには、事業者は、行政庁に申請して認可を得る必要あり
（注：認可の有効期間はケースバイケース）

●認可を有する事業者及び川下使用者は、上市前にラベル上に認可番号を記載する必要あり

Restriction
（制限）

●行政庁が実施したリスク評価の結果、リスク軽減措置が必要な場合には、製造、上市、使用を制限

（注：この制度自体は現在の欧州の規制から基本的に変更なし）

出典：ＲＥＡＣＨの概要（環境省）



12環境規制の動向：REACH(3)
1. 2006 年12 月18 日、閣僚理事会及び欧州議会は、欧州議会において可決された妥協案を最終的に承認。

2. REACH は、2003 年10 月の欧州委員会での同規制案採択以降、産業界（主な金属団体として、欧州非鉄金属ロビー団体
である欧州非鉄金属協会（Eurometaux）、欧州鉄鋼連盟（EUROFER）、合金産業の（EIMAC）からの、前例のない激しい
ロビー活動の下、3 年間にわたって協議が行われてきた。

3. 2006 年9 月に開始された第二読会以降は、産業界にとって、最大の論点であった「認可」義務における代替物質の取り扱
い（代替原則）について、閣僚理事会と欧州議会の間で調整が行われてきた。この結果、鉱石および精鉱がREACH の登録
における義務から除外。

鉱物及び金属 REACHでの適用除外に係る不明確点の概要

鉱石、精鉱 ◆鉱石、精鉱が、『not chemically modified』（化学的に合成） された物質と見なされた場合、
『Preparation』調剤（調合、2 つ以上の物質の混合物）、UVCB 物質（組成が不明または不定の物質、複
雑な反応生成物および生体物質）、Muluti-Constituent Substance（主な構成物質が重量比で10 ％以上、
80 ％未満を占めるもの）のいずれに当てはまるのか不明確。それにより登録すべき内容が変わる。

◆鉱石と精鉱が「transported isolated intermediate（中間生産物等）」の定義に当てはまるか否か不明
確。この定義に当てはまった場合、REACH の登録が軽減され、認可の対象外になる。当てはまらない場
合は、CMR 物質（発ガン性、変異原性、生殖毒性のある物質）を重量比で0.1 ％以上含む鉱石、精鉱が、
認可対象となる可能性がある。

二次原料 ◆製錬の過程で出る二次原料を外部に販売する場合、廃棄物、物質、調剤のいずれに該当するのか不
明確。廃棄物扱いであれば、REACH の対象外であるが、物質、調剤扱いであれば、登録の対象となる。

合金 ◆ 「特別な調剤」とされる、合金を構成する金属のうち、重量比何％以上のものを登録する必要があるの
か不明確。

＜ＲＥＡＣＨでの適用除外に係る不明確な点＞



13環境規制の動向：REACH(4)

ＲＥＡＣＨでの適用除外に係る不明確な点

1. 金属産業界においては、金属及び金属化合物の生産される種類が、有機化学物質に比べると少ない一方で、個々の物
質の生産量が多く、1 企業当たり年間生産量・輸入量が1,000t を超えるものが多数であり、また、REACH では重量
ベースで優先順位付けがなされているため、金属及び金属化合物の多くは、REACH 発効の3 年後である2010 年に登
録を完了させ、化学物質安全性報告書（Chemical Safety Report ： CSR）も作成する必要がある。このため、金属産
業界に与えられた時間は極めて短い。

2. 欧州において、使用及び販売を望む事業者は、その物質の登録・届出が必要となり、2008 年6 ～ 12 月の6 ヶ月間に、
予備登録を済ませることが義務付けられている。

3. 現在、欧州における非鉄金属を取り扱う多くの企業は、この予備登録の準備を進めている。予備登録をすることによって、
正式登録までに猶予期間が与えられる。予備登録では、物質の名称、CAS 番号（アメリカ化学会の下部組織Chemical 
Abstracts Service による化学物質の番号）、社名等を申請することになる。予備登録をすることで、物質情報交換
フォーラム（Substance Information Exchange Forum ― SIEF）への自動的参加が義務付けられることにもなる。

