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1. 一般事情 

1-1. 面積         １２４．７万㎢ 

1-2. 人口         １３．１百万人（2002 年世銀）、人口増加率 2.9％（2002 年世銀） 

1-3. 首都         ルアンダ Luanda（約 350 万人 2000 年 1 月アンゴラ政府推計） 

1-4. 人種         オヴィンブンドウ族（約 38％）、キンブンドゥ族（約 25％） 

 バコンゴ族（約 15％）、混血（3.5％）等 

1-5. 公用語      ポルトガル語（公用語）、その他ウンブンドゥ語等 

1-6. 宗教        大半はキリスト教、及び伝来宗教。 

1-7. 地勢等 

以前ポルトガル領コンゴとして知られ、コンゴ民主共和国（以前ザイール）から分離さ

れた。北東はコンゴ民主共和国、東をザンビア、南をナミビアに接し、１８州で構成され

ている。国土の２/３は高原地帯で平均標高は 1,050～1,350ｍある。 

 

（MBendi HP） 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体       共和制 

2-2. 元首       ドス・サントス(Jose Eduardo dos Santos)大統領（79 年 9 月 20

日 就任） 

2-3. 議会       人民会議（一院制） 議席数 220、任期４年 
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2-4. 政治概況 

1975 年の独立以来、アンゴラ開放人民運動（MPLA）は社会主義国家建設を目指していた

が、反政府ゲリラ UNITA との間の内戦が長く続いた。2002 年に UNITA の指導者の死亡によ

り UNITA の弱体化が顕著となり、2002 年 4 月に停戦の合意が成立し、和平の進展が訪れて

いる。 

2-5. 主要産業    農産物（とうもろこし、砂糖、コーヒー、フェイジョン豆、サイ

ザル麻） 

        鉱産物（石油、ダイヤモンド） 

2-6. ＧＮＩ   ９，３００百万ドル 一人当たり７１０ドル（2002 年世銀） 

2-7. 経済成長    15.3％（2002 年） 

2-8. 通貨       クワンザ（KZ） 

2-9. 為替レート   １US$＝87 クワンザ（2005/01 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 5.5799 16.8178 31.9494 58.6664 79.0815 

（International Financial Statistics 2004） 

2-10. 貿易（2002 年 DOTS） 

輸出  7,239.2 百万 ：石油、ダイヤモンド 

輸入  2,970.8 百万 ：食糧、資本財 

   対日貿易（2003 年 JETRO） 

輸出  8,156 万ドル ：原油、魚介類 

輸入  5,265 万ドル ：車両、機械類・部品、鉄鋼製品 

2-11. 経済概況 

豊富な天然資源を有するが、長期にわたる内戦により経済は極度に疲弊している。石油

収入が GDP の 52％を、輸出の 86％を占めている。石油･ダイヤモンド等の鉱物資源のほか、

土地も農業に適しており、漁業資源も豊富である。特に、石油生産は順調に伸びており、

2007 年にはナイジェリアと並ぶサブサハラ最大の産油国になるといわれている。 

 

3. 鉱業概要 

アンゴラではポルトガル人入植前から金、銅、鉄の小規模採掘・製煉は行われていたが、

機械による操業は 1913 年のダイヤモンド開坑を以て始められ、銅鉱石採掘は 1930 年、マ

ンガン鉱は 1943 年、鉄鉱石は 1960 年に夫々始まっている。   

1960 年代から 1970 年代前半には DIAMANG 社のダイヤモンド採掘、Mineila doLobito 社

のカシンガ鉄鉱石採掘を双壁として、マンガン、金、銅、錫、ベリル、カオリン等の採掘

が行われ、又ポルトガル、南ア、欧米企業による鉄・非鉄・ウラン・燐鉱石等の探査も盛

に行われていた。1969 年にカナダの地質コンサルタント会社が実施した全世界を対象とす

る調査では、アンゴラは最も有望な探査対象国の第 6 位にランクされている。併し、1961
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年以来の反植民地主義ゲリラ活動と引き続く内戦に妨げられ、この間急速に発達した近代

