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コロンビア 
 

主要データ 

国名(英名) コロンビア共和国(Republic of Colombia) 

面積(km2) 113,890 

海岸線延長(km) 6,309 

人口(百万人) 45.0（2008 年 7 月推定） 

人口密度(人/km2) 39.5 

GDP(10 億 US$) 327.7 

一人当り GDP(US$) 7,400 

一人当り銅使用量(kg/人) N/A 

主要鉱産物：鉱石(千 t) 金:35(t)、ニッケル:49.4 

主要鉱産物：地金(千 t) なし 

鉱業管轄官庁 エネルギー鉱山省(Ministerio de Minas Y Energia) 

鉱業関連政府機関 鉱山地質研究所(INGEOMINAS) 

鉱業法 
単一ライセンシング方式 

探鉱期限 5 年、採掘期限 30 年 

ロイヤルティ 金、銀：4％、その他の金属：5％ 

外資法 外資 100%の開発が認められている。 

環境規制法（環境影響評価制

度、環境･排出基準の有無等）

採掘段階では、環境影響評価調査を環境当局に提出し、承認を受ける

必要がある。（探鉱段階では必要なし） 

鉱業公社 なし 

鉱業活動中の民間企業 外国資本：BHP Billiton, Anglo Gold Ashanti,Antofagasta 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） 

2008 年 2 月下旬から 1 ヶ月間、Cerro Matos ニッケル鉱山で労働ス

トライキが発生し、一時、生産がストップ。 

治安情勢は顕著な回復傾向にあるものの、未だ山岳地帯では反政府

の過激組織が活動しており、鉱山開発にとって大きな障害。 

2007 年のトピックス 

・左傾化が進む南米の中にあって、2006 年 5 月の大統領選では保守派

のウリベ大統領が再選されたことで、安定した投資環境が保証されて

いることに加え、同国の治安情勢が回復傾向にあることなどから（テ

ロ件数は 2002 年：1,526 件 → 2007 年（11 月末）：358 件、誘拐件数

は 2002 年：2,986 件→ 2007 年（11 月末）：472 件、など。）、外国投資

が増加傾向。特に、ポーフィリーカッパー鉱床などを対象とした探鉱

活動が活発化する兆しにあり、 Anglo Gold、 Anglo American、

Glencore、Ｖａｌｅなど大手企業が相次いで進出。 

 

1.鉱業一般概況 

 コロンビアの産業の中心は、石油、石炭、農

産物(コーヒー等)であるが、主力の石油生産は

最近の原油高の恩恵を受け、好調に推移してい

る。また、同国には、世界最大の露天掘り炭鉱

(エルセレホン)があり、有数の石炭輸出国でも

ある。同国の非鉄産業は、金とニッケルに限定

され、他に僅かに銀、白金等が産出する程度で

あるが、最近の金属価格高騰により、これら非

鉄金属は、現在、輸出産業の一翼を担っている。

これら非鉄金属に対する探鉱開発投資では、最

近、従来の金鉱床に加え、ポーフィリーカッパ

ー鉱床などを対象とした探鉱活動が活発化する

兆しにあり、AngloGold 、Anglo American、

Glencore、Vale 等のメジャー企業の進出が相

次いでいる。 

コロンビア鉱業協会によると、現在、50 以

上のメジャー企業やジュニア企業による投資が

計画され、2007 年の鉱業投資額は 15 億 US$規

模に達するとの見通しを示している。 

 

2.鉱業政策の主な動き 

2001 年の鉱業法改正により、国内と海外投

資家は同レベルの権利及び義務を負うことが認

められるようになった。また、採掘権について

は、これまで様々な契約が個別に必要であった
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が、この改正法により、契約が一本化して手続