4. 鉱種別の金属産業協会を主体とするコンソーシアムが形成されている。コンソーシアムは、物質の重複登録の回避とし
て、業界企業が共同でREACH の登録に必要な情報を収集し、共同で物質の登録ができる、コンソーシアムへの参加が
許される。金属鉱業業界においても、リスクアセスメントを行っている非鉄金属産業協会、業界が核となり、金属コンソー
シアムを形成した。金属コンソーシアムは、登録に必要となる技術書類一式の準備も行う。また、コンソーシアムのメン
バーはREACH 規制の登録義務における登録費用が1/3 になる。

REACH の条文は約1,000 ページとなり、REACH 導入ガイダンスとなるRIP(REACH Implementation Project: RIP)は、およ
そ8,000 ページにも亘る文書である。このため、REACH 規制を完全に理解することは容易ではない。RIP には個別事例に対する
対応策は無いので、施行後（2007 年6 月1日）もRIP をもとに、段階的に金属毎、個々の企業毎に、規制側、産業界が協力し合っ
て取り組んで行くことが大切である。



14環境規制の動向：REACH(5)
1. 欧州におけるリスクアセスメントにおいて優先度が高いものとして、非鉄金属業界では、亜鉛、カドミウム、ニッケル、アンチ

モン、アルミニウムなどを141の優先物質リストに挙げており、これまでに産業界の協力の下、リスクアセスメントを実施。

2. 非鉄金属産業界では、リスクアセスメントに早期に着手し、金属の安全性に関する評価が過去12 年間にわたって実施され
てきた。現在では鉛、亜鉛、銅、ニッケルにおけるリスクアセスメントはほぼ完了し、金属のリスク管理の段階というのが現状。

鉱種 リスクアセスメント コンソーシアム

ニッケル ﾆｯｹﾙ、硫化ﾆｯｹﾙ及び3 種のﾆｯｹﾙ化合物は、早期に
着手、欧州ﾆｯｹﾙ産業協会（ENIA）等の業界団が主体
となって、ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄの情報を公開。最終段階の
Risk Charactrizationが2006 年12 月に終了。

金属ﾆｯｹﾙはCMR 物質に分類され、業界団体は施行に先立ち、2007 年1 月23 
日ｺﾝｿｰｼｱﾑ結成を発表し、関連するｳｴﾌﾞｻｲﾄを構築。本ｻｲﾄでは、ﾆｯｹﾙ金属及び
化合物に関する予備登録、ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟ等に関する情報を提供。
（http://www.nickelconsortia.org/）

欧州亜鉛協会（IZA-Europe: IZA）は、 2007 年6 月30 日、亜鉛ｺﾝｿｰｼｱﾑの設立
を公式に発表。現在は、IZA ﾒﾝﾊﾞｰ業界により構成されたＷＧが、ｺﾝｿｰｼｱﾑの作業
項目、法的枠組み等を決定。会員募集中。

国際カドミウム協会（ International Cadmium Association: ICdA）は、 2007 
年6 月30 日、ｶﾄﾞﾐｳﾑｺﾝｿｰｼｱﾑの設立を公式に発表。ICdA ﾒﾝﾊﾞｰ業界により構
成されたＷＧが法的枠組み等を決定。会員募集中。

国際鉛開発協会（Lead Development Association International: LDAI）は、
2007年7月6日、鉛及び鉛化合物のｺﾝｿｰｼｱﾑの設立を公式に発表。ｺﾝｿｰｼｱﾑは、
LDAI、欧州酸化鉛協会（European Lead Oxide Association）及び欧州鉛安定剤
協会（European Lead Stabilizers Association）の3 組織が協力し形成。

銅 2000 年欧州銅協会（European Copper Institute: 
ECI）が銅の自主的ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ（ Voluntary Risk 
Assessment: VRA）開始。対象は銅地金、銅粉、4 種
類の銅化合物で、2005 年に最終報告書を欧州委員
会及びEU 加盟国へ提出。終了は2007年の見込み。

銅のｺﾝｿｰｼｱﾑは、欧州銅協会（EuropeanCopper Institute、以下ECI）が実施した
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄが、REACH ｺﾝｿｰｼｱﾑへと移行する形で設立された。ｳｴﾌﾞｻｲﾄは存在
するが、ﾒﾝﾊﾞｰ専用となり、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞで管理。ECI によれば、Norddeutsche
Affinerie（独）が、銅地金のREACH 登録代表者となり、銅地金生産者の共通報告
書を作成することを引き受けたとしている。

