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第1部 資源開発環境調査 

1. 一般事情 

1-1. 面積  109 万 8581 ㎢ 

1-2. 人口  827 万人（2001 年） 

1-3. 首都  ラパス（法律上の首都はスクレ） 

1-4. 人種  欧州系（スペイン、イタリア）97%、インディヘナ系 3% 

1-5. 公用語  スペイン語 

1-6. 宗教  カトリック 

1-7. 地勢等  ボリビアは、西から東に向けて、以下の５地帯に大別される。 

(1) 西部山岳地帯 

(2) 高原地帯（アルティプラーノ） 

(3) 東部山岳地帯 

(4) アンデス東麓地帯（バジェ） 

(5) 大平原地帯（オリエンテ）  ＊全土の 60% 

ボリビアは熱帯圏に属するが、気候は多様であり、大平原地帯北西部のアマゾン地方は

高温・多湿であるのに対し、アルティプラーノでは年平均気温が 10 度前後で、年較差は小

さく、12〜3 月の雨期を除いてほとんど雨は降らない。 

 

第 1-1 図 ボリビア共和国地図（The World Factbook 2004） 
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2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 立憲共和制 

2-2. 元首 大統領（ネストル・キルチネル） 

2-3. 議会 二院制（上院 72 議席、下院 257 議席） 

2-4. 政治概況  

1982 年の軍政から民政への移管後、ハイパーインフレの混乱期に誕生したパス・エステ

ンソロ政権（1985-1989 年)は、自由主義的経済政策と緊縮財政政策を両立させハイパーイ

ンフレを収束させた。以後、パス・サモラ政権（1989-1993 年）、サンチェス・デ・ロサ

ーダ政権（1993-1997 年）も同様の政策を継続し、政治的・経済的安定を維持し、さらに

後者は、大衆参加政策、教育改革等の社会改革も推進し、ボリビアの民主化に大きな役割

を果たした。 

しかし、その後のバンセル政権（1997-2001）、キロガ政権（2001-2002）では、雇用対

策、生活基盤整備、麻薬対策（違法コカ樹抜根政策）等により、当国の大きな課題である

貧困撲滅を図ったが、2000 年以後、逆に農民や労働者の抗議行動が激化し、政府と対立す

る中で社会不安が高まった。 

このような状況下、2002 年 6 月の総選挙で大統領に返り咲いたサンチェス・デ・ロサー

ダは、「プラン・ボリビア」として公共事業を通じた雇用創出、教育改善、汚職対策等を

掲げ、政権をスタートさせた。しかし、依然としてコカ葉栽培農民等による抗議行動が頻

発した他、2003 年 2 月には国家警察官がストに入り軍と衝突し、さらに一部市民も巻き込

んで混乱状態に至った。この場は、新内閣の発足等で、混乱は一旦は収まったが、その後

も農民や労働者の抗議行動が頻発する中、10 月には南部の天然ガス田の輸出の可否等を巡

る問題で、大統領の辞任を求める抗議行動が全国的な広がりを見せ、ついに 10 月 17 日、

大統領は辞任した。 

この辞任を受け、憲法規定によりカルロス・メサ副大統領が直ちに大統領に就任したが、

適当な時期に総選挙を実施したいとしており、暫定政権的な色彩が強く、今後の政治情勢

は、極めて不透明である。 

2-5. 主要産業   鉱業、農業 

2-6. GNI 7,800 百万米ドル、一人当たり 900 米ドル（2003 年世銀）  

2-7. 通貨 ボリビアーノ（BOB） 

2-8. 為替レート １US＄＝8.056BOB（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 5.9900 6.3900 6.8200 7.4900 7.8300 

（International Financial Statistics 2004） 
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2-9. 貿易（2003 年国立統計院） 

輸出            1,566 百万ドル 

輸入            1,770 百万ドル 

対日輸出品目 亜鉛鉱、アンチモン鉱、豆類、ニット製品 

輸入品目 自動車、医療器械、鉄鋼 

2-10. 経済概況 

2002 年 8 月に発足したサンチェス・デ・ロサーダ政権は、周辺各国との貿易の促進、公

共事業を通じた雇用の創出、民営化政策の適正化等に期待されたが、2003 年 10 月、天然

ガスの輸出を巡る政府の対応に国民が反発し、政権は崩壊を余儀なくされた。この問題は、

市場原理に基づけば、天然ガスをチリの港湾を利用し北米に輸出するのが適切だが、歴史

的にチリを嫌う国民感情に加え、天然ガスは輸出すべきでないとする資源ナショナリズム

的な思想まで台頭し、政権が崩壊するまでに至った。今回の事態は、市場経済化が進んだ

とされるボリビアにとって、国際的には大きなイメージダウンであり、政権崩壊後に直ち

に発足したカルロス・メサ新政権の本問題を含む経済政策か注目される。 

貿易については、ボリビアの主要輸出品は、金属鉱物資源(亜鉛、金等）、天然ガス等

の天然資源の他、食料品(大豆等）、木材等である。貿易相手国としては、輸出入ともにブ

ラジルが最大の相手国となっており、次いで米国のウェイトが大きい。一方、南米の近隣

諸国とは輸出は比較的活発だが、輸入は相対的ウェイトが低い。対日関係では、日本への

輸出は金属鉱産物、日本からの輸入は自動車等の輸送機械が主体である。 
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3. 鉱業概要 

ボリビアは、非鉄金属資源のポテンシャルは高く、その生産活動は歴史時代まで遡る。

近代においても、非鉄鉱産物の生産・輸出は当国の経済発展を支え、1970 年代頃には、錫、

亜鉛、鉛、銀等の鉱産物の輸出額が全輸出額の 8 割程度を占めていた。しかし、輸出の主

力であった錫の国際価格が 1985 年に暴落した後は、国営鉱山の近代化の遅れ等もあり、鉱

産物の輸出割合は減少した。政府は、1990 年代に入り、国有鉱山の民営化、国有鉱区の解

放、外資導入策の推進、新鉱業法の制定等に取り組み、探鉱・開発の積極化に努めてきた

が、非鉄市況が全般的に低位で推移したこともあり、鉱業活動は低迷し、これと共に、輸

出割合も漸減し、現在では全輸出額の 1/4 程度となっている。しかし、 近の市況回復か

ら、鉱業活動が活発化する兆しもある。 

2003 年の当国の経済成長率は 2.5%(前年 2.8%）、鉱業分野は 0.6%(前年 0.3%）と共に前

年並みの水準であり、鉱業の GDP 占有率は 4.2%(前年 4.3%）であった。 

2003 年の鉱産物の輸出総額は、372 百万ドル(全輸出額の 23.7%）で、前年比 6.8%増で

あった。これは、主に亜鉛、錫の生産量の増加と価格の上昇による。この内、我が国への

輸出額は 13.5 百万ドル(亜鉛精鉱）である。 

2003 年の主要鉱産物の生産量は、前年比で金が 2 割近く減産した以外は、主力の亜鉛は

2%、銀、錫は各 3%、10%の増産と、全体的に前年に比較し堅調に推移した。 

主力の亜鉛は、亜鉛生産 大手の Comsur 社(ボリビア）が操業する鉱山(Porco、Huari 

Huari、Bolivar）、2002 年 1 月に Comsur 社と英国 CDC 社(Commonwealth Development Corp.）

の J/V により再開された Colquiri 鉱山等より生産されている。Comsur 社の上記 4 鉱山で、

全体の 8 割近くを生産している。鉱山別の生産量は、Porco 4.1 万 t(前年 3.7 万 t）、Huari 

Huari 3.0 万 t(同 3.1 万 t）、Bolivar 2.5 万 t(同 3.1 万 t）、Colquiri 1.6 万 t(同 1.5

万 t）であった。 

亜鉛と並んで重要な金は、約半分を Kori Kollo 金山(Newmont 他）が生産した。2003 年の

産金量は 4.7t(前年比 40%減）と前年に比べ大幅な減産となり、当国の産金量減の主因となっ

た。本金山は、既に終掘し、閉山処理に入っているが、採掘済鉱石のリーチング処理により金

生産を継続(2006 年迄の予定）している。なお、 近の報道では、2004 年第 1四半期の産金量

は0.24t と生産量は激減している。本金山の閉山は、当国鉱業の相対的な地位低下を加速させ

る可能性がある。他に、年産金量 1t以上の金山はないが、2003 年 5月に操業を開始した Don 

Mario 金山(Orvana）は、計画年産金量は1.9t であり、今後、当国の主力の金山となる。また、

伝統的な小規模砂金採掘による産金量も、トータルとして相当量が見込まれる。 

銀生産は、銀が亜鉛等と共に生産されることから、上記の亜鉛生産鉱山が中心である。

主要鉱山の鉱山別生産量は、Bolivar 105t(前年 124t）、Porco 72t(同 55t）、Huari Huari 

55t(同 49t）であった。 

錫は、Huanuni 鉱山(Comibol）、Colquiri 鉱山、Caracoles 鉱山(Barrosquira）等が知

られており、鉱山別の生産量は、Huanuni 3.1 千 t(前年 2.8 千 t）、Colquiri 2.9 千 t(同
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2.8 千 t）であった。しかし、錫生産の主力は、伝統的な労働集約型の小規模あるいは組合

方式による生産であり、これが全体の 6 割近くを占めている。 

             主要鉱産物の輸出額(CIF)推移    (単位：百万 US ドル) 

 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2003 年構成比

(%) 

総輸出額 1,138.9 1,345.0 1,356.1 1,372.6 1,568.5 100.0 

鉱産物輸出額 400.8 425.1 334.5 348.6 372.4 23.7 

鉱産物比率(%) 35.2 31.6 24.7 25.4 23.7  

鉱産物別内訳   

 銅 0.2 0.2 0.0 0.2 0.3 0.0 

 亜鉛 153.8 171.1 120.7 111.3 123.4 7.9 

 鉛 4.8 4.5 3.9 4.4 4.4 0.3 

 金 89.1 88.0 86.3 89.7 71.8 4.6 

 銀 68.0 74.0 52.9 68.4 75.1 4.8 

 錫 69.1 76.0 56.0 57.8 73.4 4.7 

 アンチモン 3.7 1.7 1.8 2.3 3.1 0.2 

 タングステ

ン 

1.4 1.9 4.0 1.6 2.1 0.1 

 その他 10.7 7.7 8.9 12.9 18.8 1.2 

     出典：MMH 他 

鉱産物の対日輸出量及び輸出額 

2002 年 2003 年 
鉱産物 

輸出量 輸出金額(千ドル) 輸出量 輸出金額(千ドル) 

