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2019 年 1 月 25 日、ブラジル・ミナスジェライス州のブルマジーニョ近郊にあるコレゴ・ド・フェイ

ジョン鉱山の尾鉱（鉱滓）を溜めていたダムが決壊し、少なくとも 250 名の命が奪われた。その他に、

流出した 1200 万立方メートルの土砂に飲まれたまま行方不明となっている方が 21名以上いる。同鉱山

は 2001 年より資源メジャーの一つであるヴァーレ社が買収した鉱山である。ヴァーレ社は 2015 年 11

月に同じくミナスジェライス州で発生したマリアナ近郊での鉱滓ダム決壊事故にも関与しており、その

責任が問われている。以下、本章では鉱滓ダム決壊事故の原因・背景や国際的な傾向に触れ、責任の主

体を示す。 

 

 

鉱山採掘と鉱滓ダム 

 

鉱山で採掘行為が行われる際、目的となる鉱物が含まれている割合は非常に少なく、掘った土砂や切

り出した岩盤の大部分は廃石や尾鉱として廃棄処分されることになる。効率的な運搬のためには、なる

べく採掘したその場で厳密に選鉱することで目的とする鉱物だけを持ち出すようにし、精錬所などの施

設に運搬するようにオペレーションが設計される。その際に多くの鉱山で使用される手段が鉱石を粉砕

し、水中で分離させる浮遊選鉱という手段である。鉱物や地質によって具体的な選鉱方法は異なるため

詳細はここでは割愛するが、総じて非常に効率的に目的鉱物を抽出できる一方で大量の水と粉砕された

廃石の混ざったスラグ・廃滓が生じてしまう。 

スラグをそのまま環境中に放出することはできない。そこでスラグは一か所に溜めて、静置すること

で廃石が沈殿し、水分と分離される。その上澄み液を汲みだして再度選鉱に活用したり、浄化処理して

排水したりと対応していく。このための溜池が尾鉱ダムや鉱滓ダム、テーリングダムなどと呼ばれるも

のである。 

鉱滓ダムにはすなわち廃石と選鉱に使われる薬品、そして大量の水が溜められていく。そして沈殿に

は一定の時間を要するため、鉱山オペレーションの規模を大きくし、大量の鉱物を毎日のように出荷し

ようとするならば、それに対して鉱滓ダムの施設も大きくならなければ上澄み液がいつまでも排出でき

ない。水流が施設に比して大きいといつまでも懸濁が落ち着かないためだ。上澄み液が排出できなけれ

ば必然的にダムを大きくしなければスラグの処理ができないので、結局鉱山オペレーションの規模に応

じて鉱滓ダムは大規模化していくことになる。そうでなければ鉱滓ダムの排水ができる水準まで鉱山オ

ペレーションを停止させなければならなくなる。 

 

 

鉱滓ダムの工法と安全性 

 

鉱滓ダムは鉱山の採掘ペースと規模に応じて大規模である必要が迫られるが、多くの鉱山では操業当

初からからっぽの大規模ダムを作ることはしない。というのも、鉱山では浮遊選鉱のプロセスに入る前

に目的鉱物の少ない岩石部位を大量の廃石として排出することになる。そして鉱滓ダムに沈殿した沈砂

も含めて、これらは有効な土木建設材料でもあるのだ。そのため、廃石処分の手段も兼ねて、鉱滓ダム
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は廃石・スラグ沈殿物を活用して嵩上げしていく鉱山がしばしばみられる。最初に若干の高さのダムを