的探査技術・手法を駆使しての全土の広域調査は殆ど行われず今日に至った。  

但し、独立後ソ連、東欧等の専門家による調査が或る程度は実施された模様で、1988 年

にはソ連の地質チームの協力により百万分の一の地質図(6 枚)が作成され、ボルトガル時

代のものを改訂・増補し構造解析を加えている。併し、1：100,000、1：250,000 スケール

の地質図は国土の 40%をカバーするに過ぎず、南アに次ぐと言われるその鉱物ポテンシャ

リティーの確認は今後の調査に侯たねばならない。  

アンゴラは地質的に次の三地域に大別できる。   

・ 海岸沿いの帯状の堆積盆 (北部は石油、燐鉱石、南部は工業鉱物に富む。) 

・ 中央部の主として先カンブリア紀の基盤岩地帯(キンバーライト、カーボナタイ

ト、ペグマタイト、塩基性コンプレックス等を胚胎する。)   

・  東南部のカラハリ砂漠に覆われた地帯(殆ど未調査)   

東北隅の北ルンダ県等にある世界的規模のダイヤモンド鉱床群は従来漂砂および一部

の宝石鉱床が稼行されているのみで、少なくとも 675 あると言うキンバーライト鉱床には

全く手がつけられていない。この他、14 のカーボナタイト・コンプレックスが知られ、ニ

オブ、タンタル、レア・アース、蛍石、バライト等の含有が判明している。多金属鉱床、

各種の工業鉱物の賦存も知られている。 

独立後、アンゴラ政府はポルトガル企業等が保有していた鉱業権の大半を、操業放棄し

たものと見倣して徐々に国有化し、鉱種別に公社乃至国営企業を設立して国が独占的に稼

行する体制を造った。ダイヤモンドの ENDIAMA、鉄鉱石・マンガンの FERRANGOL 等である

が、内戦のため、現在操業中のものはダイヤモンドを除くと、花崗岩等の石材類、粗石膏、

岩塩等の中小鉱山に限られる。 

1987 年以降の市場経済移行政策に基づき、政府は(a)公社・公団の独立採算化、民営化、 

(b)外資の積極的誘致、(c)中小鉱山の育成を中心とする鉱業政策を打ち出しており、今後

アンゴラ鉱業は官民混合体制をとりつつも、徐々に官の比重を減らして行くことになる。

この線に沿って、鉱業法は 1992 年 1 月大改正され、更に再改正が検討されている。又、1993

年に地質鉱山省(Ministelio de Geologiae Minas)が新設され、石油・天然ガスを除く鉱業、

地質行政を集中的に行うこととなった。鉱業権は同省との契約の形で付与される。 

この他、鉱業政策上の重点課題としては絶対的に不足している熟練技術者の早期養成が

ある。ルアンダ市のナゴスティニョ・ネト大学には地質鉱山学科があるが卒業生数は今の

所、年に地質 10 名、鉱山 5 名程度に過ぎない。専門技術学校も不足している。地質鉱山省

としては、当面の専門技師不足を外人専門家雇用により内国人技術者のトレー二ングやフ

ィールド・ワークを委嘱することで対処したい意向である。 

    

4. 鉱業行政 

4-1. 法律 
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独立後 初に制定された鉱業法(1979年 4月 27日付法律第 5/79号)は同国が厳格な社会