亜鉛 2,119t 1,631 12,593t 11,124 

銀 2,898kg 434 *15,000kg 2,338 

計  2,065 13,462 

        * 推定 

        出典：輸出台帳 
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4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

ボリビアの新鉱業法は、サンチェス・デ・ロサーダ政権下の 1997 年 3 月、鉱業投資の

促進、鉱業権取得手続きの簡素化、鉱業所有権の保護等を主目的に制定された。その後も、

鉱業投資促進の観点から、鉱山施設の建設に必要な資本財の輸入に対する関税の免税措置

を法律化する(1999.8）等、鉱業振興に努めている。 

4-1-1. 基本理念 

・地上または地下に存在する天然状態の鉱物の全ては、国家に根源的に帰属する。 

・国家は、個人または法人の、国民または外国人に対して鉱業権を付与する。 

・鉱業活動を行う個人または法人は国の法に従う。外国人の場合、鉱業活動に関する限り、

いかなる事柄も外交特権扱いの対象とはしない。 

4-1-2. 鉱業権 

・鉱業権は鉱区税の支払により与えられ、鉱区内に存在する全ての鉱物に対する恒久的な

探査から生産・販売に至る排他的権利を付与。 

・鉱業権申請の先願には鉱業権取得優先権を付与。 

・土地の所有権とは別の権利であり、譲渡及び遺贈可能な不動産。 

・1 単位鉱区は地球中心を頂点とし、底面を地上の 500m 四方の面積とした倒立角錐状の体

積。 

・単位鉱区は、国家鉱区登録台帳上に、UTM 図法の座標で登録。 

・鉱業権は、一つの方眼またはこれらが少なくとも一辺で隣接した二つ以上の方眼よりな

る鉱区で示され、2500 単位鉱区を超えない。 

・外国の個人または法人は、如何なる資格を持っていても国境から 50km までの範囲内では、

鉱業権を直接または間接的に取得・所有することは不可。但し、国家の必要に応じた特

別立法に拠る場合は、例外的に認可。また、当該地区内では、ボリビア国籍の鉱業権者

は、外国の個人または法人と J/V またはその他の業務提携契約を締結することは可能だ

が、鉱業権の全体または一部を譲渡及び祖借することは不可。 

・鉱業権者は、鉱区内外において活動に必要な建造物、設備及び通信と運送手段を設置し

確保することが可能。この目的達成のため、鉱区内での公共用地の使用権を有する他、

私有地の場合は、土地所有者と強調するかまたは用役権を設定するかまたは土地収用の

権利の行使が可能。 

・鉱業権者は、自然の水系を保護し現状を変えない範囲内で、鉱区内の水源、鉱区内を流

れる水を使用する権利を有す。但し、住民の飲料水源に影響する場合は除く。 

・環境への悪影響が大きいと政府が確認した場合を除き、何人またはいかなる組織も鉱業

活動の開始または中止の命令は不可。 

・探鉱、採鉱活動の禁止場所 

・市街地、集落、墓地及び公共または私有構築物のある所 
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・道路、水路、湖、貯水池、水道管、鉄道線路、電線、電話線から 100m 以内 

・法で指定された歴史的及び考古学的建造物、空港、軍の基地及び設備から 1000m 以内 

4-1-3. 鉱業権取得手続 

・本人または公証役場を通じて、鉱山技術サービス局が発行する申請書式に所要のデータ

を記載し、地方鉱山監督局長に提出。 

・地方鉱山監督局は、直ちに鉱業技術サービス局の国家鉱区登録システムに登録。 

・鉱業技術サービス局により、出願鉱区が既存鉱区でないことを確認後、異議申し立ての

有無を知るため、国家鉱区官報で公表。 

・国家鉱区官報公表後、30 日以内に、地方鉱山監督局長に異議申し立て可能。 

・30 日を過ぎても異議申し立てがない場合は、出願鉱区は確定。 

・一般に、鉱区申請から鉱区取得の確定までの期間は 5〜6 か月。 

4-1-4. 鉱区税 

・1 単位鉱区またはそれ以上の単位鉱区からなる鉱業権の所有者は暦年（1 月から 12 月）

一度の鉱区税を支払う義務を有す。 

鉱区税は下記の累進課税 

1〜5 年目：125 ボリビアーノス/年 

6 年目以降：250 ボリビアーノス/年 

但し、鉱区税は、米ドルの公定レートの変化と米ドルのインフレ率の 50%に相当する補

正が行われるので、鉱業法制定時（1997 年）の既述の税額は毎年変化する。 

鉱区税（2003 年時点） 

1〜5 年目：177 ボリビアーノス/年 

6 年目以降：354 ボリビアーノス/年 

・鉱区税収入の配分先 

(1)当該鉱区が存在する県 30% 

(2)鉱山技術サービス局、鉱山監督局総局、地方鉱山監督局及び地質鉱山局の維持費 70% 

4-1-5. 鉱業権の消滅 

・毎年 2 月 初の平日に、鉱業技術サービス局は鉱区官報の中で（前年末支払い期限の）

年間鉱区税を支払わなかった鉱区の名称と位置及び鉱業権者を公表。鉱業権者が、この

公表の日から 30 日以内に前年分の鉱区税を支払わない場合は、鉱業権が失効。 

・失効した鉱区は、鉱業技術サービス局が当月の鉱区官報で公表。 

4-1-6. 鉱業特別税 

・鉱業活動者は、総売上額を課税対象とする鉱業特別税を支払う。但し、鉱石と金属の加

工には本税は不適用。 

・総売上額とは、精鉱純分または金属の重量に米ドル通貨による公式市場価格（2 週間ご

とに政府が発表）をかけて算出した額。 

・鉱業特別税の税率は、国際市場価格に連動して変化する尺度によりこれを規定。貴金属
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の場合は 3〜6%の間（金は 4〜7%）、他の金属については 1〜5%の間で変動。 

・国内の金属及び鉱石取引には前述の各税率の 60%を適用。 

・当該年度中に事業の所得税として納入された額は、鉱業特別税から控除可能。 

・鉱業特別税相当額は、その鉱物または金属を産する県にロイヤリティーとして配分。 

4-1-7. その他 

・鉱業活動を実施または計画するための JV 契約を締結する外国の個人または法人は、ボリ

ビア国に住所を定め、当国の法規が定める要件を遵守する義務を有す。 

・環境改善経費、地元ローカルの開発プロジェクトに対する拠出資金（但し鉱業投資総額

の 10%まで）は、法人税の控除対象。 

・鉱山施設の建設に必要な資本財の輸入に対する関税は免税。 

 [環境関連法] 

鉱業法の制定により、鉱業投資を促進させる一方、環境保全、鉱害防止に対する取り組

みも強化し、法的な枠組みの整備に努めている。 

政府の環境政策は、環境法（1992.4）の制定に始まるが、鉱業分野の環境関連法規は新

鉱業法、そしてとくに新鉱業法に引き続いて 1997 年 7 月に制定された、鉱業活動に係る環

境規制施行細則により規定されている。 

4-1-8. 基本理念 

・鉱業活動に係る環境管理は、環境保護のための鉱業活動の初めから終了までの一連の行

動と過程。 

・鉱業権を放棄した後も、鉱業権者に環境汚染の責任は存続。但し、鉱業活動に起因して

環境汚染をもたらした行為は 3 年で時効。 

4-1-9. 監視機関 

・県庁は、その管轄権の及ぶ領域内で鉱業活動の環境影響を、関連の法規に則して規制し

監視。 

4-1-10. 環境ライセンス（LA） 

・鉱業権者（または鉱業操業者）は、鉱業活動実施のために、関連法規で定められている

環境ライセンスを取得する義務を有す。 

・環境ライセンスは、法の定める全ての許可、認可または環境保護義務を含む。 

・鉱業活動における環境ライセンスの有効期間は、別途定める廃止理由が生じない限り無

期限。 

・鉱業活動（探鉱を除く）を実施するための環境ライセンスは、鉱山冶金副省が発行する

技術報告を基に環境当局によって付与。 

・探鉱活動は、簡単な申請書（EMAP）を地元の県に提出し、許可を得ることで可能。 

・環境ライセンスの申請手続きには、専門のコンサルタントと契約する必要があり、申請

書は地質鉱山局（SERGEOMIN）に提出する。（特段の問題がなければ 15 日程度でライセ

ンス取得） 
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4-1-11. 環境ベースライン調査（ALBA） 

・鉱業権者は、環境ベースライン調査（ALBA）を実施する義務を有す。 

・鉱業権者は、ALBA で確定した既存の鉱害（環境汚染）に対する責任は負わないが、自ら

の鉱業活動によって発生した新たな環境汚染に対しては、全責任を負う。また、ALBA を

実施しない場合は、既存分も含め、環境影響に対し全責任を負う。 

・ALBA の技術報告書は、環境ライセンスに不可欠。 

4-1-12. 探鉱 

・環境保護規制のない地域での探鉱活動には、環境影響評価調査（EIA）は必要でなく、環

境基準の遵守のみ必要。 

・探鉱によって影響を受けた範囲は、原状復帰が原則。 

・探鉱から開発に移行する場合は、探鉱終了後 12 か月以内に開発対象区域外について終了

報告書を提出する義務を有す。 

4-1-13. 操業 

・操業に際し、環境影響評価調査の実施が必要。 

・環境保護規制区域内であっても、EIA の結果、鉱業活動が保護規制区域の保護目的に抵

触しない場合は、鉱業活動可能。 

4-1-14. 閉山 

・閉山時、あるいは 3 年以上の期間、操業を休止する場合は、操業に関係した地域の適切

な後処理とリハビリを行う義務を有す。 

・閉山処理後、3 年間、排出物が所要の環境基準を下回り、堆積場も不安定化する兆しが

なければ、鉱業権者は、これらについての報告書を、有資格のコンサルタントの確認を

付して環境当局に提出する。この承認をもって、鉱業活動は終了。 

4-2. 政策 

政府は、1990 年代に入り、外資等による鉱業の振興を目指した政策に取り組んできた。

具体的には、国営鉱山公社（Comibol）保有の鉱山、製錬所、保有鉱区の民営化推進、投資

法（1990 年）による内外資の無差別化、新鉱業法（1997 年）による鉱業権取得手続きの簡

素化・期間短縮化等、資本財輸入に対する関税の撤廃（1999 年）、等を行ってきた。この

間、1990 年代半ばには、非鉄市況の好転も手伝い、外資企業の多数の参入により探鉱・開

発活動が活発化した時期もあったが、その後、非鉄市況の全般的な低位推移の中で、鉱業

活動は低迷期が続いている。この現状に対するボリビア固有の諸要因として、インフラが

未整備、他の鉱業国に比較し基礎調査データの提供サービスが不十分、民営化後の鉱山等

の運営上の問題発生、伝統的な小規模採掘者の存在、等が考えられるが、とりわけ、世界

が注目する様な新鉱床の発見、そして開発というトピックがここ暫くないことが影響して

いる。この点から、 近の市況回復による探鉱・開発活動の活発化の兆しは、鉱業復興に

向けた再度のチャンスであり、関係者が注目する様な成果が求められる。 

2003 年の関連の動向は、以下の通りである。 
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2003 年 4 月に、鉱業炭化水素省（MMH：Ministerio de Mineria e Hidrocarburos）が新