作り、鉱山のオペレーションを開始し、廃石がたまり、鉱滓ダムの容量が足りなくなり始めるとダム壁

を嵩上げしていくのだ。そのことで外部から建設資材を大量に運ぶ必要もなく、鉱山廃棄物の活用方法

も作られる。 

しかし、問題になるのはその嵩上げ方法である。従来、経済的なコストと効率性を鑑みて採用されて

きた工法は内盛り式（アップストリーム／上流式）と呼ばれるものである。これはダム壁に沿って堆積

した沈砂を土台として、その上に新たなダム壁を建設していく方式である。沈砂が構造部材として大部

分を占めるため、新たに大規模な資材投入・建設をすることなく嵩上げをしていくことができるのが大

きなメリットとされてきた。 

しかしながら、この工法は沈砂の上にダム壁を立てていくため、まだ沈殿しきっていないスライム集

積物から水分が沈砂に進出すると、土台が液状化して崩壊しやすい弱点を持つ。特に大規模な震災など

があると液状化が起こりやすく、世界中でしばしば震災時にダムが決壊し、土砂が流出するケースが確

認されている。東日本大震災の際にも内盛り式で作られた鉱滓ダムが複数決壊している。 

この内盛り式に対して嵩上げの際に地盤に接面した基礎をしっかり作ることで安全性を高めているの

が外盛り式（ダウンストリーム／下流式）である。この工法では安全性が確保できる一方で資材や工事

費が内盛り式よりも必要とされる。中間

の折衷案として用いられるのがセンター

ライン方式である。これは初期建設のダ

ム壁の上にダム壁を重ねていき、その高

さの補強として主に外側にのみダム壁の

厚みを増していく工法である。外盛り式

ほどの強固さはないが、内盛り式のよう

に液状化しやすい沈砂にダム壁が乗って

しまうという脆弱性は克服されている。 

このように鉱滓ダムの工法については

脆弱性を克服した工法が長年研究されて

いるものの、経済性の観点からいまだに

内盛り式の鉱滓ダムが建設されるケース

が多かったり、すでに建設されている内

盛り式のダムに外からの補強を施してセ

ンターライン程度の強度を持たす工事も

十分に行われていなかったりするのが実

情である。このたびヴァーレ社がかかわ

る鉱山で起きた二度の鉱滓ダム決壊事故

はいずれも内盛り式の鉱滓ダムであり、

今まで以上に内盛り式の脆弱性が問われ

ることとなった。 
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ブルマジーニョ鉱滓ダム決壊事件 

 

コヘーゴ・ド・フェイジョン鉱山はブラジル・ミナスジェライス州ブルマジーニョ市の 9 キロメート

ル東に位置する鉱山である。1976 年に当時フェルテコ・ミネラサン（Ferteco Mineração）社が操業を

開始して鉄鉱石を採掘していたが、会社ごと 2001年にヴァーレ社が買収している。ヴァーレ社の説明に

よれば決壊した第一ダムは 2016年 7月以降鉱滓を引き受けていないダムであるが、2018年 12月にはダ

ムに蓄積されている尾鉱の再利用を行なう事業の承認をブラジル当局から受けている。当該のダムは

1976年の鉱山操業が始まったころから使用されているダムであり、当時の選鉱技術では十分に抽出でき

なかった有用金属を近代技術を用いた尾鉱の再選鉱で回収しようという試みである。 

そのダムが 2019年 1月 25日、金曜日の正午過ぎに決壊し、1200万立方メートルの鉱滓が昼食中の鉱

山労働者や下流 1 キロメートルのところに位置するフェルテコ集落を襲った。このような事態に備えて

設置されていた警報は何一つ機能しなかった。 

事故発生当時、報道も混乱していた中で死者・行方不明者を合わせて多い報道では 500 名以上と報じ

られたが、2019年 12月時点では 251名の死亡が確認され、さらに 21名の方が行方不明となっている。

状況からみて、行方不明者の大部分はいまだに撤去が終わらない土砂の下に埋もれているものと考えら

れている。 

ヴァーレ社はこの事故の原因は長期にわたって高い水位が維持されたためにダム壁の土台が液状化し、

崩壊につながったものと 12月の原因調査報告書で記している。さらに、水位は異常な降水量によるもの

であり、ヴァーレ社は水位を下げるための取り組みを進めていたと報告に関わった専門家らは説明した。 

 

 

 

 

  

写真：左上・閑静な住宅街から道が突然途切れ、土砂の山になる。右上・決壊現場付近のパラオペバ
川。まだ土砂が川を埋め立てている状況。左下・川の脇には撤去されていないがれきも多い。右下・
鉄砲水となって押し寄せた土砂で住宅は破壊されている 
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膨大な量の濁り水が押し寄せ、れんが造りの壁まで破壊された 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂の下には今も 20名以上が埋まっているという。ところどころ十字架にお花が添えられている  
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2019年 9月、パラオペバ川にて撮影。水草がいまも土砂で覆われている。日常的に上流からシルト上の土砂
が流れてくる 