亜鉛 亜鉛のﾘｽｸｻｾｽﾒﾝﾄは、ほぼ完了に近づいており、最
終ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ報告書の提出後、EU と産業界の両者
で既に同意のリスク管理報告書も完成する見込み。

カドミウム カドミウムの金属及酸化物のリスクアセスメントは、非
鉄金属としてのカドミウム（論評国：ベルギー）リスクア
セスメントレポートが、2004 ～ 2005 年に終了。

鉛 国際鉛開発協会（Lead Development Association 
International: LDA）が主体となり、鉛産業界からの
データを基に鉛の自主的ﾘｽｸｻｾｽﾒﾝﾄ（Voluntary 
Risk Assessment on Lead: VRAL）の作成が開始さ
れている。

＜構種別リスクアセスメントの状況とコンソーシアムの形成（2007年7月現在）＞
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16世銀グループのEHSガイドライン制定(1)
1. 2007年12月10日世界銀行グループ（世界銀行、IFC、MIGA等）は、『鉱業のための環境、健康及び安全

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（EHS Guideline) 』を制定し、あるプロジェクトに関与した場合、『一般EHS Guideline』と併せ
て、基準として適用。なお、製錬分野は、別途『ﾍﾞｰｽﾒﾀﾙの製錬及び精錬に関するEHSｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ』を制定。

2. 鉱業EHSｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは、適切な費用で既存の技術を用いて新たな施設で達成可能であると一般的に見なさ
れる達成レベル及び基準

1. 適用性 (1)坑内採掘 (2)露天採掘 (3)砂鉱床採掘 (4) ｿﾙｰｼｮﾝﾏｲﾆﾝｸﾞ (5)海洋ﾄﾞﾚｯｼﾞﾝｸﾞ
2. ガイドラインの構成

(1)セクション1.0 鉱業界特有の影響及び管理

①1.1 環境
②1.2  労働安全衛生
③1.3  地域医療及び安全
④1.4  閉山及び閉山後

(2)セクション2.0 実施指標及びモニタリング

①2.1  環境
②2.2  労働安全衛生実施

(3)セクション3.0 参考文献及び追加資料

(4)付表A 業界の一般的定義



17世銀グループのEHSガイドライン制定(2)
1.1 環境: 管理項目 概 要

①水の使用及び水質 ・水の使用⇒熱帯雨林環境や雪解け水等の利用への配慮

・地下水資源の保護⇒リーチング、ソリュウションマイニング

②廃棄物 ・テーリングダム：設計、管理、運営等参考基準

国際ダム会議：International Commission Large Dams: ICOLD
http://www.icold-cigb.net

豪州ダム会議：Australian National Committee on Large Dams: ANCOLD
http://www.ancold.org.au/

・河川や浅海へのテーリング投棄は国際的に認められた良手法ではない。

・深海尾鉱投棄（DSTP)は他に対処法が無い場合の代替案
・リーチパッド廃棄物：使用終了後、排出基準に達するまでリーチング液の回収と処理を
継続

③有害物質 ・シアン：『国際シアン管理規則』に準拠（業界の自主規則、UNEP支援）
http://www.cyanidecode.org/

④土地利用及び

生物 多様性

・生物多様性の保護及び保全は、持続可能な開発の根本

・絶滅危惧種の生息地保護

・剥離された表土の将来の再生活動に行かす為の保管、再利用。

・探査用アクセス道路の閉鎖、再緑化、出入り制限用バリケード設置など



18世銀グループのEHSガイドライン制定(3)
1.1 環境: 管理項目 概 要

⑤大気保全 ・ガス状排出物：製錬及び精錬に関しては『ﾍﾞｰｽﾒﾀﾙの製錬及び精錬に関するEHSｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝ』に規定。

・白金族メタル（PGM）の溶錬は、ﾆｹﾙｶﾙﾎﾞﾆﾙ化合物、六価ｸﾛﾑが生成されぬよう配慮

⑥騒音及び振動 ・『一般EHS Guideline』に準拠し、鉱業特有の事項を列挙

⑦エネルギーの使用 ・ボーリング調査を最小化するため、リモートセンシング、地質調査等、環境に負荷をかけ
ない技術を用いること。

⑧景観への影響 ・露天掘の場合、景観に対して悪影響を与え、レクリエーション、観光等に影響する恐れ
がある。操業中に、閉山後の土地の用途を地元社会と協議を通じ、景観への悪影響を最
小限に抑えること。