設され、これまで経済開発省の下にあった鉱業副省（Viceministerio de Mineria）が、エ

ネルギー資源を担当する炭化水素副省と共に本省の下に置かれることになった。鉱業行政

により独立性が高まることが期待される。さらに、2003 年 10 月に誕生したカルロス・メ

サ新政権は、鉱業の活性化を目的に鉱山省の新設も検討と報道されたが、具体化の動きは

ない。 

一方、2003 年末に、鉱物資源、環境分野の基礎調査等を行う SERGEOMIN（地質鉱山局）

と鉱区管理機関である SETMIN（鉱山技術サービス局）の統合が決定し、2004 年 4 月より、

SETMIN が SERGEOMIN の一部門になり、SERGEOMIN に統合される形で新体制に移行した。 

また、注目される動きとして、Comibol の探鉱の積極化がある。Comibol は従来より保

有鉱区における民間（外資等）による開発を推進しているが、広大な鉱区を保有している

だけでは民間の参入が進まないことから、自ら保有鉱区の探鉱・評価を積極化させ、有望

性を確認した鉱区の入札等を行い、民間による開発を推進したいとしている。現在、年間

予算約 3 百万ドルで、亜鉛、銀等を対象に 4 地区で探査を行っている。なお、実際の探査

は、SERGEOMIN に委託して行っている。 

鉱業活動に対する環境政策は、環境法（1992 年）、鉱業活動に係る環境規制令（1997 年）

等に規定され、操業中及び新規鉱山は、所要の環境対応が求められている。また、既に閉山し

ている多数の鉱山に対する対策も大きな問題である。例えば、Comibol はかつて多数の鉱山を

操業していたが、鉱害防止対策は講じておらず、実態調査さえ行っていない鉱山も多い。これ

らの鉱山周辺の農地や水資源の汚染が懸念され、将来的に、これらへの対処が重要な課題であ

る。 

本問題に対して、現在は主に各国（日本、デンマーク、カナダ）からの国際協力事業と

いう形で、個別課題について対応している。わが国は、鉱山地域での環境保全の重要性に

鑑み、国際協力機構を通して平成 14 年度より、ポトシ鉱山環境研究センターの建設プロジ

ェクトを行っている。デンマークは、2003 年より 5 年計画で、Pilcomayo 川の汚染対策の

一環として、ポトシ県 Tatasi 地区に位置する鉱山のテイリングダムの改善工事に着手した。

また、カナダとは、ボリビア東部の水銀による河川域汚染対策事業を実施している。 
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5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

5-1-1. 鉱業炭化水素省（MMH：Ministerio de Mineria e Hidrocarburos） 

鉱業、エネルギー資源に関する政策全般を担当する国の 高機関で、2003 年 4 月に新設

された。これ以前は、鉱業部門は経済開発省の下で管轄していた。 

本省の下に、鉱業を担当する鉱業副省（Viceministerio de Mineria）とエネルギー資

源を担当する炭化水素副省が置かれている。 

鉱業副省は、約 20 人と小規模であるが、以下に列挙する政府関係鉱業機関を統轄して

いる。 

【役割】 

・鉱山・冶金分野の適切な発展を目指した政策、法規等の制定 

・法規に添った鉱業活動がなされているかの監視 

・鉱業投資の促進 

・鉱業技術開発の促進 

・環境保全との調和による鉱業振興 

・鉱業協同組合、小規模鉱山の開発支援 

・鉱業近代化の推進（生産性、製品の付加価値化、流通システム、管理技術） 

・鉱区の適切な管理 

・COMIBOL、SETMIN 等の政府関係鉱業機関の監督 

5-1-2. 鉱山監督局 

新鉱業法の施行（1997.3）に伴い、鉱業管轄行政（鉱業権に係る取得、異議申請、保護、

無効、土地収用、用益権及び放棄に関する受理及び裁定）を行う鉱山監督局を設立した。 

鉱山監督局は、鉱業管轄行政の 高当局者である鉱山監督総局（首都ラパス）と地方鉱

山監督局（行政府が指定する各所）よりなる。 

（1）鉱山監督総局（Superintendencia General de Minas） 

【主要業務】 

・地方鉱山監督局の裁定に不服として提訴された上告を、適正かつ 終管理者として受理

し裁定 

・全ての地方鉱山監督局が行う鉱業行政措置が、正当で迅速に適用される様、処罰権を持

って監督 

・地方鉱山監督局相互間に生じた権能に関する衝突の類の紛争を受理し裁定 

（2）地方鉱山監督局（Superintendencia de Minas） 

【主要業務】 

・鉱業権の付与 

・鉱業権に関する異議申請、保護、無効、土地収用、用益権及び放棄に関する行政裁定 

・裁定に対する不服申し立てを、第 1 審として適正に処理し裁定    
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・現在、次の 6 か所に設置 

La Paz、Oruro、Cochabamba、Santa Cruz、Potoai、Tupiza 

5-1-3. 鉱山技術サービス局（SETMIN：Servicio Tecnico de Minas） 

鉱区管理を目的に、1991 年 4 月に国家鉱区台帳サービス局が設立されたが、新鉱業法の

施行に伴い、本サービス局に代わり、鉱山技術サービス局を設置した。 

【主要業務】 

・UTM 座標系による縮尺 1/5 万と 1/10 万の国家鉱区方眼図の作成 

・全ての鉱業手続き及び訴訟について、技術組織として報告 

・全鉱業書類に係る国家データベースを維持し、コンピュータ化 

・鉱区の維持・管理 

・全ての鉱業行為及び契約を記載した鉱業台帳の維持・管理 

・鉱業権及び鉱業契約に係る証明書の付与 

・国家鉱区登録台帳の作成 

・鉱区税支払の監視 

・鉱業官報（月報及び年報）の発行 

＊ 2004 年 4 月に地質鉱山局（SERGEOMIN）に統合される予定 

5-1-4. 地質鉱山局（SERGEOMIN：Servicio Nacional de Geologia & Mineria） 

【概要】 

・1996 年 4 月に、当時のボリビア地質調査書（GEOBOL）、鉱業冶金研究所（IIMM）及び国

家鉱業情報システム（SNIM）の機能を統合する形で設立 

・経済開発省の下にある鉱山冶金副省の管轄下で、地質、鉱山、環境分野で科学・技術的

な調査・研究を通じて、適切な資源の利用による持続的開発に寄与することを使命 

・ラパスの本部他、オルロ、コチャバンバ、サンタ・クルス、ポトシの四か所に支所（現

在の職員数は 100 名弱） 

・四つの実務部門（地質鉱物資源部、水文地質部、鉱山環境部、地質鉱山情報部）を有し、

年間予算は約 70 万ドル（2003 年） 

・金属鉱業事業団との資源開発協力基礎調査等、先進各国との技術協力を推進している他、

近では、COMIBOL との連携を強め、鉱床探査にも力点（但し、鉱業法により、自らの

鉱業権保有は不可） 

【主要業務】 

・国土地質図の作成・発刊 

・地質、水文地質、環境に係る各種テーマ図の作成・発刊 

・地質、鉱山、冶金、水文地質及び環境分野での、科学・技術的な調査・研究 

・鉱物資源のポテンシャル地域での基礎探査の実施 

・COMIBOL 保有鉱区での探鉱支援 

・地下水資源の調査・評価 



 

- 13 - ボリビア 

・環境関連情報の収集・解析 

・鉱物ポテンシャル地域での環境ベースライン図の発刊 

・鉱業における環境管理の改善を目指した研究 

・各種情報のシステム化と公共提供サービスの促進 

・政府（鉱山冶金副省）に対する関連分野の助言 

・官民を問わず、関連組織に対する技術的・財政的支援 

国際協力事業（2003 年） 

・資源開発協力基礎調査（対：MMAJ/JICA  ヤニ・ペレチュコ地域 2002 年度開始） 

・カナダ CIDA 事業 

（1）地質鉱床データ整備（ディジタル化） 

（2）自然災害防止 

（3）ボリビア東部の河川域汚染（水銀）対策 

その他、ドイツ（地震対策関連）、デンマーク（ポトシ県の水質汚染対策）等と協力事

業を実施 

5-2. 公営機関 

5-2-1. ボリビア鉱山公社（COMIBOL：Corporacion Minera de Bolivia） 

沿革  

・1952 年に、政府が当時の三大錫生産会社及びそれらの系列 11 社を国有化して設立 

・設立後、約 30 年間、鉱産物輸出額の 7 割程度を生産する等、ボリビア 大の鉱山企業と

して貢献 

・1980 年代に入ると、錫価格の暴落等もあり経営が悪化し、1985 年には不採算鉱山の操業

停止、操業鉱山の民営化の推進等の、経営改善を実施 

・新鉱業法の施行により、鉱業活動は直接実施せず、JV 契約、サービス提供、租鉱権貸与

等による管理執行機関に変貌 

・新鉱業法の一部改正（2002.7）により、探鉱〜生産・販売までの全ての鉱業活動を管理・

執行の対象とすることを明確化し、探鉱についても実務能力のある地質鉱山局

（SERGEOMIN）と提携して、再び、積極化する姿勢 

・人員は約 100 名、政府からの予算はなく、民営化案件からの収入（約 4 百万＄）が財源

（2002 年） 

【主要業務】 

・民営化鉱山・製錬所と締結した JV 契約、リース契約の管理 

・民営化の推進（Karachipampa 製錬所（鉛、銀）、Mutun 鉄鉱床等） 

・鉱害防止対策（COMIBOL が過去に操業した鉱山を対象） 

・小規模鉱山、協同組合に対する支援（技術、設備等） 

・探鉱の推進 

探鉱については、当国の探鉱・開発活動が沈滞していることから、これを促進する観点



 