主義体制をとっていた時期の所産であり、鉱業もアンゴラ人民の利益と計画経済原理に従

うとの建前上、探査から採・選鉱、販売に至る事業の全段階を通じて事実上国の独占とさ

れ、外国企業・団体との合弁に言及しながら役務提供の形でのみ参加を認めるという矛盾

を内包していた。市場経済への路線転換を反映して 87 年 10 月 3 日付法律第 11/87 号はこ

の点を改訂して外国企業・団体は国または鉱業権を持つ国営企業との契約により探鉱を行

うことができ、又探鉱・採掘を通じ合弁乃至役務提供の形をとることを認めた。更に開発

利益からの投資回収をも認めた。但し、合弁比率は原則としてアンゴラ側 51%以上と定め

られた。現行鉱業法(1992 年 1 月 17 日付法律第 1/92 号)は市場経済移行、殊に外資導入促

進の姿勢を前文等で宣明し、旧法に比べればかなり緩和されているものの、尚事業監査や

種々の許認可事項等、鉱業に対する国家介入の基本姿勢を払拭し切れていない観がある。 

又、鉱物資源の内、石油・天然ガスは鉱業法の対象外とされ、石抽活動規制法(1978 年

8 月 26 日付法律第 13/78 号)を始めとする石油関連諸法令が適用される。 

鉱業法の要旨は次の通り。 

・鉱業権(探査権及び採掘権)は地表所有権とは別個の権利であり、地質鉱山省との契約

の形で譲許される。鉱業権付与は先願主義だが出願者は必要な財務・技術能力を示さ

ねばならない。鉱業権は入札により付与することもできる。 

・探査権の有効期間は 長 5 年間とされ、5 年の範囲内で延長の場合は鉱区面積の 50%

の放棄が義務づけられる。探査権は譲渡不能である。探査権譲許契約には探鉱計画、

鉱床発見の場合の採掘権譲許条件、採掘時の投資回収条件、税務取決め、アンゴラ人

労働者雇用・訓練計画、保安、監査、報告義務等の詳細規定が盛り込まれる。 

・埋蔵鉱量の決定、評価、変更は国の承認を要し、承認がなければ採掘実施できない。 

・採掘は採掘計画の当局承認後、実施できる。採掘権の有効期間は鉱量洞渇に見合う期

間だが市場条件が考慮される。 

・探鉱鉱区税、採掘ロイヤルティー等の算出方式には言及しているが、料率等の具体的

数値は示されていない。(個別のプロジェクト毎に契約中に定めている。) 

・採掘権者は製品販売価格を、根拠を示して報告する。鉱物輸出入は事前届出を要する。 

・全ての鉱物は国に所属する。これは憲法により規程されている。地質鉱山省（Ministry 

of Geology and Mines）が探査権と鉱業権を発行し、その監督を行なうことにより、

探鉱と開発のコントロールを行なう。 

・探査権の鉱区料は 初の発行では１又は３US$/km2 年、再発行時は３US$/km2 年。 

・作業中に得られた全てのデータと情報を記載した定期報告書を提出する。 

・採掘の期間は鉱床により異なり、また鉱山の寿命（mine life）による。更に、同条

件もしくは交渉により 1 回もしくはそれ以上の更新ができる。 

・探査権と鉱業権は、大臣の諮問会議の許可なしには、譲渡が出来ない。 

・政府は鉱業を行なう会社に参加するオプションを有する。特に、投資額が５千万ﾄﾞﾙ
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を超えるプロジェクトには、10～15％の無償の権益を求める。それを超える権益は市

場価格での購入となる。 

・一般に、権利と責務についてライセンス上で明確にされる。 

・中小鉱山について特段の条項は無く、法的分け隔ては無い。 

・ダイヤモンド法は、国営ダイヤモンド公社（ENDIAMA）に排他的権利を与えており、

民間企業、外国企業との JV に参加できる。この法律では、中小鉱山の規則がある。 

・政府内では、環境問題は漁業省（Ministry of Fisheries）に含まれる。1992 年の鉱

業法では、操業中および閉山後の環境保護規程がある。プロジェクトの今後の環境影

響は、現実的な評価が顧慮される。 

 

4-2. 税制 

現行鉱業法は第 15 条で鉱業権者の納付すべき探鉱鉱区税、採掘ロイヤルティー、工業

税等に言及しているが、具体的な税率は明示していない。従って、これ等は個々の投資事

業毎に鉱業権許可当局と投資家との間で結ばれる開発契約の中に定められることになる。

併し鉱業税制・外為制度の統一については政府部内で種々検討されており、その概要は次

のようになっている。(1994 年 6 月米デンヴァー市に於けるセミナーでの地質鉱山省説明

資料に拠る。) 