水源汚染の影響 

 

鉱滓は鉄鉱石の有用部分を大部分抽出したものであるとはいえ、金属含有量が多く、その環境への影

響が心配されている。実際にヴァーレ社では当該ダムには有用金属が十分に含まれていることを見越し

て再利用申請をしているので、身体や作物に有害な影響をもたらす重金属を含め、金属含有量は近年利

用されている鉱滓ダムと比しても高いと考えられる。 

決壊から約 4 時間後には鉱滓はミナスジェライス州の州都ベロリゾンチ市（人口約 250 万人）の 1/3

に水を供給するパラオペバ川でも濁りが確認され、川底への堆積を含めた汚染が懸念されている。近隣

の農家らはパラオペバ川の水は汚染されているために農業に適さないとして、別の水源をそれぞれに確

保している。しかし、パラオペバ川がこの地域における主たる水源であったために影響は多大なものに

なっている。水源が確保できなかったために 2019年は作付しなかった畑も多くみられる。 

パラオペバ川下流に位置する土地なし農民運動（Movimento dos Trabalhadores Sem Terra／MST）

の居留地では新たにバナナを作付する予定だった土地が、パラオペバ川の水が使えなくなったために

2019年 9月時点では放棄地になってしまっていた。周辺の気候条件で少ない水で育つ作物を検討しなけ

れば、他の畑の灌漑に十分な水を確保することができなくなってしまうため、耕すところまで農作業が

終了しているものの、何も植えられないのだと居留地の職員らは語る。 

加えて、2015 年のマリアナ・ダム決壊も広いブラジルの国土において約 80 キロメートルしか離れて

いない場所で起きている。このことから、ミナスジェライス州南東方面の狭い地域で二度の事故が発生
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水源確保の目途が立っていないため、放棄されている土地。本来はバナナなどを植える予定で合った 
 
 

した関係で、直接の因果や影響範囲の重なりはないものの、周辺地域すべてが汚染され、作物が安全で

なくなっているという風評被害も広がっている。現状ではそのことによる農家への経済的な打撃が最も

大きい。農産物の価格は総じて大幅に低下しており、加えて代替水源確保の費用がかかっているために

生計が成り立たなくなっている農家も少なくない。 

ブルマジーニョ市としても風評被害を含めた農家への影響をヴァーレ社の賠償範囲に含めるための被

害実態の調査や公聴会を開催しているが、その補償はまだ実現していない。 

ヴァーレ社に対しては事故発生直後にブラジル当局が財産の差し押さえに動いており、即座に 118 億

レアル（約 3300億円）の資産を凍結している。そしてその満額に近い 110億レアルの賠償金を 2019年

7月 19日の判決にて言い渡された。しかし、2015年のマリアナ・ダム決壊では補償額とされている金額

7.8 億レアルの 3.4％しかヴァーレ社はいまだ支払っておらず、ブラジルの政治と利権の構造や汚職の蔓

延のために実際に凍結されている金額やさらに高額になると見こまれている二次被害補償が十分になさ

れるのか、ブルマジーニョでは誰もが懐疑的である。 

 

 

不十分な現地への説明と募る疑惑 

 

ブルマジーニョではもはや誰もがヴァーレを疑いのまなざしで見る。ダム決壊が起きるまでブルマジ

ーニョ市内では旧新左派系運動を中心として過剰な採掘活動に対する懐疑的な意見も見られたが、労働
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者だけでなく周辺住民へも含めた手厚い福利厚生もあってヴァーレ社への信頼は市内では総じて決して

