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1. 非鉄金属一般概況 

ベネズエラの産業の中心は石油関連産業であ

り、輸出額の約 8 割を占め、本産業への依存度

が極めて高い。これに続く輸出産業は鉄鉱石と

アルミであり、鉄鉱石は年産 2 千万 t 程度、ボ

ーキサイトは年産 5 百万 t 程度を輸出している。 

この様な状況の中で、同国の非鉄産業は、金

とニッケルにほぼ限定され、輸出品目の一つと

なっている。政府は、非鉄産業の発展を期待し、

1999 年 9 月には新鉱業法、2001 年 3 月には同

施行細則を定める等、鉱業投資の促進を図って

いるが、現在は、地質ポテンシャルが高く、市

況が高値推移している金を対象に、外資を中心

として比較的活発な探鉱開発活動が見られる。

この中でも、Bolivar Gold 社(加)と国営の CVG 

Minerven 社の JV(70%/30%)により開発が進めら

れていた Choco 10 金鉱床が 2004 年末に操業を

開始し、一方、Gold Reserve 社(加)が、2005

年 1 月、大規模な鉱染型金・銅鉱床である

Brisas 鉱床の開発を決定したことは、特筆さ

れる。 

 

2. 鉱業政策 

2004 年内に、鉱業政策に係わる特段の動き

はなかったが、以下の関連の報道があった。 

・鉱業行政は従来、エネルギー鉱山省が管轄し

ていたが、2005 年 1 月、政府は組織改編の

中で、鉱業部門を同省より分離し、新たに設

立された基礎産業・鉱業省に移管した。また、

新大臣と して Victor Alvarez 氏 (Banco 

Exterior 総裁)を任命した。なお、従来のエ

ネルギー鉱山省は、本改編によりエネルギー

石油省と改名し、当国 大の輸出産業である

石油産業に集中した行政を行うこととなった。 

 

3. 主要鉱産物の生産・輸出動向 

金 の 2004 年 の 生 産 量 は 、 前 年 並 の

11.5t(WBMS データ)であったが、これ以外に、

所謂ガリンペイロによる生産が 6t 程度あると

推測されている。 

ベネズエラの金生産の主力は、Hecla 鉱山社

(米)が操業する La Camorra 金山で、2004 年の

産金量は前年比 3%増の 4.1t であった。これに

続くのは国営の CVG Mineral 社であり、産金量

は Colombia 金山(鉱脈型)他から 3.1t(前年比

15%増)であった。この内、Colombia 金山から

の産金量は 2t 程度と推定される。その他、

Crystallex International(加)が Tomi 金山他

から 1.5t(前年比 39%増)を生産した。これらの

企業採掘を除いた産金量は、小規模採掘による

生産である。 

ニッケルの 2004 年生産量は、前年並の 18.6

千 t であり、大部分は Loma de Niquel 鉱山か

ら生産され、全量、フェロニッケルとして輸出

されている。 

輸出先の 2/3 はオランダであり、その他、イ

タリア、英国等の欧州諸国に大部分が輸出され

ている。 

 

4. 鉱山会社概況 

現在、当国において特筆すべき鉱山会社はな

い。 

 

5. 鉱山・探鉱開発・製錬所状況 

(1) 鉱山 

以下、主要鉱山について生産動向を述べる。 

 

① Loma de Niquel 

首都カラカスの南西 80km に位置するニッケ

ル鉱山(Anglo American(85%)他)で、同国ニッ

ケル生産の大部分を生産し、フェロニッケルと

して欧州諸国に輸出している。2004 年のニッ

ケル生産量は、前年比 200t 増の 17,400t であ

った。 

同鉱山は、開発投資額約 500 百万ドルにより、

2001 年に操業を開始したラテライト型の露天

掘ニッケル鉱山で、現在の鉱量は 41 百万 t(ニ

ッケル 1.6%)、山命は 30 年である。 

 

② La Camorra 

ベネズエラ東部の Bolivar 地域に位置する、

当国 大の金山(Hecla Mining)で、2004 年の

産金量は 4.1t(キャッシュコスト:180 ドル/oz)