・鉱区税：探鉱段階は投資リスクに応じ@US$1.00~3.00/km2/年 

探査権延長期間については@US$3.00/km2/年 

  採掘段階は@US$1.00/ヘクタール/年 

・ロイヤルティー：鉱種及びプロジェクトの重要度に応じ生産鉱物の gross value の

min.3% max.10% 

法人所得税(工業税)： 

   純利益 US$5,000,000 以下       25% 

   同 上 US$5,000,001～30,000,000    35% 

   同 上 US$30,000,001 以上       45% 

   [註]上記金額は 94 年 6 月現在の概算金額 

・減価償却：初年度 資本金の 50%迄 

  次年度以降は各年度の未償却残高の 25%迄(定率) 

  損失金の翌年度繰越可能、但し当該年度の資本準備金の金額を上限とする。 

・配当税：15%(源泉徴収) 

・輸入税：アンゴラ国内で調達不可能な鉱業用機材の輸入は大蔵省の許可を経て 

  輸入税が免除される。 

・その他：政府は次ぎの納付金を採掘段階に限り賦課することを検討中である。 

  a)プレミアム：採掘権付与の際一回限りとし、プロジェクトの規模、投資金 

   額及び鉱種に応じた金額とし交渉により定める。 
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  b)鉱業開発基金への年次納付金：交渉により定める 

 

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

地質鉱山省（Ministry of Geology and Mines） 

独立後、地質鉱山行政は独立組織の地質調査所と工業省傘下の鉱山局により行われてい

たが、鉱業の重要性に鑑み 1991 年 2 月 23 日付法律第 2/91 号により工業省から離れて「地

質鉱山庁」(Secletaｒia do Estado de Geologia e Minas)が設立され、1993 年 6 月 18 日

付 Decleto 第 22/93 号「地質鉱山省組織法」を以て省に昇格した。同組織法は地質鉱山省

の目的、所管事項、組織等を概要次ぎの様に定めている。 

・目的:石油・天然ガスを除く鉱物資源分野に於ける国策遂行のための方向づけ、調整、

執行 

  [註]石油・天然ガスは石油省 Ministerio de Petmleo の所掌である。 

・所管事項: 

地質鉱山部門の国家計画の策定 

鉱業法に基づく、地質図作成、探鉱、採選鉱、鉱物販売等の鉱業活動の許認可及び監

査を行う 

鉱物資源の保護及び増価、鉱山会社等の事業の管理・規制 

労働生産性の向上 

各国政府並びに内外の大学・研究機関との科学技術協力の推進 

国際活動 

不法鉱業活動の取締り 

所要の立法措置 

地質鉱山分野の労働者、管理者等の養成と職業訓練 

環境の保護 

歴史的文化遺産保護との調整 

労働安全及び保健 

・省組織: 

(次頁の組織図参照)主たる執行機関は鉱山局(Direccao Nacional de Minas)及び地

質調査所(SelvicoGeologicodeAngola)である。 

鉱山局は鉱物資源開発活動全般の方'向づけ、調整、管理、監督並びに許認可の権限を

持ち、鉱業権管理、鉱山開発、保安、環境保護等を担当する。外資による鉱山開発プロジ

ェクトの原局である。 



 

- 7 - アンゴラ 

、 

 

地質調査所（Geological Survey of Angola） 

それ自体法人格を持つ独立採算の公団であるが地質鉱山省に帰属し、地質調査、地質

図作成、鉱床調査の促進・調整、地質データ・地図等の提供、基礎地質研究等を実施

する 
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5-2. 公社・国営企業  

地質鉱山省管轄下の公社、国営企業には次の 7 社がある。（1995 年当時）  

・ENDIAMA-Emplesa Nacional de Diamantes (ダイヤモンド鉱業権独占)  

・FERRANGOL-Empresa Nacional de Ferro (鉄鉱石・マンガン、操業停止中)  

・FOSFANG‐Empresa de Fosfatos de Angola(燐鉱石、操業停止中)  

・MNAQUARTZO-Emplesa Nacｉonal de Quatzo(高品位石英、操業停止中)  

