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ボリビア 
 

主要データ 

国名(英名) ボリビア共和国(Republic of Bolivia) 

面積(km2) 1,098,580 

海岸線延長(km) 0 

人口(百万人) 9.2（2008 年 7 月推定） 

人口密度(人/km2) 8.4 

GDP(10 億 US$) 39.8 

一人当り GDP(US$) 4,400 

一人当り銅使用量(kg/人) N/A 

主要鉱産物：鉱石(千 t) 
銅:0.61、金:8.82(t)、亜鉛:214.1、銀:525(t) 
鉛:22.8、錫:16.0、タングステン:1.4、アンチモン:3.9 

主要鉱産物：地金(千 t) 錫:9.45 

鉱業管轄官庁 鉱業冶金省〔Ministerio de Mineria y Metaluria〕 

鉱業関連政府機関 
Corporacion Minera de Bolivia (COMIBOL) 
Servicio Nacional de Geologia y Tecnico de Minas(SERGEOTECMIN) 

鉱業法 単一ライセンシング方式。鉱区の期限は無期限。 

ロイヤルティ 鉱種毎、金属価格毎に細かく規定（1％～7％） 

外資法 
既存鉱区は外資 100%の探鉱開発が認められているが、新規鉱区は COMIBOL
との JV が前提 

環境規制法（環境影響評価制
度、環境･排出基準の有無等）

探鉱段階では、県庁から環境ライセンスが交付 
開発・生産段階では、環境影響評価調査を国家天然資源・環境庁に提出
し、同庁の承認を受ける必要がある。 

鉱業公社 Corporacion Minera de Bolivia (COMIBOL) 

鉱業活動中の民間企業 
国内資本：COMIBOL, EMUSA 等 
外国資本：Glencore,Apex Silver,住友商事,Coeur d’ Alene 等 

近年の鉱業関連問題（資源
ナショナリズム、労働争
議、環境問題等） 

鉱業税制強化、国の権益拡大、Vinto 錫製錬所の国有化など、資源の国家
管理を強化する動きが加速化。 
・そのような中、2008 年 2 月、JOGMEC の招聘で来日したエチャス鉱業冶
金大臣は、一連の鉱業制度の改革は、同国国民と民間企業との Win-Win の
関係を構築することが目標であることを強調するとともに、日本に対し、
一層の鉱業投資促進を呼びかけた。 

2007 年のトピックス 

・2007 年 5 月に、新規案件は事実上 COMIBOL との JV に限られる旨の大統
領令が公布されるとともに、同年 12 月には、税制強化を柱とした鉱業税
制改正法が成立。 
・ボリビア鉱業振興の象徴的なプロジェクトである San Cristobal 鉱山
が、8 月に生産を開始し、今後、我が国への亜鉛精鉱の安定的な供給源と
して期待が高まっている。 
・一方、中国・韓国勢の進出が相次いでおり、資源確保を巡って、我が国
との競争が激化する様相。 

 

1.鉱業一般概況 

ボリビアは、今まで、外資の注目度も低く、

山岳地帯が多いことから、組織的な調査が十

分行われてこなかったこともあり、将来、開

発可能な未探鉱地域が数多く残されていると

期待されている。特に、最近は、銅や亜鉛の

ベースメタル資源に加え、昨今中国の輸出抑

制策等により需給が逼迫しているタングステ

ン、インジウム、さらには、ボリビア南部の

ウユニ塩湖に世界最大の埋蔵量を誇ると言わ

れ、将来燃料電池普及の拡大から爆発的な需

要の伸びが予想されるリチウムなどのレアメ

タル資源のポテンシャルが注目を集めている。 

ボリビアでは、1970 年代には、錫、亜鉛、

鉛、銀等の鉱産物の輸出額が全輸出額の 80%

程度を占めていたが、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、鉱業は衰退傾向となった。 

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、非鉄市況の低迷により鉱業活
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動は停滞し、現在では鉱産物の輸出額は、全

輸出額の 20%近くまで低下している。 

そのような中、2005 年 12 月に反米･民族

主義を掲げるモラレス政権が発足し、2006

年 5 月には、石油･天然ガス資源の国有化を

宣言、外国資本の生産施設と資源の国有会社

への移管を迫るなど、外国企業を排除する動

きが鮮明化した。 

このような資源ナショナリズムの動きは、

鉱業界へも波及しており、2007 年 2 月には、

Vinto 錫製錬所の国有化を発表するともに、

同年 5 月には、ボリビア鉱山公社(COMIBOL)

強化に関する大統領令を交付し、過去に契約

された鉱山所有権以外の全ての鉱山鉱区はボ

リビア国家の所有であり、これらの開発、生

産、販売等の権利は全て COMIBOL に集中させ

るとすることなどが盛り込まれている。さら

に、同年 12 月には、税制強化を柱とした鉱

業税制法案が改正され、住友商事が資本参加

し、大型亜鉛鉱山として期待が集まっている

San Cristobal 銀･亜鉛開発プロジェクトや

今後の鉱業投資への影響が懸念されている。 

さらに、ボリビア政府は、2008 年 6 月、

ボリビア鉱産物統計サービス局(Senarecom)