悪いものではなかったと現地で十分な補償と事業改善を求める活動家マリーナ・オリベイラ氏も話す。

オリベイラ氏自身もブルマジーニョ市で生まれ育ち、ダム決壊が起きるまでは何の疑問も持つことなく

過ごしていたが、2019 年 1 月 25 日以降、すべて変わったと語る。手厚い社会福祉を装った裏側で危険

を顧みない操業がされていたことがまず見えてきた。そして調べれば調べるほど自分の生まれた町の資

源がいかに安値で奪われてきたのかが明らかになり、怒りを覚えるようになったという。今では現地の

運動の中心的オーガナイザーの一人として精力的に活動している。 

その彼女をはじめとして、ブルマジーニョ市内の多くの住民はダム決壊のことを「事故（acidente）」

とは決して呼ばない。人びとにとってダム決壊は犯罪性が明確に存在する「事件（crime）」なのだ。実

際にヴァーレ社内では何度も当該ダムの危険性に気付かされる機会があったにも関わらず、対策を取ら

なかったために発生した人災であるという見方が非常に強い。鉱滓ダムの決壊で当該企業社員・役員へ

の刑事責任も問われている段階である。 

さらに、ダム決壊が意図的に起こされたものであると疑う住民も少なくない。前述のように当該のダ

ムには有用金属がまだ多く残留しており、ヴァーレ社はその再利用を目論んでいた。そして住民らの主

張によれば、流出した鉱滓を撤去する工事を事件発生以来ヴァーレ社は行なっているがそれがなかなか

進まないのだという。確かに膨大の量の土砂が流出したために、撤去は決して容易なことではないだろ

う。しかし、住民らの主張ではその土砂から有用鉱物を取り出しながら撤去作業を行なっているために

作業がただ土砂をどかすのと比して時間がかかっているのだという。いまだに 21 名の行方不明者いて、

今も土砂に埋もれているとみられているにも関わらず、ヴァーレ社が優先するのは鉱物の回収なのか？

と住民らは怒りを隠せない。その中で出てきた疑惑が、鉱滓ダムの底面から土砂を回収する浚渫工事で

は効率が悪いので、有用金属の回収を容易にするためにあえてダムを決壊させたのではないかというも

のである。 

本調査はその真否を問うものではないが、ヴァーレ社の不誠実な対応と事態収拾に対する説明不足は

住民に疑惑を持たせるのに十分な状況を作ってきたと言えるだろう。 

 

 

ヴァーレ社の犯罪的危険軽視 

 

住民らの主張するようにダム決壊が意図的であるかは別として、ヴァーレ社が十分にダム決壊を防ぐ

ための手段を講じなかったことによる人災であったことは誰もが認めるところである。しかも、それが

犯罪と言えるほどに危険を軽視してきたことがこれまでのブラジル当局による調査で明らかになってい

る。 

まず、ヴァーレ社はダム決壊後にロイター社の取材に対して下記のように表明している。 

“ブルマジーニョのコヘーゴ・ド・フェイジョン鉱山第一ダムにて差し迫った決壊のリスクを

提示したレポート、監査結果や調査は当社の知る限りにおいて存在しない”（註 1） 

しかし、ロイター社記者が確認したところでは 2018年 10月 3日付で『地盤工学的リスク管理結果』

と題された報告書がヴァーレ社内で共有されており、この中で当該ダムの決壊リスクがヴァーレ社内規

の 2倍に上り、決壊した場合には 100人以上の死亡と 15億ドル（約 1650億円）の損失につながると記
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されていた。にもかかわらず、特別な補修を含む決壊対策は行なわれることはなかった。 

この調査結果が明るみに出たことで、ブルマジーニョ市民は損失額と人的コストをわかった上で有用鉱

物の調達と天秤にかけてわざとダムを決壊させたと結論付けるに至ったものとみられる。 

 

 

認証機関の責任は？ 

 

また、2018年 9月にドイツに本社を置く監査法人であるテュフ・ズード社がダムの点検を行なった結

果、問題は見られないと報告している。このことがヴァーレ社が事前に問題があることを知りえなかっ

たとする根拠として繰り返し主張されてきた。ところが、認証にあたっての監査報告書を具体的に見て

みると、当該ダムがブラジルの国内法に準拠していることを保証したものの複数の懸念される問題が存

在することを提示していた。 

さらに、英国 BBC（註 2）によればテュフ・ズード調査員が提示していた問題はもっと深刻なモノで

あったとされている。というのも、2018 年 5 月 13～15 日付でテュフ・ズード調査員同士の電子メール

によるやり取りの中で下記のように記していることが取材で明らかになったのだ。 

“第一ダムの液状化に関する調査を終えようとしているところだが、調査結果はどれをとって

も認証できないものだ” 