・その際には、景観影響評価を鉱山の原状回復事業に組み入れること。再生地は、可能
な限り周囲の景観と調和するようにすること。

・参考景観影響評価手法：、｢米国内務省土地管理局の景観資源対比評価システム

:the United States Bureau of Land Management’s Visual Resource Contrast Rating 
system｣ http://www.blm.gov/nstc/VRM/8431.html



19世銀グループのEHSガイドライン制定(4)
1.2  労働安全衛生 ・『一般EHS Guideline』に準拠し、鉱業特有の事項を列挙

1.3  地域医療及び安全

感染症 ・鉱業プロジェクトの性質(例:遠隔地にある立地や長い原料/製品のサプライチェーン)から、
現場への移住労働者やサービス労働者、その家族の流入による感染症の拡大や発生を
最小限にする積極的な持続的な診療が必要とされる。長距離輸送活動が病気、特に性感
染症のつなぎ役となってしまうことがある。鉱山では、ごみ処理管理、地上排水、衛生廃水
管理に国際的な業界プラクティスを実施することが、通常ベクター媒介感染症及び水に関
する感染症を削減するに効果的である。・・・

・多くの発展途上国において、HIVを含めすべての性感染症がすでに大きな重荷となって
いる。しかしながら、鉱山開発プロジェクトの際には新たな感染増加の引き金にならないよ
う考慮すべきである。この状況の特徴となるのは、以下の｢4つのM｣である。
• Men –労働者の流入
• Money –自由に使用できる現金の増加
• Movement –地方へのアクセスを容易にする新規輸送路の開発
• Mixing –高い有病率の集団(例:警察、警備員、トラック運転手、性風俗産業労働者)と
低い地元の集団(男女)との接触



20世銀グループのEHSガイドライン制定(5)
1.4  閉山及び閉山後
閉山計画の早期着手

資金源の明確化

閉山及び閉山後の活動に関しては、計画及び設計段階のできるだけ早期から検討される
こと。鉱業への出資者は、生産開始前に｢鉱山再生及び閉山計画(Mine Reclamation 
and Closure Plan: MRCP)｣案に関して準備し、この計画実施のため、計上され維持可
能である資金源を明確にしておくこと。

閉山計画の定ｋ的な見
直し

閉山計画は、鉱山開発及び操業計画の変更や環境的社会的条件や状況の変化を反映し
て、定期的に更新。

閉山後のモニタリング 閉山及び閉山後計画には、適切なアフターケア、現場や汚染物質排出のモニタリングの
継続を含めること。閉山後のモニタリング期間は、リスクに基づいて決定されるべきだが、
現場の状況では、通常少なくとも閉山後5年間は必要である。

ステークホルダーとの協

議と事前承認

MRCPでは、将来の土地使用に対応するものであり、規制当局、地元地域社会、これまで
の土地利用者、隣接地の借地人、市民団体、その他関連団体を含むマルチステークホル
ダーとの協議を通じて行うこと。関連当局による事前の承認を得るものとし、地元社会と政
府代表との協議や対話結果に基づくこと。



21鉱業EHSガイドライン（７）
2.0－実施指標及びモニタリング

2.1  環境：排出及び排水ガイドライン（金属濃度は、金属量を示す）

汚染物質 単位 基準値 日本 汚染物質 単位 基準値 日本

150

10

0.1

0.005

5

2

5.8-8.6

120

120

30

0.1

0.1

0.5

3

1

SS (Total) mg/L 50 フリーシアン mg/L 0.1
pH S.U. 6-9 弱酸解離性シアン

（WAD)
mg/L 0.5

COD mg/L 150 鉄（Total) mg/L 2.0
BOD mg/L 50 鉛 mg/L 0.2

油及び油脂 mg/L 10 水銀 mg/L 0.002

砒素 mg/L 0.1 ニッケル mg/L 0.5

カドミウム mg/L 0.05 フェノール mg/L 0.5

クロム（六価） mg/L 0.1 亜鉛 mg/L 0.5

銅 mg/L 0.3 温度 ℃ <3度差

シアン mg/L 1

注）上記世銀ガイドラインの基準値は、年間操業時間より算出された工場または設備の操業時間の少なくとも95%において、希釈されること
なく達成されること と規定している。
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1. Green Leadプロジェクトとは、環境や人の健康への影響及び鉛バッテリー（Lead Acid Battery: LAB）のライフサイクル