を設置し、不法な鉱産物取引を排除し、適正

な金属価格を保証するとともに、鉱産物輸出

統計の整備に着手した。 

 また、このような国家管理強化の動きに加

えて、政府関係者からは、付加価値産業の育

成という観点から、ボリビア国内に製錬所建

設を誘致したいという声が盛んに聞かれ、将

来的には、同国からの精鉱輸出を制限するよ

うな動きもあり、警戒を要する。 

 2008 年 2 月、JOGMEC の招聘で、来日した

エチャス鉱業冶金大臣は、日本の資源関係者

に対し、鉱業税制の改革は、国家と企業と地

域社会が Win-Win の関係を構築することが目

標であることを強調したうえで、同国の鉱業

改革への理解と一層の投資促進を呼びかけた。 

 

2.鉱業政策の主な動き 

2－1.鉱業税制改正法の成立 

鉱業税制改正法案は、モラレス政権発足直

後から、鉱業冶金省を中心に検討が進められ

てきた。その過程で一時、ICM(鉱業補完税)

の税率を大幅にアップするなどといった草案

が浮上するなど(これは、特に、共同組合を

中心とする国内業者の猛反発に会い、撤回)

の局面があったが、最終的に、国内外の鉱山

会社との調整のもと、2007 年 6 月中旬に、

政府案として議会に提出され、最終的に同年

11 月 24 日に公布、12 月 14 日に施行した。 

 主な改正内容は以下のとおり(表 1 参照)。 

･従来の売上高に対する ICM(鉱業補完税)が

鉱業ロイヤルティ(Regalia Minera)に名称

を変更。税率については、鉱種毎、価格毎

に設定され、大きな変更はないが(金が最高

で 7％、銀が 6％、それ以外は概ね最高

5％)、新たに、ビスマスやアンチモン、イ

ンジウム等のレアメタルが追加された(表

2)。なお、国内取引の場合、ロイヤルティ

は規定の 60％の税率に緩和される。 

･ロイヤルティの 85％は生産拠点の所在する

県に配分する。その金額の少なくとも 85％

を公共投資に配分する。さらに、その中の

少なくとも 10％を鉱業部門と専門機関との

協同で探鉱および調査活動、生産の活性化、

環境モニタリングに割り当てる。残りの

15％は、生産拠点所在市町村に配分される。

市町村は、支給された金額の少なくとも

85％を公共投資に充てなければならない 

･現行では、所得税と ICM(鉱業補完税：鉱業

ロイヤルティに相当)どちらか高い方を納税

すればよいが、改正案では、一定の金属価

格以上(表 3)になれば、所得税と鉱業ロイ

ヤルティ両者の納税が義務付けられる。 

･さらに、上記と同様、金属の高価格時には、

追加法人税として、12.5％が課税される。

但し、Cooperativas(共同組合系鉱山)など

国内鉱山会社は免除される。また、地金等

の付加価値製品を生産する企業については、

追加法人税は 12.5％の 6 割(7.5％)に緩和

される。 

･徴収された鉱業ロイヤルティの 85％は、鉱

山が位置する県や市長村に配分され、教育、

保健等の社会開発や道路、電気等のインフ

ラ整備等に充当される。 

･炭化水素資源一次産品、精鉱、未加工鉱物、

炭化水素加工品、鉱物加工品の輸出におけ

る IVA(付加価値税)、ICE(特別消費税)、関

税の還付制度は存続。 

･年間 3 千万 US$以上の利益を計上した際に

課せられる Sur Tax は廃止の方向。 

･海外への送金に対する課税(12.5％)及び 25

ヘクタールあたり 24US$の鉱区税は従来通

り。 
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表 1.新旧税制法の比較 

旧税制 新税制
・金属価格により変動 ・名称がロイヤルティに変更

・法人税との相殺可能 ・金属価格による変動

・新たにレアメタル等が追加

・法人税と相殺不可（金属価格高
騰時の場合）

法人税 25% 25%
12.50%
（金属価格高騰時の場合）

付加税(Sur Tax) 25% 廃止の方向

鉱業補完税（ICM）

追加法人税 なし

 
 
 

表 2.主な鉱種の鉱業ロイヤルティ率 

鉱種 価格 率（％） 鉱種 価格 率（％）

金 700以上 7 アンチモン 3,800以上 5

（$/oz） 400～700 0.01(CO) ($/t) 1,500～3,800 0.00174(CO)-1.6087

400以下 4 1500以下 1

銀 8以上 6 タングステン 240以上 5

（$/oz） 4～8 0.75(CO) （$/lb) 80～240 0.025(CO)-1

4以下 3 80以下 1

亜鉛 0.94以上 5 ビスマス 10以上 5

（$/lb) 0.475～0.94 8.43(CO)-3 （$/lb) 3.5～10 0.6154(CO)-1.1538

0.475以下 1 3.5以下 1

鉛 0.6以上 5 Concentrate 4

（$/lb） 0.3～0.6 13.4（CO)-3 Pallet 3

0.30以下 1 Iron 2

錫 5以上 5 インジウム     - 5

（$/lb） 2.5～5 1.6（CO)-3 レニウム     - 5

2.50以下 1

銅 2以上 5

（$/lb） 3.0769 (CO)