きが簡素化した。また、2006 年に入り、20 年

間にわたる税の安定化契約の導入、税制改革の

一環として、所得税の減税措置(現行の 38.5％

から 33％に低減)、また、鉱山開発から投機筋

を排除するために、毎年の鉱業権の支払いを義

務付けるとともに、鉱業権の更新毎に、技術的

経済的な資格審査を経るとした内容の改正法案

が検討中とされ、投資環境の改善に着実に取り

組んでいる。さらに、基礎情報については、従

来複数あった鉱業セクターの組織を鉱山地質研

究所(INGEOMINAS)に集約し、基礎的な地質情報、

様々な鉱山活動その他鉱業情報についてホーム

ページでの公開を開始するとともに、近い将来、

国土の 75％について 10 万分の 1 の地質図を作

成・整備する計画もあり、基礎データの整備や

データベース化を着実に図っている。 

一方で、先住民等に対する権利については、

先住民族と鉱業の共生を謳った法令のもと、先

住民居住区での鉱業活動に対しては、マイノリ

ティに対する権益を十分に考慮しなければなら

ないとしている。 

 

3.主要鉱産物の生産・輸入・消費・輸出動向 

 2007 年の金の生産量は、前年並みの 35t(Raw 

Materials Data)であったと推定される。しか

し、この多くが砂金を対象とした小規模事業者

による採掘であり、地域的には、コロンビア北

西部の Antioquia 地域で全体の 50％以上が生

産されている。企業レベルの生産としては、

Antioquia 地域に本拠を置く Mineros 社が砂金

鉱床を対象に 2.1t、Frontino Gold 鉱山社が

1.5t 程度を生産している。 

 ニッケルの 2007 年生産量は、前年比 3.7％

減の 49.4 千 t で、全量が Cerro Matoso 鉱山か

ら生産され、フェロニッケルとして全量が輸出

されている。主要輸出先は、欧州諸国(イタリ

ア、スペイン等)、韓国、日本である。 

 なお、同国の鉱産物の輸出額は全体の輸出額

の約 16.4％で、そのうち、石炭が 29.1 億

US$(全体の 11.9％)、フェロニッケルが 11.1

億 US$(全体の 4.5％)となっている(2006 年)。 

 

 

 

4.鉱山会社活動状況 

BHP Billiton 社のコロンビアにおける投資概

況 

BHP Billiton はコロンビアで 20 年以上事

業を実施しており、最近の 5 年間の対コロン

ビア事業投資額は 12.15 億 US$、直接雇用従業

員 4,850 人である。現在、三つの事業を展開

しており、一つは Cerro Matoso 社が担当する

フェロニッケル生産、二つ目が石炭で、年間

24 百万 t の産出量を誇っている。三つ目が石

油・天然ガスの開発で、コロンビア北部海岸沿

岸で行っており、近い将来、採掘が予定されて

いる。 

 

5.鉱山・製錬所状況 

5－1.鉱山 

Cerro Matoso 

 コロンビア北部の Cordoba 地域に位置する、

同国唯一のニッケル鉱山(BHP Billiton)で、フ

ェロニッケルとしてイタリア、スペイン等の欧

州諸国及び韓国、日本等に全量を輸出している。

同鉱山は、2001 年に生産量を倍増する拡張工

事(投資額 353 百万 US$)が完成し、その後、

徐々に生産量を増やし、2005 年は始めて年産 5

万 t を超え、2007 年は 49.4 千 t(世界第 8 位)

であった。現在の鉱量は、45 百万 t(ニッケル

1.77％)である。 

また、2008 年 2 月、契約労働者の雇用条件

を巡る労使交渉が決裂し、2 月 27 日から約 1

ヶ月間、労組がストライキを行った。この間、

ニッケル出荷に不可抗力宣言を行い、供給障害

が発生した。 

 

5－2.探鉱開発 

 以下のような金、銅を中心とした探鉱開発が、

活発化する兆しにある。 

(1) Angostura 金鉱床開発プロジェクト 

 Greystar Resources 社(カナダ)がコロンビ

ア東北部の Sandander 地域で進める同国初の本

格的な金山開発プロジェクトで注目されている。

本鉱床は大型の鉱脈型金鉱床で、1995 年の調

査開始以来、2007 年までの総ボーリング長は

約 24.4 万 m に 達 し 、 現 在 、 金 量

(inferred)3.43 百万 oz(平均品位 1.37g/t)を

把握している。現在、F/S 実施中で、現在のと
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ころ、生産規模は、年産金量 10t クラスになる

と言われている。 

 