において鉛の被爆を最小限に止めることを目的として、鉛鉱石の採掘から鉛バッテリーからの二次鉛のリサイクルと生産
までの鉛のライフサイクル全般をカバーする取り組みである。

2. この取り組みでは、鉛には多くの用途があるなか、最終用途において８０％以上を占める鉛バッテリーを対象として、認証
制度を活用したクローズドループにおける生産・消費・廃棄・リサイクルを行うことにより、その目的が達成されるものである。
この取り組みは、ライフサイクルにおける鉛の共有責任を伴うプロダクト・スチュワードシップモデルに基づいている。

3. Green LeadTMは、豪州のBHP Billitonにより発案され、Cannington鉱山（銀・鉛）で実施されている取り組みから世界
的な取り組みへと発展しているものである。

4. 現在、ライフサイクルの様々な段階での現場評価のためのGreen Leadパイロットプロジェクトが実施されている。（豪州・
中南米、カリブ諸国、中国）

Green LeadTM ではその流れを図化したものとしてGreen 
Lead Sigumaがあり、それは将来的にこの取組みを証明する
ロゴとして利用される予定。Green Lead Sigumaのギリシャ
文字のσ（シグマ）は、鉛鉱山及び鉛製錬(一次)所に始まる鉛
バッテリーのライフサイクルをまさにあらわしている

Green Leadのプロセス
Green Leadに関するプロダクト･スチュワードシップに
おいては、以下の3原則が重要。

1. プロセスは、オープンで、誠実、透明性があるものでな
ければならない。

2. すべての関連情報、データ、監査報告は、調査時には
一般に入手できるものでなければならない。

3. 独立した第三者による認証が、｢Green Lead認証｣の
信頼性を担保するため使用されなければならない。
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管理連鎖（CoC: Chain of Custody）
理想的なGreen Lead制度の下では、バッテリー製造業者は、
Green Leadの製錬業者と再生業者と認証された業者からの
み鉛地金を購入。

そして次に、鉛バッテリーは、Green Lead小売業者を通じて
のみ販売される。この小売業者は、廃バッテリーが、Green 
Lead回収センターまたは小売業者で回収され、その後Green 
Lead認証リサイクル工場へ発送されるという認証回収制度を
確立しているものとする。

その結果、追跡可能な｢クローズドループ｣の中で環境的に健
全な運営が維持され、これが認証プロセスの一部となる。

Green Leadの手順
(1)プロトコール
Green Leadの中心には、鉛バッテリーのライフサイクル全体における役割、
責任、挙動、取り扱い手順に関してGreen Leadのプロダクト･スチュワード
シップを規定する以下の10のプロトコールがある。
①医学的監視 –血中鉛 ②固形廃棄物処理管理
③排水処理及び放出･放流 ④排ガスシステム
⑤安全 ⑥廃バッテリーの回収、輸送、出荷
⑦公衆への伝達及び認識 ⑧電池ラベル
⑨現場の持続可能性
⑩地域社会へのアウトリーチ(公共福祉のための教育や援助の実施)

(2)評価：Green Lead評価プロセスでは、Green Leadプロトコールをどれ
ほど順守しているかの準拠レベルを決定する。

(3)監査：現場評価は、Green Leadの導入に不可欠な最初の一歩。しかし、
鉛バッテリーのプロダクトチェーン全体の健全なプロダクト・スチュワード
シップに関する明確な確認情報を提供するため、そのライフサイクル全体
のプロダクトチェーンを完全に網羅していることを認証する｢独立した検証
可能な監査手順｣でなければならない。

(4)認証：2002年、ヨハネスブルグで開催された｢持続可能な開発に関する
世界首脳会議(WSSD)｣において、そのWSSD実施計画書では｢適切な場
合にはライフサイクル分析のような科学に基づくアプローチを活用して環
境及び健康に対する影響を減少させると同時に、提供される製品及び
サービスを改善するために、生産消費政策を策定すること。｣ (注釈:III 14. 
(c)より) と明記された。

Green Leadにおける認証は、製品のライフサイクル全体における健全な
環境管理とプロダクト･スチュワードシップに関して独立した保証となること
を目的としている。