-1.1538

0.70以下 1

注）CO：金属価格

鉄

その他の金属：1～7％

0.７0～2
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表 3.金属価格時の定義 

鉱種 価格（米ドル）

金 400/Toz

銀 5.55/Toz

亜鉛 0.53/ℓb

鉛 0.30/ℓb

錫 2.90/ℓb

アンチモン 2.802/t

タングステン 80/10.16kg(Unidad larga)

銅 1.04/ℓb

ビスマス 3.50/ℓb

鉄（スラブ） 340/t

 

2－2.鉱業所有権譲渡禁止法案 

2008 年 4 月に、鉱区の売買を禁止する内

容の鉱業法 1997 (1997 年) の一部を改正す

るための法案 284/2008 が、ボリビアの下院

議会で可決され、上院議会に送られた。本法

案が公布された場合、鉱業法第 4 条は、鉱業

権は鉱業権者が一時的に有する権利であるこ

と、不動産の所有権とは異なり譲渡や売却、

相続、抵当の対象とはならないことを規定す

ることになる。 

また、2008 年 5 月、鉱業冶金省 Beltran

鉱業冶金局長との会談の中で、当方から、本

法案が成立すると、例えば我が国企業とボリ

ビア国内企業との共同事業の機会を失うこと

になるといった懸念を伝えたところ、同局長

は、国内の資源関係者からも、様々な苦情が

あり、鉱業冶金省としても、その弊害を十分

承知している。そもそも本法案の意図してい

るところは、一部の資産家が代々、何の調査

もせず、連綿と相続されてきているという問

題に端を発しており、投資意欲のある投資家

には、一層の投資機会を与える必要があると

認識しており、その方向での改正法案を検討

中であると述べた。 

なお、本法案の行方については、上院は保

守派が多数を占め、また、上院議員の中には

個人で鉱区を所有している議員もいるとされ、

さらに、Beltran 鉱業冶金局長の発言のとお

り、ボリビア国内企業の反発も強いことから、

何らかの修正が加わるものとの見方が有力で

あり、今後の上院での審議の行方が注目される。 

 

2－3.COMIBOL の権限を強化 

モ ラ レ ス 政 権 は 、 発 足 当 初 か ら 、

COMIBOL(鉱山公社)に対し、過去 20 年間の民

営化政策を見直し、COMIBOL を短期間の内に

生産力、販売力に優れた鉱山会社として再建

し、民間会社と対抗できる優良鉱山会社を目

指すとする方針を示していたが、2007 年 5

月、ボリビア鉱山公社(COMIBOL)強化に関す

る大統領令が公布された。その内容は以下の

とおり。 

･過去に契約された鉱山所有権以外の全ての

鉱山鉱区はボリビア国家の所有であり、こ

れらの開発、管理の権限、権利は全て鉱山

公社 COMIBOL のもとに行われる。 

･民間または個人の鉱業権取得は現在手継続

中のも含め今後一切権利を付与しない。 

･鉱業権をすでに保有し、現在、活動してい

る鉱山や探鉱開発案件は、今後も引き続き

権利を保証する。 

･現在、Sergeotecmin が探鉱を行っている、

または、行う予定の鉱区に関しては、この

調査が終了するまで、一切の鉱区を設定す

ることはできない。調査終了後、ボリビア

国家(COMIBOL)が鉱区を設定する。 

なお、その後の政府の説明では、国内外の

企業との話し合いの結果、鉱業権取得に向け

た手続き中の案件に関しては、これを認める

方向であるとされている。また、現在 70％

の鉱区において、活動が行われておらず、ま

た鉱区税も支払われていないケースが多いた

め、今後、これらに関して法律に則り鉱業権

を取り消すことになるとしている。 

今後の新たな鉱山活動･探鉱開発活動はす

べて COMIBOL とのジョイントベンチャーが基

本になるものと見られるが、COMIBOL の

Miranda 総裁によると、権益比率については、

50：50 が基本であるという。また、COMIBOL

が販売権をコントロールするという動きがあ

ることに対して、同総裁は、これは、国とし

て、不正輸出の回避や副産物の量をしっかり

と把握するため、生産量や輸出量をしっかり

と管理･監督するという意味で、現在、締結
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している民間ベースの買鉱契約は尊重すると

言明している。 

 