(2) Gramlote 金探鉱プロジェクト 

コロンビア北部 Antioquia 州にある探鉱プ

ロジェクトで、現在、Anglo Gold Ashanti 社

(南ア)が、プレ F/S を実施中。2007 年までの

ボーリング 43 孔、総延長 13,060m により、鉱

量(Inferred)は 57.8 百万 t、金品位 1.14g/t,

金量 2.12 百万 oz と見積もられている。2008

年入り、B2Gold Cor が参入し、現在、両社に

よる JV 調査が進められている。 

 

(3) Colosa 銅探鉱プロジェクト 

Tolima 州にあるポーフィリー金鉱床で、

Anglo Gold Ashanti 社(南ア)により、2007 年

までにボーリング 12,000m(42 孔)が実施された。

現在、追加ボーリングと経済評価を行っており、

2008 年中にも、鉱量が発表される予定。 

 

(4) Serrania de San Lucas 金銅鉱床探鉱プロ

ジェクト 

 2004 年 10 月、AngloGold Ashanti 社(南ア)

が、同国南部の Bolivar 州の Serrania de San 

Lucas 地域で、大規模金鉱床の発見を目指し探

鉱を開始したプロジェクト。 

2006 年 7 月、Antofagasta plc(チリ)が、同

地域の含む同国南部の 30,000km2 の範囲で銅お

よび金を対象とした探鉱プロジェクトに参入し

た。契約内容は、Antofagasta Minerals は最

初 1 年間 1.3 百万 US$を負担し、さらに 4 年以

内に更に 6.7 百万 US$のファンドを設立し、合

計 8 百万 US$を負担することによって 50％の権

益を取得できるというもの。しかしながら、同

社は、期待された銅の鉱徴が認められなかった

として、2007 年 7 月に撤退を表明。 

 

(5) その他 

その他、 Newmont、 Barrick Gold、 Vale、

Buenaventura 等、世界的に著名な産金会社が

次々と探鉱案件の発掘に乗り出している。特に

Vale は、同国西部で銅とニッケルの探鉱投資

を計画している。 

また、鉱山地質研究所は、2007 年 7 月、金、

銅、モリブデン鉱床の賦存が期待される 3 つの

有望鉱区の入札を行った。結果は以下のとおり。 

・銅・モリブデン鉱床が期待される Pantanos-  

Pegadorcito 鉱区(Antioquia 郡、2,800ha)を、

1.14 百万 US$で Glencore が落札。 

・銅、モリブデン、亜鉛鉱床が期待される

Acandi 鉱区 (Choco 郡、1,651ha)を、 Anglo 

American が 32.3 万 US$で落札。 

・Vaupes 郡にある Tataira 金鉱区を、Cosigo-

Frontier が 9 万 US$で落札。 

 

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、輸出入関係については、Cerro Matoso 鉱

山産のニッケルの一部をフェロニッケルとして

輸入している(2007 年：8.9 万 t)。 

 

7.その他トピックス 

コロンビア政府は外資導入を積極的に進める

上で、治安問題がマイナス要因と認識し、これ

をカバーするため、ウリベ大統領は、FARC 等

の非合法武装勢力に対し討伐作戦や取締り強化

などの強硬政策を取り治安回復に努めた成果、

治安情勢は大幅に改善している(例えば、テロ

件数は 2002 年：1,526 件 → 2007 年(11 月

末)：358 件、誘拐件数は 2002 年：2,986 件→ 

2007 年(11 月末)：472 件、など。)。 

コロンビアの治安情勢はこのように顕著な回

復傾向にあるが、未だ山岳地帯では反政府の過

激組織が活動し、外資にとってこの問題が大き

な障害になっている。これに対処するため、政

府は、国家警察・軍を動員し外資の鉱業活動

(探鉱・開発・操業)の安全確保に努めている。

主産業の一つである石炭分野では、既に BHP 

Billiton の他、Glencore、Anglo American、

Drummond(米)等、多くの著名外資企業が参入・

操業を行なっているが、これら外資の活動に国

家警察・軍の配備サービスを積極的に提供する

等、政府の安全面でのサポートにより鉱業活動

が維持されている。政府は、非鉄分野でも同様

のバックアップを提供し、安全が確保された状

態での鉱業活動は可能としている。 

(2008.6.24/リマ事務所 西川 信康) 