・FABRIMINA-Emplesa Nacional de Mineiras Indusuiais (カオリン、操業停止中) 

・ROREMINA-Emplesa Mineia Nacional de Rochas Ornamentais (石材生産)  

・HIDROMINA-Emｐｒesa Nacional de Aguas Subterraneas (地下水開発)  

 

6. 投資環境 

6-1. 外資法・鉱業法との関連 

両法共にアンゴラ人労働者の雇用促進、保護を(外国)投資家／事業者の重要な義務の一つ

と定めている。外資法は 

 a)内国人労働者の職業訓練・養成計画 

 b)雇用する外人労働者と同等の社会的条件の保証 

 c)外人労働者の内国人労働者による置換え計画(予算) 

を投資プロポーザル中に含めるよう定めている。又、多数の内国人労働者を雇用しその一

部を組織の長等の責任ある地位に就け、且つ上記 3 項目を満たす場合は、税務恩典を与え

るとしている。 

 

6-2.労働 

労働法制：多数の法令から成るが、経済体制変革に伴い改訂の途上にある。現行の主要法

令はつぎの通り。 

・労働一般法(Lei Geral do Trabalho)- 1981 年 8 月 24 日付法律第 6/81 号 

・社会保障制度法(Lei do Sistema de Segurance Social)-1990 年 11 月 27 日付 

  法律第 18/90 号 

 ・労働組合法(Lei Sindtcal)- 1992 年 8 月 28 日付法律第 21-D/92 号 

 ・ストライキ法(Lei da Greve)-1991 年 6 月 15 日付法律第 23/91 号 

 労働一般法は現在改訂準備中である。現行法は主に公務員を対象に制定されており、賃

金、特別条件等の規定は民間企業に対しては強制力を持たない。 

基本的労働条件： 

 ・労働時間 8 時間/日、過 5 日制 

 ・休暇 － 21 労働日/年 

 ・賃金 －13 ケ月分／年を支給 

 ・雇用契約 － 試用期間 3 か月、爾後原則として終身雇用 
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・外国人労働者 － アンゴラ国外で締結された雇用契約は労働省の承認を要する。 

 

6-3. 一般税制 

・法人所得税：｢工業税｣が法人所得税に相当し、商工業活動に従事する法人が国内で得た

凡ての利益が課税対象となる。アンゴラ法人でアンゴラ国内に本社乃至経営・管理中枢

を持つものはその全世界利益に課税される。外国法人でアンゴラに恒久的事業所を持つ

もはその事業所から得た利益について課税される。｢恒久的事業所｣の定義は OECD モデ

ルに従う。 

 又、アンゴラ内の恒久的事務所の有無に係りなく、アンゴラで請負、下請、乃至役務提

供を行う企業は受領した金額が工業税法上費用と見做しうる場合であっても工業税が課せ

られる。1994 年内に請負、下請に関する新税法が導入される可能性がある。 

 税率：通常税率 40%、但し NKz 10 百万超の所得部分については 10%の付加税が適用され

る。(大蔵省が経済状況に応じて減免することがある。) 

 重要産業に投資する企業については大蔵省がケースバイケースに減免税を与えることが

できる。輸出増・輸入減に資するような優先分野への新規投資については 3~5 年間の免税

期間を設けることができる。 

 課税所得：企業の財務諸表に計上された所得に一定の調整を行って定める。所得を産み

出し且つ設備維持に不可欠と見做される費用は控除できる。族費交通費のような申告費用

は当局が過大と見做せば、罰金・科料と同様、控除できない。棚卸資産の評価は証憑に基

づく取得価格をベースとして、許容されている評価法を継続的に適用して行う。 

 引当金等：貸倒引当金(売掛残の 6%まで)の他、付保不能のリスクで支払発生の可能性が

あるものは認められ、棚卸資産準備金は棚卸品金額の 2.5~6.0%を超えることはできない。 

減価償却率：法定償却率(年)の数例を示す。(業種により異なるものもある。) 