2－4.Vinto 錫製錬所の国有化宣言 

 2007 年 2 月、モラレス大統領は、Vinto 錫

製錬所の国有化を一方的に宣言するとともに、

同製錬所の国有化を命じる最高政令 29026 号

「Federico Escóbar Zapata」(1966 年に死

亡した鉱山労働者リーダーの名前に由来)を

発令した。Vinto 製錬所はスイスの Glencore

の傘下企業である Sinchi Wayra が所有して

いたもの。 

 政令では、Vinto 製錬所の全ての資産をボ

リビア政府が掌握し、今後 Vinto 製錬会社

(Empresa Metalúrgica Vinto)が管理運営し

ていくことが定められている。 

一方で、同製錬所の施設近代化と生産性向

上に対して、ベネズエラ政府から支援を受け

るなどして、1,000 万 US$の投資を行う計画。

これに対し、スイス政府は、スイスとボリビ

アは投資保護協定を結んでおり、今回の製錬

所接収は、明らかに本協定に違反しており、

国際調停に訴えることも辞さないと主張して

いる。 

モラレス大統領は、サンチェス･ロサダ元

大統領(現在、米国に亡命中)が所有していた

企業は全て再国有化されなければならないと

警告しており、Sinchi Wayra の保有する鉱

山資産 (Bolivar 鉱山、 Colquiri 鉱山、

Porco 鉱山、等)についても、現在、COMIBOL

が 50％の株式を保有を目指し、交渉中であ

るとされる。 

但し、同大統領は、法律を守る企業、利益

を公平に国に分配する企業は尊重すると立場

を表明しており、San Cristobal 亜鉛･銀鉱

山(米国 Apex Silver 社、住友商事)や San 

Bartolome 銀鉱山(米国 Coeur d’Alene 社)

等、他の外国資産は、国有化の対象にはなら

ないとの見方が一般的である。 

Glencore 資産を巡っては、同社が 2005 年

に、元ロサダ大統領の所有する Comsur 社の

資産を約 1 億 US$で買収した際、その取引が

不透明であったこと、また、元ロサダ大統領

が、Glencore のボリビア法人 Sinchi Wayra

社の出資者であったことなどから、かねてか

ら、不正取引疑惑の象徴として取りざたされ

ていたもので、今回の一連の行動は、政治的

な思惑が大きく働いているものと見られる。 

 

2－5.中国の動き 

 昨今、中国の資源需要の急増から、世界的

に、中国企業の鉱山ビジネスへの進出が相次

いでいるが、ボリビアも例外ではない。 

エチャス鉱業冶金大臣は、2007 年 12 月、

中国を訪問し、ボリビアでの鉱物資源開発促

進に向けた 2 つの協定書に署名した。 

 一つは、ボリビアの鉱業冶金省傘下の地質

鉱山技術サービス局(Sergeotecmin)が計画し

ているボリビア国内の地質図幅作成調査に対

し、中国の江西省地質鉱物資源探査開発局が、

60 百万 US$を融資するというもので、

Sergeotecmin のモンカダ局長によれば、中

国の融資によってボリビア国内の地質図の 7

割が作成されることになるほか、探査、環境

調査、ベータベース化、研修制度なども対象

となっているという。但し、具体的な調査内

容は、これからという段階であり、詳細はま

だ何も決定されていないという。 

もう一つは、中国開発銀行とのオルロ分析

センター設立に向けたもので、中国側 350 万

US$、ボリビア側 150 万 US$を出資し、

Sergeotecmin の敷地内に本格的な化学分析

所を設立するものである。 

両プロジェクトとも、ボリビアでの今後の

鉱山開発を見据えた基盤作りへの投資として、

中国のしたたかなボリビアでの資源獲得戦略

が見受けられる。 

 

2－6.今後の鉱業投資の動向 

エチャス鉱業冶金大臣は、2008 年同国の

鉱業に対して合計 410.2 百万 US$の投資が行

われる見通しであることを発表した。内訳は、

インドの Jindal Steel and Power が鉄鉱石

プロジェクトに 100～120 百万 US$、カナダ

の Apogee Minerals が Pulacayo 鉱山などに

65 百万 US$、米国の Apex Silver 及び住友商

事が San Cristobal プロジェクトに 20 百万

US$を投資するなど、民間部門で 244 百万

US$、その他、COMIBOL とのジョイントベン

チャーと政府による投資が、それぞれ、
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112.3 百万 US$、53.9 百万 US$となっている。

詳細は表 4 のとおり。  

但し、鉱業界では、2007 年末に成立した

課税強化を柱として鉱業税法に対して不安感

が広がっており、新規の投資を控える向きも

あり、政府の投資見通しに懐疑的な見方もあ

る。 

 

 

表 4.今後の鉱業投資額 

サイト 投資額(US Million　＄)

(1)民間 合計244.0 

　Apogee Minerals(カナダ) Pulcayo、Mina Pampa 65.0 

　JINDAL(インド) 100～120.0 

　住友、Apex San Cristobal 20.0 

　Manquiri(米Coer) San Bartolome 2.0 

Porco 6.15

Colquiri 2.2 

その他 3.4 

　その他 32.0 

合計112.3 

Mina Bolivar 17   

San Vicente 25   

Karachipampa 70   

合計53.9 

Corocoro 8.7 

San Miguel廃さい 11.3 

Vinto精錬所 15.0 

410.2 

(3)政府による投資

鉱業投資総合計(予測)

　Sinchi Wayra(Glencore)

(2)ジョイントベンチャー

 

 