- 14 - ボリビア 

で力を入れつつあり、成果が出た探鉱案件は民営化の方向である。なお、 

新鉱業法により、COMIBOL は鉱区税の支払が免除されている。 

 

5-3. その他 

5-3-1. 中規模鉱山協会（Asociacion de Mineros Medianos） 

1939 年に設立された、中規模鉱山企業よりなる協会で、ボリビア鉱業の発展・進歩を主

目的としている。メンバー企業に対し、投資、融資、商業化等の幅広い分野について全体

的な活動をコーディネートする他、法律、税、労働問題等に個別にアドバイスを行う。 

現在の会員社数は 14 社（2002 年）である。 

5-3-2. 鉱業協同組合連合会（FENCOMIN：Federacion Nacional de Cooperativas Mineras） 

全国に約 500 ある鉱業協同組合よりなる。鉱業協同組合は、一つの鉱山、坑内、流域等

を複数の者で共有する形態で、一般に経済力、技術力、管理能力に欠ける。一組合の人数

は、数人規模から 1000 人規模と幅広い。（平均 80 人程度） 

ボリビア鉱業に大きなウエイトを占める点（全鉱山労働者の約 7 割）、また、地方経済

の発展、貧困対策、雇用対策の観点から、政府は支援政策を採っている。 
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6. 投資環境 

6-1. 税制 

ボリビアの現在の税制は、法律第 843 号（2000 年改訂）他を基本とし、税項目、税率等

が定められているが、税体系は、一般に簡素化している。 

外国からの投資は、内外の差別なく平等に扱うことが定められ、鉱業投資においても

100%外資が認められている。基本的に、所有権、為替、資本の移動、利潤の国外送金、技

術移転、財・サービスの輸出入、取引通貨等に関する規制はない。また、国内製品の輸出

促進のために設けられたフリーゾーンで活動する企業には、国内税や関税が免除される。 

鉱業に対しては、鉱産物の輸出に際し、金属価格に基づいた税が課される等、別途、課

税制度が設けられている。 

法人税  ：税率  25 % 

所得税  ：税率 15.5 %  

付加価値税 ：  13 %   ＊輸出品は除外 

その他、品目により特別消費税（自動車、飲料、タバコ等）が、また炭化水素類とその

二次製品にはこれらに限定した税が課せられる。 

関税  ：基本税率 10%、例外品目：資本財 5%、書籍、出版物 2% 

・特恵等特別措置アンデス共同体域内税率 

ベルー他との二国間自由貿易協定（FTA）定率 
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6-2. 労働事情 

2001 年の全国の労働人口は約 300 万人で、この内 7 割近くが首都ラパスを含む都市圏に

集中している。業種別では、一次産業から二次・三次産業へのシフトが進行し、現在では

三次産業就業者が も多い。失業率は、90 年代末以降、微増傾向にあるが、現在は 8〜9%

程度で推移している。また、経済活動人口が全人口の 4 割弱と低いことを特徴としている。 

賃金は概して低く、一般公務員で月額 100〜150 ドル程度と推定され、賃上げ要求の公

務員ストも頻発している。労働組合は、全国の労働者組合の連合体としてボリビア労働総

連（COB）があり、さらに COB を中心に業種別に労働組合が組織されている。主な労働組合

は、教員組合、鉱山労働者組合連合、インディオ農民統一組合連合等であるが、これらは

道路封鎖等の過激な行動を頻繁に行い、社会生活に影響を与えている。 

6-3. 治安 

ボリビアは、南米諸国の中では比較的治安の良い国とされている。周辺国で見られる様

なテロ活動、誘拐の類いの凶悪犯罪も少なく、一般犯罪も他の南米諸国に比較すると少な

い。 

しかし、昨今、政治情勢が不安定化する状況の中で、一般犯罪は増加傾向にあり、とく

にラパスやサンタクルス等の都市部でこの傾向が著しい。例えば、ボリビアの殺人事件の

発生件数が、2002年は前年の1.3倍とのデータや、空き巣被害の急増等が報じられている。

また、日本人旅行者を狙った首絞め強盗事件、ニセ警察官による窃盗事件が、ラパス等の

都市部や観光地で頻発している。 

ボリビアで も注意すべき治安問題は、日常化している感すらある農民や労働団体、各

種市民団体等による反政府の抗議行動である。この抗議行動の特徴は、主要幹線道路を封

鎖することにあり、一般市民の移動、物流に大きな影響を与えている。また、とくに 近

では、これらの抗議行動がエスカレートし、暴徒化して治安当局と衝突し、多数の死傷者

が出るケースも発生している。これらは、日本人を含む特定の個人を狙ったものではない

が、移動中に遭遇し巻き込まれると極めて危険な状況になることから、治安上、 も警戒

すべき留意点である。とくに、政治情勢が不安定化する状況の中で、 大の治安問題であ

る。 

その他、政府の麻薬対策に伴う、違法コカ葉生産地に対する取締り強化による治安問題

があり、コカ葉栽培農民と、政府の取締り部隊との間で抗争が続いている。但し、本問題

は、地域が限定されており（コチャバンバ県チャパレ地方）、他の地域ではこの種の問題

はない。 
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7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質概略図 

 

第 7-1 図 ボリビア地質図（国際鉱物資源開発協力協会、2002） 
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第 7-2 図 ボリビア地質図凡例（国際鉱物資源開発協力協会、2002） 
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7-2. 地質構造図 

 ボリビア共和国は、西コルディエラ山系、アルティプラーノ、東コルディエラ山系、サ

ブアンデス帯、ベニチャコ平原、先カンブリア楯状地の 6 つの地形－地質構造区に区分さ

れている。 

 

第 7-3 図 ボリビア地質構造図（国際鉱物資源開発協力協会、2002） 

先 
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7-3. 主要鉱床分布図 

 

第 7-4 図 ボリビア主要鉱床分布図（USGS、2003） 
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8. 鉱山概要 

8-1. 操業鉱山 

8-1-1. Bolivar 

名前  :Bolivar  

会社名（権益比率）: Comibol 50% 

State of Bolivia 50% 

鉱床 鉱種 :Zn Ag   

埋蔵鉱量 :3.1 百万 t 13.2％Zn Raw Materials Data  August 2004 

鉱床タイプ :熱水性脈 

地質概要 :堆積岩母岩、火山性グラニトイド。  

生産量 （直近 5 ヵ年） 

生産開始年： 1940    

年 粗鉱生産量 

Mt 

品位 

% 

金属量 

Zn t 

1999 0.3 12.0 30,000 e 

2000 0.4 e 12.0 40,000 e 

2001 0.5 e 12.0 40,000 e 

2002 0.5 e 12.0 50,000 e 

2003 0.5 e 12.0 50,000 e 

24,802 * 

Raw Materials Data  August 2004 

*金属資源レポート 2004.05 Vol.34 No.1 特集号：世界の鉱業の趨勢 JOGMEC 

採鉱法  :UG 

選鉱法  :SAG ミル、浮遊選鉱 

副産物等 :Ag 
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8-1-2. Porco 

名前  :Porco 

会社名     :Comsur 

鉱床  鉱種 :Zn Ag  

埋蔵鉱量 :4 百万 t 11.2％Zn Raw Materials Data  August 2004 

鉱床タイプ :熱水性脈 

生産量 （直近 5 ヵ年） 

年 粗鉱生産量 

Mt 

品位 

% 

金属量 

Zn t 

1999 0.4 e 10.0 33,000 e 

2000 0.4 e 10.0 33,000 e 

2001 0.4 e 10.0 40,000 e 

2002 0.5 e 10.0 50,000 e 

2003 0.5 e 10.0 50,000 e 

41,028 * 

Raw Materials Data  August 2004 

*金属資源レポート 2004.05 Vol.34 No.1 特集号：世界の鉱業の趨勢 JOGMEC 

採鉱法  :UG 

選鉱法  :浮遊選鉱 

副産物等 :Ag 
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8-1-3. Porco、Huari Huari、Bolivar, Colquiri 4 鉱山 

名前  ：Porco、Huari Huari、Bolivar, Colquiri 4鉱山 

会社名     ：Comsur 社(ボリビア) 

英国CDC 社(Commonwealth Development Corp.)  