“この結果は我々の立場を危うくする”（註 2） 

このメールの後、テュフ・ズードでは計算方法を変更して再検証し、問題がないとする報告書を出し

ているのだ。すなわち監査を行なったテュフ・ズード社でも鉱滓ダムの液状化リスクを認識しており、

しかも当初のリスク計算モデルではどうあがいても認証できないほど高いリスク状況であったにも関わ

らず、計算式を調整することでリスクを軽微なものに見せて、認証をしてしまったのである。 

この件に関してテュフ・ズード調査員のマコト・ナンバ氏はヴァーレ社から「圧力がかかった」と証

言をしている。実際にテュフ・ズード社がヴァーレ社の監査・認証をする以前に、ヴァーレ社は「リス

クが大きすぎるために認証できない」と表明した監査法人 2 社との契約をその直後に破棄している。そ

して、当時テュフ・ズード社はヴァーレ社と 4 百万ユーロ（約 4.8 億円）の契約を勝ち取った直後であ

った。直接的な圧力がなかったとしても当時のテュフ・ズード社員が状況を鑑みて圧力と受け取る状況

が整っていたのは確かであろう。 

ダム決壊の要因は土台の液状化とみられることはヴァーレ社内外の専門家が共通見解としているとこ

ろである。そのリスクが一年近くも前から予見されていたにも関わらず未然に防ぐことができなかった

のは意図的でなかったとしても重大な過失が存在することは明確である。 

さらに、2019 年 11 月のウォールストリートジャーナル紙報道によればダム決壊の 2 週間前にもヴァ

ーレ経営陣は社内から匿名の通報で当該のダムが危険な状態にあることが知らされていたと捜査当局が

明らかにしたとのことである。しかし、経営陣はダムへの対策を講じるのではなく、通報者を会社に巣

くう「がん
．．

」であるとして、個人の特定を急がせたという。 

 

 

ヴァーレ社と日本企業の関係 



11 

 

 

こうした状況から、ヴァーレ社には深刻なガバナンス上の問題が存在し、そのことが 270 名の命を奪

い、多くの農家の生活を脅かす事態へと発展した。こうしたガバナンスの問題は 2015年のマリアナ・ダ

ム決壊時に十分な調査を行なうことで予見できたはずのものであり、それを黙認してきた取引先にも責

任の一端がある。 

とりわけその責任が追及されるべき日本企業は三井物産株式会社である。三井物産にとってヴァーレ

は一取引先では収まらない関係性にある。三井物産は 2003年よりヴァーレ社の持ち株会社 Valepar社の

株式 15％を保有していたが Valeparが解体される際に現在のヴァーレ社の直接の株式へと保有替えをし、

現在では 5.59％の株式を有している。この割合だけ見ると非常に影響力の少ない株主であるように見え

る。しかし、三井物産以外の大口株主はブラジルの連邦貯蓄金庫年金基金などが含まれる Litelファンド

を筆頭として、バンコ・ブラデスコからスピンアウトした持ち株会社 Bradespar やブラジル社会経済開

発銀行傘下の BNDESParなどの金融系である。そのことから事業に直接関係する株主としては三井物産

が 5.59％でありながらも筆頭株主であり、経営には大きな影響力を行使している。ヴァーレ社 11人の役

員の中にもブラジル三井物産副社長である旭俊哉（あさひ・としや）氏が役員として 2017 年 10月から

名を連ねている。経営・ガバナンスにも直接関与した当事者であり、ガバナンス状況について十分に内

情を知りえる状況にあったと言える。 

なお三井物産によるヴァーレ社の株式保有について、契約上 2020 年まで売却できない株式が全体の

3.6％分存在するが、仮に関係性を見直すのであれ 2%近くの株式はすぐにでも売却できる状況にある。

それを売却しないことはヴァーレ社の内情を理解した上での三井物産の判断である。 

 