2－7.エチャス大臣のコメント 

2008年 2月に JOGMEC の招聘で来日したエチ

ャス大臣は、一連の鉱業改革について、「ボリ

ビアは南米の中で最貧国であり、国民が豊か

になるために、様々な経済改革、社会改革を

断行しているが、まだまだ改革半ばの段階で

ある。」と説明した上で、「鉱業税制の改革は、

決して企業いじめを意図しているわけではな

く、国家と企業と地域社会が Win-Win の関係

を構築することが目標である。税率はアップ

されているが、制度の透明性、安定性が高め

られ、また、地方にも還元される仕組みにな

っており、長い目で見れば、投資家にも魅力

的なものと確信している。」と主張した。また、

我が国企業(住友商事)が参画し、日本にとっ

て安定的な亜鉛精鉱供給源として期待されて

いるサンクリストバル鉱山について、エチャ

ス大臣は、「サンクリストバル鉱山は、今後の

ボリビア鉱業発展を占う試金石となる大規模

事業であり、この事業が失敗すれば、ボリビ

アの鉱業に明日はない。また、同鉱山が、地

域住民に対する社会開発やインフラ整備等で、

地域社会に多大な貢献をしていることを高く

評価している。企業側とは、今後も対話を継

続し、未解決の問題について、双方の考え方

を理解し調整して、双方が納得のいく結論を

出していきたい」。と語った。 

 さらに、エチャス大臣は、「ボリビアは過

去数 10 年に渡り、組織的な探鉱活動がスト

ップしたため、鉱業が低迷してきた。そのた

め組織的･計画的な探鉱が何よりも大事であ

り、 JOGMEC の支援･協力を強く期待した

い。」と JOGMEC など日本の政府機関に対して

も、熱いエールを送った。 

 

3.主要鉱産物の生産･輸入･輸出動向 

3－1.鉱石生産 

 2007 年の主要鉱産物の生産量を表 5 に示
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す。また、セクター別の生産量を表 6 に示す。 

 亜鉛は、 8 月に生産を開始した San 

Cristobal 鉱山をはじめ、 Sinchi Wayra 

(Glencore)の操業する 4 鉱山(Porco、Huari 

Huari、Bolivar、Colquiri)などの企業によ

る生産が、140,084t(金属量換算)に達し、全

体の 2/3 を占めた。 

鉛は、上記の企業生産が大幅に増えたこと

から、全体で 90.7％増の 22,797ｔであった。 

 錫 は 、 Huanuni 鉱 山 (COMIBOL) 、

Colquiri(Sinchi Wayra)鉱山の 2 大鉱山から

の生産量が 10.46 千 t と全体の約 8 割を占め

ており、特に Huanuni 鉱山の大幅な増産(前

年比 92.5％増)であったが、その他企業や小

規模鉱山の大幅な落ち込みにより、全体では、

前年比 10％減の 15,972ｔであった。 

 金は、主要鉱山として Don Mario 金山

(Orvana)及びの Kori kollo 金山(Newmont 他)

があるが、Kori kollo 金山での減産が響き、

全体として、前年比 8.4％減の 8.8t であった。 

 銀は、主に、亜鉛の副産物として生産される

ことから、上記の亜鉛鉱山からの生産が中心で、

トータルとして前年比 11.2%増の 525t であった。 
 

表 5.主要鉱産物生産量推移 

鉱種 単位 2006年 2007年 増減率(%)
銅 t 218 606 178.0
亜鉛 t 172,747 214,053 23.9
鉛 t 11,955 22,797 90.7
金 kg 9,628 8,818 -8.4
銀 t 472 525 11.2
錫 t 17,739 15,972 -10.0
タングステン t 1,094 1,395 27.5
アンチモン t 5,460 3,881 -28.9
出典：MMH

 

表 6.主要鉱産物生産量(セクター別) 

鉱産物

企業
小規模・
協同組合

企業
小規模・
協同組合

亜鉛(t) 112,038 60,709 140,084 73,970
鉛(t) 5,933 6,022 17,234 5,563
金(kg) 6,514 3,114 5,551 3,267
銀(t) 195 278 286 239
錫(t) 6,699 11,041 2,929 13,043
ｱﾝﾁﾓﾝ(t) 897 4,563 747 3,134
出典：MMH

2006年 2007年

 

 

3－2.地金生産 

 ボリビアのベースメタル製錬所は、Vinto

錫製錬所(Sinchi Wayra /CDC 社(英))のみで、

同製錬所は、前述のとおり、2007 年 2 月、

ボリビア政府により国有化が宣言された。

2007 年の生産量は前年比 31.2％減の 9.45 千

t であった。 

 

3－3.輸出動向 

 ボリビアの鉱産物は、その多くが輸出に向

けられ、同国輸出産品の柱の一つとなってい

る。 

 2007 年の鉱産物輸出額(表 7)は、非鉄市況

の高値推移が最大の要因となり、前年比

29.2%増の 13.9 億 US$と大きく増加した。内

訳は、亜鉛が 6.9 億 US$と全体の約半分を占

め、次いで銀(2.2 億 US$)、錫(2.1 億 US$)の

順となっている。 

 主力の亜鉛の輸出先は、アジア諸国が全体

の 6 割を占め、約 2 割が欧州諸国である。ま

た、錫は、米国に約 5 割が輸出されている。 

 我が国との関係で見ると、2007 年は、亜

鉛鉱石の輸入量は、前年比 2.1 倍の 198.51

千ｔ(精鉱量)、鉛鉱石は、前年比 50.7％減

の 3.7 千ｔ(精鉱量)で、我が国輸入国として、

それぞれ、第 3 位、第 6 位となっている。 

 