      車両類        20% 

      オフィスビル     2% 

      産業用建物      4% 

      電動機・エンジン類   16.66% 

      家具類        10% 

 キャピタル・ゲイン：固定資産売却益のキャピタル・ゲインは通常税率 40%の対象とな

る。 

 損失金繰越：3 年間繰越可能。繰戻しは認められない。 

 納税：税務年度は暦年による。アンゴラに恒久的事業所を有する外国法人を含む凡ての

法人は課税年度の翌年 5 月 31 日迄に財務諸表を付して納税申告を行う。分割納税は課税年

度翌年の 1,2,3 月に行い、残額は申告時に納付する。納税申告その他所定文書の不提出や

脱税等は加算税、重加算税、延滞利息、罰金等の対象となる。 

・配当税等：一般には受取配当金のグロス金額が課税対象となる。工業税を納付している
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アンゴラ法人からの受取配当金は、分配の時点で受取人が支払法人の株式の 25%以上を

2 年以上に亘り(又は支払法人設立以来)保有している場合には免除される。 

 課税対象配当は 10%源泉徴収されるが、当該年度の工業税の税額控除を受けられる。重

要産業分野の企業の配当は 2.5%減税となる。利子税の源泉徴収は 15%、ロイヤルティーは

10%、支店送金は非課税である。 

 外国税額：アンゴラの納税者が支払った外国税額のついては救済措置がない。 

 租税条約：アンゴラは未だ租税条約を締結していないが、近い将来幾つかの国と締結の

見込である。 

 その他の一般税としては消費税、関税、印紙税等がある。 

 尚、個人所得税の税率は max.5%、キャピタル・ゲイン課税・資産税は無く、相続・贈与

税は 30%である。居住者は全世界所得について、非居住者はアンゴラを源泉とする所得に

ついて納税義務を負う。税法上の居住者とは 1 暦年中に 183 日以上アンゴラに滞留するも

の、又はアンゴラに住所を持ち 12 月 31 日までにそれを永住地とする意思のあるものを言

う。 

 [本項は Ernst & Young： Worldwide Colporate Tax Guide and Directory (1994 Edition)

等に拠り、1994 年 1 月 1 日現在の情報に基づくものである。] 

 

6-4. その他 

内戦終了後、経済の立て直しに、財政改革をすすめており、税法の厳格化や徴税の促進

となっている。 

為替制度の改革もすすめており、固定レートの廃止、市場に任せる政策をとっている。 

航空路は、南アのヨハネスバーグからある。国内旅行は、未だ続く混乱のため不可能な

状況である。 

通信は、内戦で破壊された施設の復旧と拡張を急ぐ計画が政府から出されている状況で

ある。現在の電話網は政府と一部ビジネスで使われるに過ぎない。 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質年代による分類 

アンゴラの地質は年代順に(下位から上位に)次の主要単元に分ける事ができ、それそれ

が異なった鉱物を賦存している。 

先カンブリア紀楯状地（古原生界～下部原生界）：この年代の岩石は Angolan、Maiombe、

Cassai、Bangweulo 各シールド及び Kwanza 地塁に見られ、花崗岩や片麻岩から成る地帯と

変成火山岩ないし変成堆積岩帯(緑色岩帯)に分けられ、後者は金、多金属、卑金属、ニッ

ケル等の鉱床を伴う。下部原生界の複雑な緑色岩帯はアンゴラ中南部の Cassinga、

Menongue に見られる。これらの岩石から成る地域は、カシンガ鉄鉱石、Mpopo、Chlpendo

等の金鉱床ないし鉱徴、Lucala 地区の Cassala－Quitungo の鉄鉱石やマンガン鉱床を胚胎
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する。  

アンゴラ盾状:地の南西部の Cunene 塩基性/超塩基性コンプレックス(地表面積

20,000km2弱)では白金族のポテンシャルは未だ十分評価されていないが、ニッケル、クロ

ーム及び銅の賦存が知られている。また、高級装飾用石材として斜長岩が採掘されている。

プレカンブリアン・シールドは広範囲に露出し、石油・天然ガスを除くアンゴラの鉱物資

源の多くがこれに関連している。 

 

 

アンゴラの地質図（JMEC 内部資料） 

 