Porco、Huari Huari、Bolivar鉱山；Comsur 社 

Colquiri 鉱山；2002 年1 月にComsur 社と英国CDC 社

(Commonwealth Development Corp.) のJ/V により再開された。 

鉱床  鉱種  ：Zn  

鉱床タイプ ：鉱脈 

生産量 （直近 5 ヵ年）  

年 鉱山名 金属量 

Zn t 

1999 Porco 

Bolivar 

33,000 e 

30,000 e 

2000 Porco 

Bolivar 

33,000 e 

40,000 e 

2001 Porco 

Bolivar 

40,000 e 

40,000 e 

2002** Porco 

Huari Huari 

Bolivar 

Colquiri 

37,000 

31,000 

31,000 

15,000 

2003* Porco 

 

Huari Huari 

 

Bolivar 

Colquiri 

 

Zn 41,028 

Pb 1,682 

Zn 30,435 

Pb 2,976 

Zn 24,802 

Pb 604 

Zn 15,766 

Raw Materials Data  August 2004 

*金属資源レポート 2004.05 Vol.34 No.1 特集号：世界の鉱業の趨勢 JOGMEC 

**海外鉱業情報 特集号：世界の鉱業の趨勢 Vol.33 No.1 2003.05 金属鉱業事業団 

採鉱法  ：UG 
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主要鉱山・製錬所の鉱種別生産量（2003 年） 

出典：MMH 

 

8-2. 休廃止鉱山 

8-2-1. Caballo Blanco 

鉱山名     :Caballo Blanco 

休廃止時期 ：2001 

亜鉛   鉛 

鉱山名 企業名 生産量(t) 鉱山名 企業名 生産量(t) 

 Porco Comsur 41,028 Huari Huari Comsur 2,976

 Huari Huari Comsur 30,435  Porco Comsur 1,682

 Bolivar Comsur 24,802  Bolivar Comsur 604

 Colquiri Comsur ／

CDC 

15,766

金   銀 

鉱山名 企業名 生産量(t) 鉱山名 企業名 生産量(t) 

 Kori Kollo Inti Raymi 4.7  Bolivar Comsur 105.0

 Don Mario Orvana 0.5  Porco Comsur 72.4

   Huari Huari Comsur 55.0

錫   

鉱山名 企業名 生産量(t) 

 Huanuni Comibol 3,120

 Colquiri Comsur ／

CDC 

2,859
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9. 新規鉱山開発状況 

世界規模の銀山になると期待される、San Cristbal 鉱床（Apex Silver 鉱山社(米)：鉱

量 240 百万 t、Ag 69g/t、Zn 1.67%、Pb 0.58%）の開発プロジェクトは、既に 1 億ドル近

い投資を行っているが、金属市況の低迷もあり、長らく凍結状態にあった。しかし、市況

の回復から開発資金の調達を加速しており、開発が再始動する状況にある。計画では、露

天掘り採掘で産銀量 27 百万オンス/年、産亜鉛量 26 万 t/年（当初 5 年間）を予定してい

る。一方、San Bartolome 銀鉱床（Coeur d’Alene 鉱山社(米)：鉱量 37 百万 t、Ag 102g/t）

の開発プロジェクトは、2004 年 7 月に鉱山工事に着手し、2006 年の年初からの操業開始を

計画している。初期開発投資額 70～80 百万ドル、年産銀量 6 百万オンスを予定している。

また、San Vicente銀・亜鉛鉱山（Pan American Silver社(加) 他：鉱量4.1百万 t、Ag 369g/t、

Zn 4.8%）は、2002 年の年初より高品位鉱の小規模採掘を行っているが、2003 年 11 月、本

格開発に向け F/S を開始した。 

当国の金生産の主力を担ってきた Kori Kollo 金山は、先にも記述した様に既に閉山処

理のプロセスにあるが、近隣に位置する Kori Chaca 鉱床（鉱量 12 百万 t、Au 0.8g/t）に

ついて、既存プラントの活用による開発が可能としている。鉱床規模が小さいことから、

売却予定と伝えられているが、金価格の高値推移もあり、Newmont 社が独自に開発する可

能性を指摘する声もある。一方、Kori Kollo 金山に規模は劣るが、Don Mario 金山（Orvana

社(加))の操業が 2003 年 5 月に始まった。本鉱床は、ボリビア東部のブラジルとの国境に

近いクラトン中にあるグリーンストーンタイプの金鉱床で、高品位な中規模鉱床（鉱量 2.4

百万 t、Au 12.3 g/t）である。初期開発投資額 20 百万ドル、フル操業時の年産金量は 1.9t

を予定している。 
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9-1. San Cristobal 

地域           ：Potosi 

名前  ：San Cristobal 

位置  ：Potosi 県 

会社名（権益比率）：Apex Silver (USA) 

鉱床  鉱種 ：Ag Zn Pb   

埋蔵鉱量 ：240百万t 

品位  ：69g/tAg、1.67%Zn、0.58%Pb 

鉱床タイプ ：浅熱水性、鉱染 

計画の概要 ：1999年9月F/S 終了。既に1 億ドル近い投資を行っているが、金属市況

の低迷もあり、長らく凍結状態にあった。しかし、市況の回復から開発資

金の調達を加速しており、開発が再始動する状況にある。計画生産量 27 

百万oz/y Ag、26 万t/y Zn。（当初５年間） 

開発費 ：初期開発投資額 420M$。 

採鉱法 ：露天掘り 

 

9-2. San Vicente 

地域          ：Potosi 

名前  ：San Vicente 

位置  ：Potosi 東アンデス山系 

会社名          ：Pan American Silver (Canada) 

鉱床  鉱種 ：Zn Ag 

埋蔵鉱量 ：4.1 百万 t 

品位  ：4.77％Zn, 369g/tAg 

鉱床タイプ ：鉱脈 

開発計画 ： 

開発の概要 ：1993 年採掘中止。 

本格開発に向け F/S 実施中（2003 年）。2002 年初めより高品位鉱の小

規模採掘を開始。計画年間生産量 Ag 3.7 百万 Oz 
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10. 探査状況（名称、位置、会社名、権益比率、鉱床概況、経緯） 

ボリビアの探鉱・開発活動は、1990 年代の半ば、政府の鉱業振興策（外資導入、新鉱業

法の制定、民営化の推進等）、非鉄市況の好転等により一時期活発化したが、その後、1990

年代の後半以降、非鉄市況の全般的な低迷の中で沈滞傾向が続き、一時期 50 社を超えた外

資参入企業数も、5～10 社程度にまで減少した。しかし、2003 年に入り、新金山の操業開

始、これまで凍結状態にあった探鉱・開発プロジェクトの再始動、ジュニア企業による探

鉱活動報道等も聞かれ始め、非鉄市況の回復と共に前途に明るい兆しが見え始めている。

元来地質ポテンシャルの高い当国の探鉱・開発活動が、今後、再び活発化することも期待

される。 

その他、金鉱床探査で再始動する案件が目立ち、San Simon 鉱床（Eaglecrest 社(加)）

は、2003 年 10 月より本格的なボーリング探査（16,000m）を再開し、Amayapampa 鉱床は、

2003 年 12 月、Luzon 社(加)が Vista Gold 社(米)より権益を取得後、F/S を再開した。ま

た、初期的な探査に参入するジュニア企業の動きも見られ始め、Esperanza Silver 社(加)、

General Minerals 社(米)、Solitario Resources 社(米)等が、金・銀鉱床を対象に各地で

探査を開始している。これらと並行して、地元の Comsur 社、EMUSA 社による、銀・亜鉛鉱

床を主体とした探査活動も行われている模様である。 

当国の主力鉱種の一つである錫については、注目される探鉱・開発プロジェクトは見ら

れない。 

なお、金属鉱業事業団（現 石油天然ガス・金属鉱物資源機構）は、2002 年度から 3 か

年計画で国際協力機構と共に、首都ラパス北西のペルーとの国境地域において、資源開発

協力基礎調査（ヤニ・ペレチュコ地域）を実施中である。多鉱種のポテンシャルが高い地

域で、新鉱床の発見が期待される。 

鉱業投資額推移 

(単位：百万ドル) 

年 公的機関 民間

1994 9.0 63.1

1995 4.4 114.7

1996 3.1 81.8

1997 3.4 63.8

1998 − 48.0

1999 − 43.5

2000 − 49.7

2001 − 40.6

2002 − 13.7

      出典：MMH 
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主な探鉱開発プロジェクト 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名 位置

(県) 

鉱種 鉱床タイプ 企業名 探鉱開発投資内容他 

San 

Cristobal 

Potosi 銀、 

亜鉛、鉛 

Epithermal 

Disseminated

Apex Silver 

(加) 

1999 年 9 月 F/S 終了。 

一部鉱山工事に着手したが、その後の銀

価低迷等により凍結。 

近の市況回復により、開発計画が再始

動の気配。 

鉱量 240Mt(Ag 62g/t、Zn 1.67%、Pb

0.58%)。初期開発投資額 420M$。 

計画生産量 Ag27百万oz/y、Zn 26万t/y。

(当初 5 年間) 

San 

Bartolome 

Potosi 銀 Vein 

Stockwork 

Coeur d'Alene 

(米) 

2002 年 F/S 終了。2004 年 1/4 期に EIA

提出、7 月に鉱山工事着手予定。 

2006 年年初に操業開始予定。 

鉱量 37Mt(Ag 102g/t)。初期開発投資額

70～80M$。 

計画生産量 Ag 6 百万 oz/y。山命 14 年。

Don Mario Santa 

Cruz 

金 Stratiform Orvana(加) 

Comsur 

2003 年 5 月操業開始。 

鉱量 2.4Mt(Au 12.3g/t)。初期開発投資

額 20M$。 

計画生産量 Au 6 万 oz/y。 

Amayapampa Potosi 金 Sediment 

Hosted 

Luzon(加) 2003 年 12 月、Luzon 社は Vista Gold 社

より権益取得。再 F/S 実施中。 

鉱量 9.8Mt(Au 1.68g/t)。初期開発投資

額 26M$。 

計画生産量 Au 4.2 万 oz/y。 

Kori Chaca Oruro 金 Epithermal 

Disseminated

Inti Raymi 

(Newmont 他) 

2003 年 12 月、Inti Raymi 社は近く売却

計画を具体化すると発表。 

鉱量 12Mt(Au 0.8g/t)。 

計画生産量 Au 23 万 oz(2 年間)。操業停

止した Kori Kollo 金山の施設利用。 

San Simon Beni 金 Vein 

Stockwork 

Eaglecrest(加) 1995～1996 年の探鉱により鉱徴把握。

2003 年 10 月ボーリング探鉱(16,000m)

開始。2004 年中頃終了予定。 

San 

Vicente 

Potosi 亜鉛、銀 Vein Pan American 

Silver(加) 

EMUSA 

1993 年採掘中止。本格開発に向け F/S

実施中。 

2002 年初より高品位鉱の小規模採掘を

開始。 

鉱量 4.1Mt(Zn 4.77%、Ag 369g/t)。 

計画生産量 Ag 3.7 百万 oz/y。 

Pederson Oruro 金 Sediment 

Hosted 

Disseminated

EMUSA 

Orvana 

Comsur 

1994～1999 年ボーリング探鉱実施。 

2000 年以降、探鉱中断の模様。 

鉱量 42Mt(Au 1.3g/t)。 
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11. 製錬所概要 

11-1. Vinto 

名前 :Vinto 

会社名 :Comsur，Commonwealth Development（英） 

主要生産金属 :錫 

 

鉱山製錬所位置図 

 

操業鉱山[http://www.iza.com/zgd_org/PDF/Economy-Mine_prod.pdf] 