 

Fair Finance Guide の求めることと各行の方針評価 

 

Fair Finance Guide では近年頻発する鉱山事故や操業中の鉱山に関連して環境・人権問題が数々の

NPO/NGO から指摘されている状況を鑑みて、下記の評価基準を「鉱業」のセクター項目として設けて

いる。 

・金融機関が投融資先企業による緊急事態における利用可能な最善の技術の活用を奨励 

・金融機関が投融資先企業による事故が起こった場合の環境影響緩和が不可能な地域での採掘回避を奨励 

・金融機関が投融資先企業による廃棄物の削減と責任ある方法による処分を奨励 

・金融機関が投融資先企業による「安全と人権に関する自主的原則」の尊重を奨励 

・金融機関が投融資先企業による人権に対する悪影響の補償・回復措置の構築を奨励 

・金融機関が投融資先企業によるガバナンスの弱い国等で操業する際に人権侵害への不関与を明示する

ことを奨励 

 

日本の Fair Finance Guide格付け対象機関が上記に関して方針を有している状況は下記のとおりであ

る。 

三菱UFJ： 

・金融機関が投融資先企業による緊急事態における利用可能な最善の技術の活用を奨励 
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・金融機関が投融資先企業による廃棄物の削減と責任ある方法による処分を奨励 

・金融機関が投融資先企業による人権に対する悪影響の補償・回復措置の構築を奨励 

みずほ： 

・金融機関が投融資先企業による緊急事態における利用可能な最善の技術の活用を奨励 

・金融機関が投融資先企業による廃棄物の削減と責任ある方法による処分を奨励 

・金融機関が投融資先企業による人権に対する悪影響の補償・回復措置の構築を奨励 

三井住友：  

・金融機関が投融資先企業による緊急事態における利用可能な最善の技術の活用を奨励 

・金融機関が投融資先企業による廃棄物の削減と責任ある方法による処分を奨励 

・金融機関が投融資先企業による人権に対する悪影響の補償・回復措置の構築を奨励 

りそな： 

・金融機関が投融資先企業による人権に対する悪影響の補償・回復措置の構築を奨励 

住友トラスト： 

・金融機関が投融資先企業による緊急事態における利用可能な最善の技術の活用を奨励 

・金融機関が投融資先企業による廃棄物の削減と責任ある方法による処分を奨励 

・金融機関が投融資先企業による人権に対する悪影響の補償・回復措置の構築を奨励 

農林中金： 

・金融機関が投融資先企業による緊急事態における利用可能な最善の技術の活用を奨励 

・金融機関が投融資先企業による廃棄物の削減と責任ある方法による処分を奨励 

・金融機関が投融資先企業による人権に対する悪影響の補償・回復措置の構築を奨励 

ゆうちょ：上記方針について加点項目なし 

 

ただし、これら対応の大部分は赤道原則に署名していることに伴う加点であり、各行の積極的なセク

ター方針として採択されているものではない。さらに、赤道原則はプロジェクトファイナンスを対象と

していながらも同水準の環境・社会配慮は企業融資や証券引き受けには適用されない。よって、FFG の

格付け基準では方針を有しているものの、その対象が限定的であることから各行の『鉱業』テーマのス

コアは決して高くない。 

 

 

対象各行による投融資状況 

 

この方針状況に対してヴァーレ社および関連性の深い三井物産株式会社への判明している投融資状況

は下記のとおりである。 

＜ヴァーレ社に対して＞ 

三菱UFJ：証券引き受け 216.44百万ドル、企業融資 50億ドル 

みずほ：証券引き受け 216.44百万ドル、企業融資 50億ドル 

三井住友：証券引き受け 216.44百万ドル、企業融資 50億ドル 
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＜三井物産株式会社に対して＞ 

三菱UFJ：企業融資 414.069百万円 

みずほ：企業融資 204,020百万円 

三井住友：株式保有 25,667千株、企業融資 328,082百万円 

三井住友トラスト：198,726百万円 

※テュフ・ズード社に対しては公的情報から投融資記録が確認されないため、調査対象から外している 

※※証券引き受けについては Profundo調、企業融資についてはヴァーレ社プレスリリース並びに三井物

産株式会社有価証券報告書より 

 