上部原生界の「汎アフリカン」：堆積とその後の構造的変形作用による褶曲帯で、卑金

属鉱物および各種工業鉱物を胚胎する。汎アフリカンの摺曲帯はプレカンブリアン・シー

ルドの縁辺沿いに賦存しており、就中、西 Congo、Damara、Maiombe-Macongo の各摺曲帯が

地質的に も重要とされている。Lucala のマンガン鉱床とナミベ県のウラン鉱床はこの汎

アフリカンに随伴している。 

古生代～中生代の堆積岩および火成岩：この年代の堆積物は主に北中部にあり、Cassan

ｊe 地溝と称する北西方向に伸長する凹地を成す。岩石は主として Karoo 累層群(石炭系～

ジュラ系)が分布している。この年代のマグマ活動に伴いキンバーライト、カーボナタイト、

玄武岩、粗粒玄武岩、閃長岩、粗面岩、フォノライト等の岩石から成る火山底型貫入岩体

や火山岩体を形成している。キンバーライトとカーボナタイト岩体は主としてアンゴラの

南西から北東への対角線に沿って賦存する。層状ウラン鉱床および漂砂ダイヤモンド鉱床
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がこの地質単元の堆積物中にある。重要なのは、中生代のカーボナタイトに伴われるバラ

イト、蛍石、燐鉱石、セメント原料等の工業鉱物、鉄、マンガン、ニオブ、レアアース等

の鉱床である。一部のキンバーライトは、アンゴラの漂砂ダイヤモンドの源岩とされる。 

白亜紀～更新世の海岸盆地の岩石：海岸盆地は北から南へ Congo、Kwanza、Namibe の三

盆地があり、これらの形成はアフリカと南米大陸の分離以前の古白亜紀に始まる。これら

の海岸盆地の地質・層序は石油探査等の試錐データにより比較的解明されている。 

Congo、Kwanza 両盆:地は石油・天然ガスを埋蔵する他、燐鉱石・珪藻土、溝緑石、石膏、

岩塩、渥青、セメント原料等の工業鉱物並びに層状卑金属鉱床が賦存する可能性がある。 

第三紀～第四期の堆積岩：これはⅰ）第四紀の漂砂・崩積鉱床、 ⅱ)第三～第四紀のカ

ラハリ・グループ陸成層及び iii)第三紀のラテライト残留ユニットに分けられる。アンゴ

ラ東部の国土の約半分を占める地域はこれ等の堆積岩で覆われ、中部・東部の一部地域で

はラテライト残留ユニットがカラハリ・グループの基層を形成している。カラハリ・グル

ープとして知られる若い陸成層は、主に砂岩、硅質砂岩から成る。第四紀の漂砂・崩積鉱

床は砂岩、粘土、礫類に伴われる。 

この年代の地層の鉱物資源ポテンシャルとしては、中西部の褐炭、北西部の漂砂ダイヤ

モンド鉱床があり、又風化残留鉱床として、カオリン、ボーキサイト、ラテライト等の鉱

床がある。 
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地質構造図（アンゴラ共和国の資源開発環境 1995） 

 

7-2. 鉱物の賦存状況  

・キンバーライト:ダイヤモンドはプレカンブリアン・シールドを NE-SW 方向に 1,200km

に亘って貫く白亜紀(80-100Ma)のキンバーライト・パイプ帯に関連している。このキンバ

ーライト・パイプ帯は、ザイール及びブラジルにも恐らく伸びている。これらの岩体は、

南西に向かってダイヤ品位が低下し、カーボナタイトの比率が高まる傾向がある。 

既知の 675 のキンバーライト・コン.プレックスは 1ha 以下～100ha 超まで種々のサイズ

があり、その幾つかは世界 大級である。(Camafuca、Camazambo、Catoca 等)ダイヤ品位

は深くなる程高く、塊状のものが も高い。  
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・カーボナタイト：カーボナタイト岩体の分布は、キンバーライトと同じく NE-SW 方向に