表 7.主要鉱産物の輸出額(CIF)推移 

 

4.鉱山会社活動状況 

(1) Sinchi Wayra 

2005 年 2 月、Glencore 社(スイス)がボリビ

ア最大の鉱山会社 Comsur を買収し、Sinchi 

Wayra 社を設立した。同社は Oruro 県と

Potosi 県に当国主力の輸出鉱産物である亜鉛、

銀、錫等の主要鉱山を操業する。主な鉱山及

び製錬所の生産量(2007年)は以下のとおり。 

なお、これら鉱山については、現在、

COMIBOL への 50％の権益譲渡に向けて政府と

同社との間で交渉中とされる。 

2006年 2007年 増減率(%)

　銅 1.27 4.44 249.6

　亜鉛 547.5 691.7 26.3

　鉛 14.6 60.2 312.3

　金 126.1 122.9 -2.5

　銀 172.1 223.8 30.0

　錫 144.4 205.8 42.5

アンチモン 26.8 21.2 -20.9

タングステン 16.4 22 34.1

　その他 23.5 33.9 43.9

鉱産物輸出総額 1072.7 1385.9 29.2

出典：MMH

 (単位：百万US$)
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･Porco 鉱山：亜鉛 41,229 t、銀 58.5t 

･Bolivar 鉱山：亜鉛 25,543 t、銀 74.7t 

･Colquiri 鉱山(CDC(英)と J/V 操業)：亜鉛 

16,771t、錫 2,703t 

 

(2) COMIBOL(鉱山公社：Corporacion Minera 

de Bolivia) 

 かつてボリビア最大の鉱山企業であったが、

その後の民営化の推進等により、民営化案件

の管理的業務、小規模鉱山･協同組合に対す

る支援業務、鉱害防止対策等を業務の中心と

する方向に転換した。しかし、現在、政府は、

COMIBOL(鉱山公社)に対し、過去 20 年間の民

営化政策を見直し、COMIBOL を短期間の内に

生産力、販売力に優れた鉱山会社として再建

し、民間会社と対抗できる優良鉱山会社を目

指すとしている。 

現在、所有している鉱山は、ボリビア最大

の Huanuni 錫鉱山(2007 年の生産量：7,669 

t)であるが、これは、2002 年、COMIBOL と操

業契約を締結していた RBG 社(英)が倒産した

ことから、その後、COMIBOL が実質的に操業

を行っている鉱山。 

探鉱開発の分野では、COMIBOL は、保有鉱

区の探鉱･評価を積極化する計画であり、韓

国 KORES との Corocoro 銅開発プロジェクト

や Franklin Mining 社(米国)とポトシ県の

Cerro Rico 銀山の周辺探鉱開発を含む拡張

プロジェクト、Pan American Silver 社との

San Vicente 銀･亜鉛鉱山開発など、外国企

業との提携の動きも進んでいる。 

 

5.鉱山･製錬所状況 

5－1.鉱山 

 Sinchi Wayra と COMIBOL の操業鉱山につ

いては既述しているので、以下、他の主要鉱

山について生産動向を述べる(表 8)。 

 

(1) San Cristobal(銀、亜鉛、鉛) 

 ボリビア南西部のポトシ県に位置し、世界

規模の銀･亜鉛鉱山になると期待される本鉱床

の開発は、市況の低迷もあり長らく開発準備

中の状況にあったが、2004 年 12 月、本鉱床を

保有する Apex Silver 社(米)は、同鉱床の開

発を決定した。また、2006 年 9 月には、住友

商事が本プロジェクトへの資本参加を決定し

224百万 US$＋出来高払で 35％権益を取得した。 

 その後 2007 年 8 月に生産を開始し、同年

10 月、亜鉛精鉱 9,100t をチリの Mejillones

港からアジアむけに出荷した。年間の生産量

は、亜鉛 168 千 t、鉛 64 千 t、銀 550t を

目指すとされる。同鉱山の鉱量は 2.5 億 t、

亜鉛品位 1.54%、鉛 0.53%、銀 55.3g/t。マ

インライフは 16 年。 

 

(2) Kori Kollo 金 山 (Inti Raymi S.A.: 

Newmont88%、その他 12%) 

 Kori Kollo 金山は、年産金量 10t レベル

の当国主力の金山として 20 年近く操業した

が、鉱量枯渇により 2003 年に終掘した。し

かし現在も、採掘済の残鉱石 (金品位：

0.68g/t)のヒープリーチングにより金生産を

継続している。2007 年の生産量は前年比

32.7％減の 2.70ｔに減少した。なお、キャ

ッシュコスト 340.2US$/oz 

 

(3) Don Mario 金山(Orvana 鉱山社(加)) 