ファイナンスがブルマジーニョでの鉱山を特定したプロジェクトファイナンスであれば、事業の影響

評価が適切に行われた可能性があるが、企業融資や証券引き受けでは十分に金融機関側からのモニタリ

ングが働いていなかった可能性が指摘される。 

 

 

これからの殺人ダムをなくすために 

 

明確な人災と決定づけることができる事態を引き起こしたヴァーレ社および同社と関係性の深い三井

物産株式会社に投融資をつづけることは多くの人の命を奪うビジネスモデルを肯定し続けることにつな

がってしまう。 

一方で、途上国におけるインフラ整備や電気自動車などの新技術商品の需要など、金属に対する世界

の需要はとどまることを知らない。その需要を支えるべく、今日も新しい鉱山開発を求めて鉱山会社は

探査をつづけている。そこで大きな問題となるのが資源の希少性である。もはや地球上で安全に、環境

負荷を小さく、効率的に採掘できる場所などほとんど存在しないのだ。 

資源の埋蔵量が少なかったり、汚染を予防するのが難しかったり、品位が低く採掘効率が悪いところ

であったりしてもそこに鉱物が少しでもあるならが採掘へ向かうように業界は動いている。 

その最たる事例の一つがエクアドルインタグ地方の銅山開発である。 

南米エクアドルでは近年鉱物資源の開発が強力に推進されており、2017 年には 240 万 ha 以上におよ

ぶ新たな鉱業コンセッションが公表され、既存のものと合わせ、国土の 13％以上が鉱業活動の対象とな

っている（註 4）。その一方で、先住民族や農民コミュニティなど開発候補地の地域住民からの抵抗も全

国的な広がりを見せている。中でも、エクアドル北西部の高地に位置するインバブラ県インタグ地方で

は 1990年代から鉱山開発への抵抗が続けられており、鉱山開発のリスクは地域住民の大きな関心事であ

る。 

インタグ地方における鉱山開発について、鉱物採掘を専門とする水文学・地球物理学者スティーブン・

エママン博士は「筆舌に尽くしがたい愚行」と語っており、彼の分析によれば「最悪のシナリオ」にさ

え収まらない超最悪事態になりかねないという。 

まず、鉱滓ダムを建設するにあたり適地が存在しない。インタグ地方の地形は、標高 3000mを超える

アンデス山脈の北端部分を含む急峻な山地と峡谷が特徴であり、鉱滓ダムの建設に理想的な広い平坦な

地形とはかけ離れている。インタグ地方で銅採掘の候補地として長年有望視されてきたジュリマグア鉱



14 

 