Bolivar Cerro Bonete, Sur Lípez Province, Potosí Department, 

Porco、Huari Huari、Bolivar, Colquiri 4 鉱山 

Porco; Agua de Castilla which has a smaller mine called Porco. 40km to Potosi 

Lat;19°49′60″S,Long66°0′0″W 

              [http://www.fallingrain.com/world/BL/7/Mina_Porco.html] 

 [http://www.antipodes-expeditions.com/antipodes-english/archives/2004_09.html] 

Colquiri; Lat;17°25′0″S,Long.67°7′60″W 

        [http://www.fallingrain.com/world/BL/4/Colquiri.html] 

        Huari Huari; Lat;19°26′54″,Long.65°35′29″ 

       [http://www.fallingrain.com/world/BL/7/Huari_Huari.html] 

Colquiri 

Huari Huari

Porco 

San 

Cristobal San Vicente 
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探鉱開発 

San Cristobal  Lat;21°7′0″S,Long.67°12′0″W 

        [http://www.fallingrain.com/world/BL/7/San_Cristobal.html] 

50 km S frm RIO GRANDE    infomine 

San Vicente    Lat;21°13′60″S,Long.66°22′0″W 

120 km  WNW  frm TUPIZA   infomine                    

休廃止鉱山 

Caballo Blanco  

      [http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/1994/9503094.pdf]  

 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況（金属鉱業事業団、JMEC 等） 

12-1. 海外地質構造調査 

・1971～1974 年度 中部地域 

・1975～1976 年度 西部地域 

・1979 年度  南部地域 

12-2. 資源開発協力基礎調査 

・1975 年度     亜鉛精錬所計画（地域開発計画調査） 

・1976～1978 年度 南部地域（資源開発調査） 

・1979～1981 年度 グランチョカヤ地域（資源開発調査） 

・1982～1984 年度 サンアントニオ地域（資源開発調査） 

・1985 年度  サンアントニオ地域（フォローアップ調査） 

・1986 年度  サンアントニオ地域（地域開発計画調査） 

・1987～1989 年度 リペス地域（資源開発調査） 

・1990 年度  リペス地域（フォローアップ調査） 

・1991～1993 年度 コルキリ地域（地域開発計画調査） 

・1994～1995 年度 ワヌニ地域（地域開発計画調査） 

・1996 年度  サンアントニオ地域（フォローアップ調査） 

・1999～2001 年度 オルロー・ウユニ地域（資源開発調査） 

・2002～2004 年度  ヤニ・ペレチュコ地域（資源開発調査） 

 資源開発協力基礎調査は長い歴史の中で、数々の成果を収めてきたが、この中でも特筆

されるのは、南部地域（1976～1978 年度）において有望な鉱床を把握し、これを対象に

COMIBOL（鉱山公社）がサンヴィセンテ鉱山（鉱量 113 万トン、亜鉛 5.3%、銀 370g/t）と

して 1981 年より生産を開始したことである。本鉱山の採掘は 1990 年代の半ばまで続いた

後、休止していたが、2002 年に Pan American Silver 社（カナダ）が操業を再開した。 

 さらに、コルキリ地域（1991～1993 年度）では、操業中のコルキリ鉱山（当時 COMIBOL
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操業）周辺で新鉱床（銀・亜鉛）を発見し、100 万トン近い鉱量の増加に寄与した。この

時発見した新鉱脈には Veta Japon（日本鉱脈）と命名された。本鉱山は、その後の民営化

により、現在は当国の亜鉛生産最大手の Comsur 社他により操業されている。 
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第 2 部 地質解析 

1. 地質・地質構造 

ボリビア共和国は、面積 1,099 千平方㎞の内陸国で、西から東へ、西コルディエラ山系、

アルティプラーノ、東コルディエラ山系、サブアンデス帯、ベニチャコ平原。先カンブリ

ア楯状地の、6 つの地形－地質構造区に区分されている（前者 4 地域が、ボリビアでのい

わゆるアンデス山系を構成し、領土の 40%を占めている）。 
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第 1-1 図 ボリビア地質構造図（国際鉱物資源開発協力協会、2002） 

先 
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1-1. 西アンデス山系 

 本地域は、チリやペルーとの国境をなし、沈み込み活動に関係したアンデス火山弧に属

する成層火山群で構成されている。 

基盤岩類は.第三紀の火山岩類や堆積岩類で、山稜を形成する火山岩類は、上部中新世

～鮮新世の安山岩、流紋岩溶岩を主とし、山頂付近には第四紀の石英安山岩類も存在して

いる。 

西アンデス山系を特徴づけるこれらの大規模・広範囲な火山活動は、上部漸新世に始ま

ったナスカプレートの南米大陸への沈み込みによって生じた。この火山活動に伴って、多

数の成層火山が形成されている。 

 

1-2. アルティプラーノ 

 本地域は、ほぼ水平な第四紀湖成堆積物からなる標高約 3,900m の台地状平原で、 も低

い所でも標高 3,653m（ウユニ塩湖）である.北部のチチカカ湖（標高 3,810m.水深 284m）

に源を発す水系が発達し、中央部には浅い湖（ポーポ湖など）が存在し、南には塩湖（ウ

ユニ、コイパサ、エンペクサなど）が存在している。 

アルティプラーノの形成は、暁新世～始新世（古第三紀前期）に始まり、基盤岩類（先

カンブリア紀）を覆って、白亜紀、古第三紀、新第三紀の岩石類、現世の湖成堆積物、氷

河堆積物、沖積堆積物などが分布し、褶曲や断層の影響を受けている。火成活動は、中新

世～鮮新世に生じ、南部では安山岩質の噴出活動（中新世）が、北部では流紋岩質火砕岩

類の噴出活動（中新世～鮮新世）が継続し、膨大な量の陸成火山噴出物が堆積している。 

 

1-3. 東アンデス山系 

本地域は、造山活動により形成された延長約1,000km、幅150～400kmの摺曲山脈である。

海抜 6,500m に近い万年雪や氷河を頂く山々が連なり、ボリビア国内で も標高が高い地域

である。 

地質的には、ボリビア国内で も完全な層序が残されている地域で、岩相は変化に富み、

古生代の深海成～陸成砕屑岩類、中生代の海成～陸棚炭酸塩岩が分布し、火山岩や火山砕

屑岩類は新生代に卓越している。これらの岩石類は、先カンブリア界を基盤として堆積し、

カレドニア期（カンブリア紀～デボン紀）、ヘルシニア期（石炭紀）、アンデス期（ジュ

ラ紀～現世）などの造山運動を受け、南北系の軸をもつ複雑な褶曲構造や衝上断層帯など

が形成されている。 

上部原生代～カンブリア紀の岩石類は、コチャバンバの北東に存在し、同様な変堆積岩

類が、南部のタリハ地域からアルゼンティン北西部まで続いている。上部カンブリア紀～

上部オルドビス紀下部の堆積岩類は、大部分が黒色頁岩で構成され、東アンデス山系の大

部分を占めている。山系東側と西側翼部～境界部には、下部シルル紀～下部石炭紀や上部

石炭紀～上部三畳紀の堆積岩類が存在している。下部ジュラ紀～現世には、変化に富む海
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成～陸成赤色堆積物、蒸発堆積物、炭酸塩岩が沈積し、これらを不整合に覆って、始新世

～漸新世の厚い赤色層が堆積している。 

上部漸新世～下部中新世に、ナスカ・プレートの沈み込みによるアンデス造山活動が生

じ、東アンデス山系は隆起し、安山岩質火山活動とそれに引き続く半深成岩の貫入などが

生じた。これらの変動に伴い、アルティプラーノは山間堆積盆地となり、厚い陸成堆積物

が堆積している。 

ヘルシニア造山運動終焉とともに、本地域は張力変動の場（環境）となり、過アルカリ

質火山活動と、花崗岩質深成岩の併入が生じている。その後、ナスカ・プレートの沈み込

みが始まり、ジュラ紀～新生代にかけて続くカルクアルカリ質火山活動が引き起こされた。

主要な火成（マグマ）活動は、中部中新世に生じ、西コルディエラ山系、アルティプラー

ノ、東コルディエラ山系におよぶ極めて広大な火成活動帯が形成された。その後上部中新

世に、この広大な火山弧で火成活動が再び生じ、成層火山、カルデラ、大規模な熔結火砕

流火山岩台地（ロス・フライレス台地やモロコカラ台地）などが形成されている。 

 

1-4. サブアンデス帯 

本地域は、東アンデス山系の東側に隣接する複雑な褶曲－衝上断層帯からなる褶曲山脈

で、北のペルー国境から南のアルゼンティン国境まで延びている。サブアンデス帯は、北

部では北西－南東方向をなすが、サンタクルスの南（南緯約 18 度）以南では、南北に方向

を変えている。この方向変換（曲がり）は、サンタクルス屈曲あるいは、これが位置する

チリ北部の海岸名から、アリカ屈曲と呼ばれ、南米大陸の大陸縁（海岸線）が大きく屈曲

している。 

北部は、化石類を多量に含有するペルム紀～石炭紀の石灰質、海成堆積物が分布し、ジ

ュラ紀の火成活動の根拠は認められていない。南部は、古生代の海成堆積物に乏しく、ぺ 

ルム紀～三畳紀のところにより石灰質、蒸発岩質な堆積物に富み、ジュラ紀の火成活動の

影響を受けている。 

 

1-5. ベニチャコ平原 

サブアンデス帯の東側に広がる、標高 250m 以下の平原地帯で、リオデラプラタ盆地に属

する 南端部を除き、アマゾン盆地の一部をなしている。 

北側のべニ平原には、熱帯森林を伴う河川、湖、季節的な洪水にみまわれる沼沢地（ス

ワンプ）や湿原が存在し、南側のチャコ平原には、植生として低い灌木が生える、乾燥し

た草原が広がっている。チャコ平原の東に存在すチキターナス山地（1,290m）や、同平原

南部の高さ 800m に達する孤立した丘陵・メサ台地などには、古生代海成堆積物～白亜紀陸

生砂岩が存在するが、その他の地域では、第三紀～第四紀の厚い湖成堆積物や、崖錐堆積

物が基盤岩類を覆っている。 
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1-6. 先カンブリア紀楯状地 