 2003 年 5 月に操業を開始した金山で、初

期開発投資額は 19.9 百万 US$、フル操業時

の計画産金量は 6 万 oz/年である。 

 2007 年の産金量は前年比 12.7%増の

2.756t、キャッシュコストは 164US$/oz であ

った。 

 生産開始時の鉱量は 1.47 百万 t(Au 

8.7g/t)であるが、周辺探鉱により鉱量の拡

大を計っている。 

 

(4) San Vicente 銀･亜鉛鉱山 

2006 年 8 月、ボリビア鉱山公社(COMIBOL 

45%)と Pan American Silver 社(加)(55%)の合

弁企業により、生産を開始。現在の粗鉱量は、

400t/日。同鉱山の鉱量は 252 万 t(銀品位

398g/t、亜鉛品位 3.4%)。同鉱山は、1972 年

より COMIBOL によって生産されていたが、

1993 年に採掘が中止され、その後、2003 年に

Pan American Silver 社が本格参入したもの。

2007年の生産量は、亜鉛 2,500t、銀 28ｔ。 

 

(5) San Bartolome(銀) 

 本鉱床を保有する Coeur d’Alene 社(米)は、

2004 年 12 月、同鉱床の開発を決定し、2008
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年 6 月より生産を開始。開発投資額は 174 百

万 US$、生産規模は 2.28百万 t/年で、2008 年

は 6 百万 oz、2009 年は 9 百万 oz の銀を生産

する見通し。また、可採鉱量は銀量で、153 百

万 oz、マインライフは14年とされる。 

 なお、同鉱業権は COMIBOL が所有し、同社

が開発権を取得し、操業を行う形態で、一定

のロイヤルティを COMIBOL に収めることにな

っている。 

 

(6) Karachipampa 製錬所再建計画 

2008 年 2 月、ボリビア鉱業冶金省は、

Atlas Precious Metals(加)に対して 8 億 5

千万 US$で Karachipampa 製錬所を正式に譲

渡すると発表した。 

 同製錬所は、1982 年から 85 年にかけて当

時 1 億 5 千万 US$を投じて建設されたが、ボ

リビア国内の精鉱供給量が製錬所の操業に必

要な量を満たさなかったことから、建設後現

在までの 23 年間 1 度も稼動していない。 

 エチャス鉱業冶金大臣によれば、Atlas 

Precious Metals は 1 億 4 千万$を投資して

Karachipampa 製錬所(銀･鉛精鉱処理量 5 万 1

千 t/年)を稼動させるほか、新たに亜鉛製錬

所を建設する計画である。亜鉛製錬所の生産

規模は当初 8 万 t/年で最終的には 10 万 t/年

に増強するという。 

 

 

表 8.主要鉱山・製錬所の鉱種別生産量 

亜鉛

2006年 2007年
San Cristobal － 24,054
Porco Sinchi Wayra 36,881 41,229
Huari Huari Sinchi Wayra 22,536 22,377
Bolivar Sinchi Wayra 29,154 25,543
Colquiri Sinchi Wayra／CDC 14,054 16,771

鉛

2006年 2007年
San Cristobal － 9,432
Huari Huari Sinchi Wayra 1,946 3,045
Porco Sinchi Wayra 2,592 3,318
Bolivar Sinchi Wayra 1,066 1,230

金

2006年 2007年
Don Mario Sinchi Wayra/Orvana 2.45 2.76
Kori Kollo Inti Raymi 4.01 2.70

銀

2006年 2007年
San Cristobal － 90.7
Bolivar Sinchi Wayra 84.0 74.7
Porco Sinchi Wayra 53.3 58.5
Huari Huari Sinchi Wayra 30.8 39.5

錫

2006年 2007年
Huanuni COMIBOL 3,985 7,669
Colquiri Sinchi Wayra／CDC 2,632 2,703

錫

2006年 2007年
Vinto Empresa Metalurgica Vinto 13,735 9,448
出典：MMH

生産量(t)

生産量(t)

鉱山名 企業名

鉱山名 企業名

鉱山名 企業名

製錬所名 企業名

鉱山名 企業名

鉱山名 企業名

生産量(t)

生産量(t)

生産量(t)

生産量(t)
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5－2.探鉱開発 

 前述したように、同国における新規探鉱開

発プロジェクトは、COMIBOL 案件が中心にな

るものと見られる。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) Corocoro 

ボリビア鉱山公社(COMIBOL)は、2008 年 6

月、大韓鉱業振興公社(KORES)と Corocoro 銅

鉱山を共同で開発するための協定書に調印し

た。  

 協定書では、COMIBOL が 55％、KORES が

45％の権益比率で、KORES が 10 百万$を投じ

て 1.5 年間で周辺探査を行うとともに、初期

投資額 200 百万 US$を投じて、15～20 年の間

の鉱山開発を行っていくというもの。年産、

銅カソード 30,000～50,000ｔが見込まれて

いる。  

 モラレス大統領は、本プロジェクトをボリ

ビア鉱業再興の象徴的なプロジェクトとして

位置付けており、今後の本プロジェクトの具

体的な進展が注目される。 

 