であった。 

高品位な鉱脈型金鉱床で、鉱量(2003 年末)

は 0.74 百万 t(金 22.9g/t)である。 
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(2) 探鉱開発 

現在は、地質ポテンシャルが高く、市況が高

値推移している金を対象に、外資を中心として

比較的活発な探鉱開発活動が見られる。 

 

以下、主要プロジェクトについて探鉱開発動

向を述べる。 

① Choco 10 

本鉱床は、ベネズエラ東部の El Callao 地区

(Bolivar 地域)に位置する鉱染型金鉱床で、

Bolivar Gold 社(加)と国営の CVG Minerven 社

の JV(70%/30%)により開発が進められていたが、

2004 年末に操業を開始した。 

開発規模は、初期開発投資額は 38.6 百万ド

ルで、年産金量 18 万 oz、生産キャッシュコス

ト 159 ドル/oz、山命 6.5 年であるが、今後も

積極的な探鉱を計画しており、現在の鉱量は

21.4 百万 t(金 1.9g/t)でさらに増加すると期

待されている。 

なお、Bolivar Gold 社は、2003 年 11 月に、

本鉱床の周辺地区(Choco 1,2,9,12,13)でも鉱

区を取得し、Gold Fields 社(南ア)との JV に

より探査を行っている。 

 

② Brisas 

本鉱床は、Las Cristinas 鉱床に隣接する鉱

染型金・銅鉱床で、本鉱床を保有する Gold 

Reserve 社(加)は、2005 年 1 月、開発を決定し

た。既に終了段階にある環境・社会影響評価調

査の政府承認を得て後、鉱山工事に着手するが、

政府承認は 2005 年の第 3 四半期までに得られ

る見通しであることから、工期 2 年で、2007

年内の操業開始を計画している。 

開発規模は、初期開発投資額は 552 百万ドル

で、産金量 48.7 万 oz/年、産銅量 2.9 万 t/年、

銅クレジットを考慮した金の生産キャッシュコ

ストは 153 ドル/oz、山命 16 年である。現在の

鉱量は 414 百万 t(金 0.69g/t、銅 0.13%)であ

る。 

 

③ Las Cristinas 

本鉱床は、ベネズエラ東部の Bolivar 地域に

位置する、鉱染型の大規模低品位金鉱床(金量

約 1,300 万 oz)で、南米でも有数の未開発金鉱

床である。Crystallex International 社が開

発権を有するが、既に 2003 年 9 月に F/S を終

了し、現在は開発許可待ちの段階である。F/S

によると、初期開発投資額は 266 百万ドル、露

天掘採掘と CIL 法の採用により年産金量 30 万

oz を計画している。 

2005 年 3 月、同社は、2005 年半ばに開発許

可が得られる見通しで、その後直ちに鉱山工事

に着手し、2006 年内の操業開始を目指してい

ると発表した。 

 

その他、注目される探鉱開発活動を、以下に

列挙する。 

・CVG Minerven 社は、Colombia 金山他の自社

金山の設備改善・拡張を実施中で、2005 年

の産金量は 2004 年に比較し約 2 割増の 3.7t

を予定している。 

・Hecla Mining 社が、Camorra 金山の北 110Km

に位置する Mina Isidora 高品位金鉱床(現在

の保有金量 35 万 oz、金品位 31g/t)を開発中

で、2005 年内の操業開始を予定している。 

・Shandong Gold 社(中国)は、CVG Minerven 社

との JV により、El Callao 地区に位置する

Sosa Mendez 金山(鉱量 0.92 百万 t、金品位

12g/t)の再開発を進めており、2005 年半ば

の操業再開(推定産金量 2t/年)を目指してい

る。 

 

6. 我が国との関係 

非鉄鉱業分野におけるわが国企業との事業関

係、輸出入関係は、現在は見られない。 

（2005.5.5／リマ事務所 辻本 崇史） 

 

 