本地域は、アマゾン剛塊の一部、中央ブラジル楯状地の南西部を構成し、複雑な変成作

用、火成活動、変動作用などの影響を受けている。 

原生代～白亜紀の岩石類が存在しているが、大部分は、グアポレ剛塊を購成する片麻岩、

黒雲母片岩、石英片岩などの原生代の変成岩類である。これらの変成岩類は、第三紀以降

のラテライト化作用を受け、第四紀の沖積層によって覆われている。 

北西～南西－西北西～東南東の方向性を有する標高 400～700m の緩やかな山稜が、剛塊

の北部（リカルド・フランコ、サンシモン）と、南部（スンサス、サントコラソン、ラカ

ル）に存在している。これらの山稜は、堆積岩や変堆積岩で構成され、異なる造山運動の

影響を受けている。 

原生代からなる剛塊内に、古生代～中生代の岩石からなる西北西～東南東方向の褶曲山

脈、チキートス山地が存在し、近接した平原と共に、チキートス山脈－平野と呼ばれる地

質構造地域を形成している。 
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2. 鉱化作用 

2-1. 鉱床生成区（鉱床分布の特徴） 

ボリビア共和国の主要な金属鉱床は、そのほとんどが、アンデス帯に集中しており、東

アンデス山系から、アルチプラーノにかけの、多金属鉱床（ボリビア型と呼ばれ、錫・銀

を主体とする）賦存地域が、主要な鉱床地帯である。 

ボリビア型多金属鉱脈鉱床は、中～浅深度に貫入した火成岩に関係する、細脈や微脈群

で形成される鉱床で、錫、銀、金、銅、鉛、亜鉛、タングステン、ビスマス、アンチモン

など、多種類の金属の一部、ないしは全部を含有している。 

これらの鉱床は、安山岩質～石英安山岩質な貫入岩（岩株、岩脈群）に関係しており、

火山岩と関係あるものはまれで、主に古生代の堆積岩や変堆積岩（変成岩）が、分布する

東アンデス山系と、陸成堆積物や火山岩が堆積した、アルチプラーノに存在している。 

胚胎される母岩の性質は、鉱床形成に関する重要な規制とはならず、堆積岩、変堆積岩

（変成岩）、火山岩、貫入岩など、いろいろな岩石中に胎されている。 

脈や微脈などの分布は、石英安山岩質な岩株や岩脈群と、密接な関係を有しており、多

くの鉱床において、関連する火成岩の貫入に伴う、引っ張り割れ目（tension fractures）

を充填して、鉱化脈が形成されている。 

鉱化作用の初期に、母岩は、狭い割れ目に沿って交代され、引き続く後期に、鉱脈が、

割れ目を充填してる。 

これらの鉱床の多くは、垂直や水平方向への連続が良好である（ポトシのセロ・リコ鉱

山の場合、水平延長 2km、稼行中の 下底部は、鉱化体の 上部より 900m 深度にあり、鉱

化部の下限については、明らかとなっていない）。 

鉱石鉱物は、大部分の鉱床で、幅が 10cm～2m の、個々に独立した脈に含有されており、

また、脈の集合部や、微脈群などにも認められている。 

鉱物組み合わせは、極めて複雑であるが、鉱脈の 90%（重量比）以上が、黄鉄鉱、白鉄

鉱、磁硫鉄鉱などの、硫化鉱物で構成されており、非硫化物の、脈石鉱物に乏しいのが、

本鉱化作用の特徴である。 

硫化鉱物脈が上方に向かって、重晶石－石英または重晶石－玉髄脈に変化するのが、こ

のタイプの鉱床には、普遍的に見られるが、これは、ポーフィリー型の鉱化作用が、浅熱

水型鉱化作用へと、移行するためと考えられている。 

数十～数百メートル規模の、熱水変質帯が、多くの鉱床に存在しており、変質の見かけ

上の強度は、もともとの母岩の性質に左右されている。 

熱水変質では、石英－絹雲母－黄鉄鉱の組み合わせが特徴的で、母岩は、石英や絹雲母

で交代され、白色に漂白（脱色）されており、鉱染している黄鉄鉱や硫化鉱物は、酸化さ

れて、赤や茶色の斑点をなしている。 

鉱床上部や外郭部には、粘土化が進み、明礬石を含む変質部が存在しているが、この変

質帯と、鉱染状の黄鉄鉱の酸化による、酸性流体で引き起こされた、天水による粘土化帯
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との区別は難しい。 

鉱脈やこれらの変質が、母岩に与えた影響のおよぶ範囲は広大で、アルチプラーノの東

側境界付近（チョカヤ地域）では、変質帯の範囲は、径数 km におよぶ範囲に認められてい

る。 

鉱床生成の時期は、三畳紀、漸新世、中新世の 3 時期とされているが、大部分の鉱床は、

中新世（中～後期）に形成されている。 

流体包有物の充填温度と、塩濃度の測定結果や、地質層序の復元などから、大部分のボ

リビア型多金属鉱床は、地表下 0.5km～2km の深度で、形成されたと推測されている。 

アルチプラーノの多金属鉱床は、上部第三系～第四系に覆われ、解明されていない部分

もあるが、相対的に錫とタングステンが少なく、銅に富む銅・鉛・亜鉛鉱脈鉱床が多い。 

鉱床生成の時代は、中新世とされており、東アンデス山系の鉱化作用に見られる、東か

ら西への帯状配列の一部をなしていると解釈されている。 

アルチプラーノ中央には、北から南にかけて、コロコロ型銅鉱床と呼ばれる、新第三紀

堆積性銅鉱床が分布している。 

鉱床は、還元環境で形成された、陸成の赤色砂岩、礫岩中に胚胎する自然銅、赤銅鉱、

輝銅鉱からなる鉱床で、層準規制を受けた層状の鉱化部と、その下位の鉱染部で構成され

ている。 

低温浅熱水性の銅鉱化溶液が、浸透性地層に染み込んで生成したという、後成々因説と、

堆積型ウラン鉱床に見られるように、低温銅鉱化溶液が、地下水状になって浸透性地層に

染み込んで、鉱染沈澱して生成されたとする、2つの解釈がある。 

西アンデス山系には、中新世の石英安山岩質火山岩中に胚胎する、小規模な、浅熱水性

金銀鉱脈が知られており、これらの一部は、銅、鉛、亜鉛、ビスマスなどの硫化鉱物を伴

っている。 

この地域にはまた、石英安山岩質火山岩中に、広範囲にわたって、粘土化を主とする熱

水変質帯が存在している。 

変質帯の一部には、珪化変質や黄鉄鉱鉱染が認められており、これらの熱水変質帯の下

部には、ポーフィリー型金・銅鉱床の存在も期待されている。 
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2-2. タイプ別・時代別分布の特徴 

西アンデス山系、アルチプラーノ、東アンデス山系を含む地域は、金属鉱床が集中する

地帯であり、多数の鉱床・鉱徴地が知られている。 

多種類の鉱山や鉱床が認められているが、主要なものとしては、次のようなものがある。 

 

2-2-1. アルカリ玄武岩および古第三紀の赤色砂岩層に伴う堆積性銅鉱床 

アルチプラーノ中央部に多く存在する、堆積性の銅鉱化作用で、比較的規模が小さく、

その大部分が、すでに採掘済みである。 

漸新世後期のアルカリ玄武岩中に、自然銅や赤銅鉱などが、細脈状もしくは鉱染状に認

められる鉱床と、古第三紀の赤色岩層中に、黄銅鉱、斑銅鉱、自然銅、二次銅鉱などが、

鉱染状または断層礫の間隙を埋めて認められる鉱床の、2つのタイプがある。 

このタイプの鉱床の代表は、コロコロ鉱山で、このためにコロコロ型銅鉱化作用と呼ば

れている。 

① コロコロ鉱山 

本鉱山は、ラ・パス県に位置し、ラ・パス市の南西130kmに存在している。 

鉱床は、漸新世後期の赤色砂岩、礫岩と、始新世の赤色頁岩との、不整合面に沿って胚

胎されており、急傾斜の層状（鉱層）をなしている。 

鉱化部は、砂岩、礫岩の基質中に含まれる輝銅鉱、頁岩中の自然銅、赤銅鉱などで構成

され、その他の鉱石鉱物として、斑銅鉱、銅藍、黄銅鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、輝銅銀鉱、

四面砒銅鉱、自然銀などを伴っている。 

脈石は、石膏、硬石膏、重晶石、霰石、天青石を主とし、その他玉髄、明暮石、粘土鉱

物などが認められている。 

鉱床は、幅15mで、延長4kmにわたって分布しており、1952年以来の採掘量は、粗鉱7百

万トン（含有銅金属量で約50万トン）に達し、鉱石には平均159/tの銀が含まれていた。 

 

2-2-2. 新第三紀火山活動に関係するボリビア型多金属鉱床 

中新世中期～後期の火成岩（貫入岩、火山岩）に関係した、脈状の鉱化作用で、鉱物組

み合わせにより、様々な鉱床タイプが知られているが、次の2つに大別される。 

ボリビア型多金属鉱床には、酸性火山岩中だけでなく、周辺の被貫入岩類（古生層など）

にも、脈状の鉱化が認められており、中～大規模鉱床に発達する可能性が、高いと考えら

れている。 
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2-2-3. 銀と錫に富む鉱床タイプ 

本タイプの鉱化作用は、東アンデス山系に見られるもので、銀－錫－鉛－亜鉛－タング

ステン－ビスマス－金などの、鉱物学的に複雑な組み合わせを有している。 

代表的な鉱床として、セロ・リコ・デ・ポトシ鉱山、プラカヨ鉱山、ウワヌニ鉱山など

が挙げられ、銀の硫酸塩鉱物に富む鉱床と、上部銀ゾーンの削剥（侵食）が進んで、下部

の錫ゾーンが現れている鉱床の2種類がある。 

 