(2) El Mutun 

ボリビア政府は、2007 年 7 月、インドの

JINDAL STEEL AND POWER 社と El Mutun 鉄鉱

山プロジェクトに関する契約を締結した。 

 本契約締結により、JINDAL は今後 21 億

$を投資して El Mutun 鉱床の 50%を 40 年間

にわたって開発する権利を持つことになった

ほか、政府は 2007 年以降 40 年間の法的安定

性を保証している。 

 JINDAL は約 1 年前に El Mutun の 50%の開

発権を落札したものの、多数の技術的･法的

な問題が障害となったために最終的な契約締

結が行き詰まっていた。 

 モラレス大統領は契約遅延の理由として、

ボリビアに鉄分野の経験が浅いことを挙げた

ほか、企業･国家の双方が最大の利益を引き

出そうとする中での契約交渉は容易ではなか

ったと述べた。 

 特に交渉が難航した天然ガス価格について

は、生産プラントでは 3.91US$/Mbtu、発電

用プラントでは 1.95US$/Mbtu で決定した。

必要とされる天然ガスの 70%が生産プラント

に、残り 30%が発電用に利用される見込みで

ある。 

 なお、本鉱山開発によって新たに 2 万人以

上の直接･間接雇用が創出される見込み。El 

Mutun は約 400 億ｔの鉄鉱石と約 100 億ｔの

マンガンを埋蔵するといわれる。 

 

(3) ウユニ塩湖(リチウム) 

2008 年 5 月、モラレス大統領は、ウユニ

塩湖におけるリチウム生産パイロットプラン

トの建設を開始することを明らかにした。  

 本プロジェクトのフェーズでは、5.7 百万

US$を投じて、リチウムの他に、ホウ素やマ

グネシウムなどを生産するもので 18 か月で

完成する見込み。  

 ウユニ塩湖は、総面積 10,000km2 の世界最

大の塩湖で、8.9 百万 t のリチウム、7.7 百

万 t のホウ素、211 百万 t のマグネシウムが

埋蔵されていると言われている。 

本プロジェクトの最新動向について、エチ

ャス鉱業冶金大臣は、7 月 15 日、JOGMEC リ

マ事務所との会談の中で、パイロットプラン

ト建設は、本地域の住民感情もあり、国主導

で行う決定をし、最近、COMIBOL にそのため

の専門部署を設けたことを明らかにした。パ

イロットプラントでは、炭酸リチウム日産

40～60ｔ/日が目標であり、現地でのプラン

ト建設は、18 ヶ月から 20 ヶ月で完成する予

定であるという。その後、年間 2 万ｔ規模の

商業プラントを建設する予定であるが、この

段階で、外資を呼び込みたい考えを示した。

また、プラント建設と並行して、道路、電力、

空港等のインフラ整備も大きな課題であると

の認識を示した。 

パイロットプラント建設に向けたラボベー

スでの研究テーマについて、同大臣は、近々

に海外の研究機関や大学等(民間企業は除外)

から専門家を募り、研究会を立ち上げ、技術

的なアドバイスを受けたいとし、JOGMEC の

ような政府機関からの専門家も歓迎であると

語った。 

 

6.我が国との関係 

鉱山･製錬所操業 

 2006 年 9 月、住友商事がボリビアにおい
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て、 Apex Silver 社 (米 )が所有する San 

Cristobal 銀･亜鉛･鉛鉱山開発プロジェクト

の 35％権益を取得した。 

同鉱山は、年間に銀 550ｔ、亜鉛 168 千ｔ、

鉛 64 千ｔを生産する計画であり、2007 年 8

月に生産を開始。同年 10 月に日本向けに出

荷した。本鉱山からは、長期契約により我が

国亜鉛精鉱の総輸入量の約 10％にあたる年

間約 110 千ｔの亜鉛精鉱(精鉱量)が輸出され

る計画である。これが実現されれば、我が国

への安定供給に大きく貢献するものであり、

本事業の迅速かつ円滑な進捗が期待されてい

る。 

 

探鉱開発 

 現在、同和ホールディングスが Huanuni 鉱

山周辺地域で亜鉛探鉱を実施中。2007 年度、

JOGMEC は、同社に対し、海外探鉱融資を実

行。 

 

･JOCMEC 探鉱活動 

(共同資源開発基礎調査) 

 JOGMEC は、多金属鉱床案件を主対象に、

日本企業への権益継承を目指した COMIBOL 及

び SERGEOTECMIN との共同探鉱案件発掘に向

けた活動を行っている。 

 

輸出入関係 

我が国へは主に亜鉛鉱石、鉛鉱石が輸出さ

れており、亜鉛鉱石は、前年比 2.1 倍の

198.5 千 t(精鉱量)と我が国亜鉛鉱石全輸入

量の 17.98％のシェア(世界 3 位)となってい

る。一方、鉛鉱石は、前年比 50.7％減の 3.7

千ｔ(精鉱量)で、シェア 2.3％(世界 6 位)と

なっている。 

 

 

環境改善 

 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

ロジェクトにおいて専門家を派遣し、ポトシ

県で発生している環境汚染の改善、鉱害防

止･環境改善の技術移転と教育･啓蒙を図った。 

 

7.その他トピックス 

 特になし。 

(2008.7.19/リマ事務所 西川信康) 