区の場合も、深く狭い谷に巨大な鉱滓ダムを建設することを強いられる。エママン氏によれば、ジュリ

マグア鉱区の銅の埋蔵量・品位から最大 13 億 5000 万立方メートルの尾鉱が発生し、鉱滓ダムの堤高は

399 メートルに達するという。鉱滓ダムの決壊リスクは堤高・傾斜の増加に伴い増大するが、鉱滓ダム

より堅牢とされる通常のダムでも、堤高世界一は 305メートル（中国の錦屏第１水力発電ダム）、鉱滓ダ

ムの場合は 198メートル（チリのキジェジェス鉱滓ダム）である。また、2015年に決壊し 2500 万立方

メートルの尾鉱流出を引き起こしたカナダのマウント・ポリー鉱山の鉱滓ダムはわずか堤高 40メートル

であった。つまり、ジュリマグア鉱区で必要とされる鉱滓ダムの堤高は、世界一高い通常のダムを凌ぎ、

世界一高い鉱滓ダムの約 2倍になり、さらにはすでに重大事故を起こした鉱滓ダムの約 10倍にもなると

いうことである。その決壊リスクは計り知れず、決壊事故が起これば、マウント・ポリーの 50 倍以上、

ブルマジーニョの 100倍以上の尾鉱が放出されることになる。 

さらに、地震や洪水のリスクも高い。エクアドルは日本と同じく環太平洋火山帯に位置し、元より地

震のリスクの高い国である。そして、ジュリマグア鉱区の地震による深刻な被害リスクは中程度とされ

ているものの、10~100年間に一度は大きな地震被害を覚悟しなければならず（註 5）、鉱滓ダムの維持・

管理を含め、鉱山の操業リスクとして軽んじることはできない。さらに、インタグ地方は年間降雤量が

3000〜4000ミリメートルの多雤地域であり、急峻な地形とあいまって、河川の急激な増水や洪水のリス

クも高いと思われる。しかし、インタグ地方には長期的な気象データは記録している測候所はなく、ジ

ュリマグア鉱区の試掘に先立って行われた環境影響調査では環境条件の異なる他の地域のデータが使わ

れた（註 6）。つまり、想定しえる最大リスクの検討に必要とされる長期の気象情報が欠如しており、「最

悪のシナリオ」を描くことさえできないのである。しかし、インタグ地方の河川には巨石が点在し、そ

れらは過去に膨大なエネルギーによって動かされてきたものであることは間違いなく、潜在的リスクと

して巨大洪水を考慮しないわけにはいかない。 

このように、ジュリマグア鉱区については、把握できる要素のみに限って評価しても、鉱滓ダムの決

壊リスクは極めて高いものであり、情報不足により把握が困難な未知のリスクも踏まえれば、「最悪のシ

ナリオにさえ収まらない超最悪事態になりかねない」というエママン氏の評価も当然と言わざるを得な

い。 

また、世界各地で過去に起きた鉱滓ダムの決壊事故の原因が例外なく設計・建設・運用・閉鎖に関わ

る不備であることが指摘されており（註 7）、このような予測可能な原因にも十分に対応できていないと

いうのが鉱滓ダムの決壊リスクに関する一般的状況である。さらに、鉱滓ダムを通常のダムのように堅

牢に設計することが技術的に不可能なわけではなく、安全性よりも経済性が優先された結果、低コスト

ではあるが脆弱な設計が採用されることも少なくないという（註 5）。 

エクアドルは大規模な鉱物資源開発のためのノウハウは持たない国であり、インタグ地方のような高

リスクな地域での資源開発に対応できないのは言うまでもない。そして、他国から技術協力を受け、あ

るいは技術力のある多国籍企業を招致したとしても鉱滓ダムの決壊リスクに関する一般的状況は前述の

通りであるから、事故を防止できる万全な体制を整えられる保証はない。インタグ地方あるいはエクア

ドルに限らず、このような状況下で鉱山の開発が進み、鉱滓ダムが建設されてしまえば、地域の人びと

や自然環境は、採掘自体の負の影響に加え、決壊事故のリスクに脅かされ続けるのである。そして、鉱

滓ダムは鉱山が閉山された後も、負の遺産として存在し続けることになる。 

エクアドルではこのような無謀ともいえる鉱山開発が進められているが、このような開発はエクアド
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ルに限った話ではない。世界中ですでに鉱山開発が進められており、鉱石品位の高い地上における鉱山

はあらかた着手されているか掘りつくされている。そのため、「筆舌に尽くしがたい愚行」と従来の常識

であれば語られるようなところまで採掘の手を伸ばさなければならない事態になっている。 

新規で行われるプロジェクトはさらにハイリスクの様相を示しており、近年開発され、すでに操業し

ているものも徐々に品位が低下しているために、リスクの再評価が必要になる。そして旧来の技術で作

られた鉱山、とりわけ何度も嵩上げを行なってきた内盛り式の鉱滓ダムについては全面的な構造点検が

必要であろう。センターライン工法や外盛り式工法など、より安全性の確保された鉱滓ダム建設技術は

すでに存在している。各行は改めて「利用可能な最善の技術」が用いられることを求めていくべきであ

る。 

鉱山会社へ多額の投融資をする金融機関はそのレバレッジを行使し、投融資はダムの点検、整備、補

修を最優先するよう圧力をかけるとともに、エンゲージメントを通して安全性を確保することを強く要

求していくことが求められる。 

また、鉱業セクターについてはハイリスクセクターとして独自の基準を設けることも検討に足るほど

事態は切迫している。 

（了） 
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