2-2-4. 銀、金および銅に富む鉱床タイプ 

本タイプの鉱化作用は、アルチプラーノに見られ、その代表として、現在稼行中のコリ

コージョ鉱山が挙げられる。 

コリコージョ鉱山は、銀、金、少量の銅を伴う鉱床で、外観上は、含金・銀硫化鉄鉱床

に類似しているが、鉛、亜鉛、アンチモン、錫などの存在が認められていることから、多

金属型鉱床に分類されている。 

① コリコージョ鉱山 

本鉱山は、オルロ県に位置し、オルロ市の北西45km、ラ・ホヤ地域の丘陵（標高3,700m

～3,900m）に存在している。 

1977年に、EMPRESA UNIFICADA社（EMUSA）が、鉱区を獲得して探鉱を実施（1980年～1988

年）した結果、低品位大鉱量の金鉱床（酸化鉱1000万トン、金1.65g/t、銀25g/t、硫化鉱

5300万トン、金2.3g/t、銀13.8g/t）が発見され、露天採掘による操業が開始（1993年）さ

れた。 

現在の操業は、INTI RAYMI社（米国Battle Mountain Gold社 88%、ボリビアEMUSA 12%）

が実施しており、年間産金量32オンス（金粗鉱品位2.4g/t程度）の、ボリビアで唯一の金

鉱山である。 

鉱床は、シルル紀の頁岩（カタピ層）と、北25西方向の、構造線に規制されて貫入した、

中新世の石英安山岩ドーム中に存在し、南から北に、コリコージョ、ジャジャグア、ラ・

バルカの3鉱体が見つかっている。 

主要な鉱化部は、走向北10～20東、北西に75～85の傾斜を有す、含金黄鉄鉱細脈と、そ

の周囲の黄鉄鉱鉱染帯で構成され、個々の鉱脈の幅は、数mm～1m、鉱床の中心部には、鉱

脈密集帯（幅200m）が認められている。 

鉱化部には、上部の酸化帯（厚さ 大70m）と、下部の硫化帯（初生鉱化部）が存在して

いる。 

鉱脈中の鉱石鉱物は、黄鉄鉱、硫砒鉄鉱、白鉄鉱、黄銅鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、四面銅

鉱、輝安鉱、鶏冠石、エレクトラムなどで、脈中には、石英がほとんど含まれていない。 

金は、その2/3が黄鉄鉱脈中に含有され、残りの1/3が、母岩中に鉱染する黄鉄鉱に伴わ

れている。 

母岩は、石英・絹雲母・黄鉄鉱の組み合わせを特徴とする、溶脱型熱水変質を受けてい
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る。 

 

2-2-5. 新第三紀火山活動に関係する浅熱水性金・銀鉱床 

本タイプの鉱床は、マグマ起源の低酸性熱水が、天水と混合することなく上昇して、形

成されたと考えられており、強度の粘土化変質を伴っている。 

鉱化作用は、黄鉄鉱・硫砒銅鉱脈の発達で特徴づけられ、周辺部には、ペースメタルと

銀を伴う脈が発達しており、このタイプの鉱床として、ラウラニ鉱山が挙げられる。 

① ラウラニ鉱山 

本鉱山は、ラパス県に位置し、ラパス市の南東125km、オルロ市の北西90kmの、山中（海

抜約4,100m）に存在している。 

この地域には、古くから鉱化帯の存在が知られており、スペイン統治時代には、銀・銅

を対象とした採掘が行われている。 

鉱床は、古生界（シルル紀の珪岩、頁岩、砂岩）と、白亜紀の赤色陸成層（頁岩、赤色

砂岩、礫岩）に貫入した、中新世後期（8.4Ma）の石英安山岩質～安山岩質複合岩体（ドー

ム、溶岩、火砕岩）中に存在する、金・銀を伴う、石英・重晶石・閃亜鉛鉱・方鉛鉱・硫

砒銅鉱・黄鉄鉱鉱脈である。 

石英安山岩質貫入岩には、鉱化作用を規制する、3方向の割れ目（北60-70東、北4-20東、

北20-40西）が発達し、このうち北60-70東方向の割れ目に、主脈（幅 大数m、延長2km）

が形成されている。 

鉱石鉱物は、含金黄鉄鉱、硫砒銅鉱、四面砒銅鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、白鉄鉱、各種銀

硫塩鉱物、黄錫鉱などで、脈石として、重晶石、石英、明暮石などが認められている。 

母岩には、中心部から周辺に向って、石英・明礬石帯、強度の粘土化帯、プロピライト

帯と変化する、熱水変質作用が認められている。 

本鉱床は、多金属鉱床と、浅熱水性鉱脈の両方の性質を有しており、 初は銀・銅を対

象に採掘され、その後は、金・銀を主体に銅を対象として採掘された。 

BHPその他の外資系企業により、金を対象とした試錐探鉱が行われ、小規模な金・銀鉱化

部（鉱量2百万トン、金2.5g/t、銀220g/t、銅1.0%）を補足していると言われる。 

 

2-2-6. 浅所の半深成貫入活動に関係する浅熱水性鉱床（ポーフィリー型鉱床） 

ボリビア型多金属鉱床には、下部の硫化鉱物脈が上方に向かって、重晶石－石英または

重晶石－玉髄脈に変化する傾向が、普遍的に見られているが、これは、ポーフィリー型の

鉱化作用が、浅熱水型鉱化作用へと、移行するためと考えられている。 

ラ・エスパノーラ鉱山の、小規模に採掘された石英脈は、明礬石・カオリンを伴う、高

硫黄型浅熱水鉱脈と言われており、その他の鉱化作用は、ボリビア型多金属鉱脈鉱床に比

べ、ベースメタルや錫の含有に乏しい。 

これらの珪化変質を伴う鉱化作用は、火山活動または浅い半深成岩活動に関係して形成
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された、浅熱水性の貴金属鉱床と解釈され、金、銀、硫化鉱物鉱染状鉱化部の下部には、

ポーフィリーゴールド型鉱化作用の存在も考えられている。 

① ラ・エスパノーラ鉱山 

本鉱山は、ラ・パス県に位置し、ラ・ハ.スの西187km、サンチャゴ・テ'・マチャカ部落

の西北西40㎞、チリとの国境から東へ5-6km離れた、海抜約4,300mの西アンデス山中に存在

している。 

鉱床は、中新世前期～中期の、火山岩や火山砕屑岩（アパロァ層群）に胚胎され、これ

らの周囲には、中新世後期の新しい火山岩類が分布している。 

これらの火山岩類には、幾つかの石英安山岩が貫入し、火山岩ドームや熔岩流などが形

成されている。 

主要な石英安山岩質マグマの活動期は、年代測定の結果から、約11Ma（中新世中期）と

考えられている。 

鉱化作用は、強い粘土化作用と、部分的に珪化作用を受けた、二つのドーム状石英安山

岩貫入岩体（サン・ジェロニモ岩体、サンタ・ロサ岩体）に存在し、変質岩体の周辺には、

プロピライト化変質が認められている。 

粘土化した変質岩体中に、珪化の著しい破砕帯が存在し、石英・閃亜鉛鉱・方鉛鉱・硫

砒銅鉱・黄鉄鉱鉱脈や、低品位の含金黄鉄鉱鉱染鉱が認められている。 

・サンタ・ロサ変質岩体 

粘土化変質帯中に、北75東～東西の方向性を有す、破砕化の著しいゾーンが存在し、所

によっては強い珪化を受け、黄鉄鉱、閃亜鉛鉱、方鉛鉱などが鉱染している。 

この他、部分的に珪化を受けた、北45東系の破砕ゾーンや岩脈、硫化鉱物や銀含有の高

い、幅の狭い石英脈（10cm）なども存在している。 

珪化変質は、鉱化作用と関係しており、粘土化作用より、新しい（若い）と、考えられ

ている。 

・サン・ジェロニモ変質岩体 

北60東の破砕化帯中に、珪化した細脈が、網状に発達し、黄鉄鉱や重晶石、金・銀異常

が伴われている（山麓の網状珪化脈は、スペイン統治時代に採掘された）。また岩体の南

西麓には、黄鉄鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、重晶石を含み、金や銀を伴う、北80西方向の脈群

が存在し、この岩体から流下する水系の堆積物中に、金の薄片が見つかっている。 

珪化変質は、粘土化変質より後に生じており、地表の露頭には、ジャロサイトや明礬石

などが、認められている。 

サン・ジェロニモ岩体では、サンタ・ロサ岩体に比べ、熱水変質系のより上位部が、現

れていると考えられている。 

サンタ・ロサ岩体の変質岩には、若干の鉛、銀しか検出されていないが、ラ・エスパノ

ーラ鉱山（坑口付近）の硫化鉱物脈には、金0.25ppm、銀390ppmが検出されている。サン・

ジェロニモ岩体の変質岩（新鮮な硫化鉱物を含み、粘土化と弱い珪化を受けている）、若
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干の銀と、金0.008ppmが検出されている。 

 

3. 鉱床胚胎有望地域 

東コルディエラ山系は,北東部のペルーから、ボリヴィア国内を南にアルゼンティン国内

へと連続し、西側はコリニ断層一サンビセンテ断層でアルティプラーノから境され、東側

は衝上断層帯によりサブアンデス山稜帯に接している。急峻な山稜と深い渓谷で特徴づけ

られ、ボリヴィア鉱物資源の宝庫として、重要な地域である。 

ペルー～チリにかけた海岸沿いのジュラ紀～白亜紀の鉄・銅・金鉱床生成帯の東側に、

北西－南東～南北走向を有する弧状の鉱床生成帯が存在している。これらは、西から東へ、

西コルディエラ銅鉱化帯、アルティプラーノ－西コルディエラ多金属鉱化帯（大部分が貴

金属やベースメタル）、錫鉱化帯、東コルディエラ境界部多金属鉱化帯（金・アンチモン

や鉛・亜鉛）と呼ばれている。 

西アンデス山系には、石英安山岩質火山岩中に、粘土化を主とする熱水変質帯が広範囲

にわたって存在している。変質帯の一部には珪化変質や黄鉄鉱鉱染が認められており、こ

れらの熱水変質帯の下部にはポーフィリー型金・銅鉱床の存在も期待されている。 

国土東部、先カンブリア・グアポレ剛塊には、金、稀少金属、稀土類元素などを伴う鉱

化作用が認められている。 近では、剛塊周辺の堆積盆地や変動帯内での、層準規制型鉱

化作用（堆積噴気鉱床、ミシシッピバレー型鉱床）が注目され、この地域の鉱物資源賦存

へ期待が高まっている。 
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第 2-1 図 東アンデス山系鉱床区（国際鉱物資源開発協力協会、2002） 
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