延びており、南西部のウァンボ、ナミベ県に多い。30 以上の貫入岩体が知られており、

ニオブ(パイロクロア)、タンタル、レアアース、蛍石、霞石閃長岩、バライト等を随伴

する可能性がある。Bonga のカーボナタイトは、ブラジルの Tapiral、Alaxa に次ぐ世界

規模のパイロクロア鉱床の可能性があり Nb205、CeO2、Y203等のレアアース類も含有する。

レアアースは他の 7 つのカーボナタイトでも検出されている。Coola のカーボナタイト

は蛍石 3-5 百万トン(CaF2 71%)を伴い、又 Tschivira のものは 6-7 百万トン(CaF2 43%)

の推定鉱量がある。  

・初生金鉱床：各地に多数の漂砂金鉱床の賦存が見られるが、その金の多くはプレカンブ

リアン・シールド中の始生代後期乃至中生代前期の緑色岩帯に由来すると見られる。プ

レカンブリアン・シールドの諸地点で小規模な含金石英脈(及び含銀、含銅石英脈)の賦

存が見られる。今後の探鉱・開発には、漂砂金鉱床より原生代前期の初生金鉱床が有望

視されている。この型の金鉱床が存在する可能性のある地域は北クワンザ、カビンダ、

ウァンボの各県である。  

・鉄鉱石・マンガン：ウイラ県のカシンガ鉄鉱床群は、ブラジルのミナス・ゼジェライス

州のものと年代的にも鉱床学的にも類似生がある。過去の生産は殆ど地表付近の高品位

鉱を対象としており、これは主に始生代又は原生代前期の Banded Iron Formation (BIF)

である低品位一次鉱床(Fe 30～40%)が二次風化を受けて生成したものである。カシンガ

の高品位:鉱床はほ"涸渇し、残された初生 taconite、itabilite BIF 鉱床はかなり大規

模だが低品位(Fe20～30%)であり、採算性に問題がありそうである。 

北クワンザ、マランジェ両県にまたがる Lucala マンガン矩形地帯に点在する多数の小規

模マンガン鉱床が植民時代に稼行されたが、マンガンの鉱化(主にサイロメレーン鉱)は

崩積層ないし地表付近に富化作用により残留、濃集したもので、鉱石は原生代初期、な

いし始生代の基盤上の、より新しい岩石中に賦存する。地質規制は明確になっていない

が、大規模高品位鉱床が発見される可能性は低いと見られている。マンガンの賦存は南

クワンザ、ウイラ、モシコ、南ルンダ等の各県にもある。 

・多金属鉱床、卑金属鉱床：ザイールーザンビアのカッパー・ベルト (Lufilian arc)と

同じ累層がアンゴラ東部に約 120km 延びてカラハリ砂漠で消滅している。ウイジェ県の

Mavoio-Bembe 間は原生代後期西コンゴ系の多金属・銅鉱床地帯で、予想鉱量 10 百万ト

ン(2% Cu) その他 V、Co、Ba、Pb、Zn、Au、Ag 等を随伴する可能性がある。Lueca には

延長 5 ㎞の gossan に伴うヴァナジウムの鉱床があり、植民時代に稼行されたことがあ

る。ヴァナジウムの二次鉱化 (descloizite)は carbonate-breccia と関違し、地質的に

は Tsumeb の多金属鉱床にやや類似する。 

海岸盆地(白亜紀堆積盆)にも低品位の層状銅鉱床が知られる。その他モシコ県の Alto－

Zambeze(ザンビアカッパーベルトの Roan 系と相関)等幾つかの鉱徴地があり一部は小規

模に稼行されたことがある。 
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鉛・亜鉛鉱床は層準規制型熱水性鉱床で、ナミベ、ベンゲラ県に数個所の鉱徴がある。 

錫・タングステン鉱床はウァンボ、ベンゲラ、ザイール、モシコ各県にあるが詳細デー

タに乏しい。ベンゲラ県 Ganda とウァンボ市の間に多くの鉄マンガン重石と一部錫石が

プレカンブリアの花崗岩、片麻岩中の石英脈・細脈中に賦存している。金、モリブデン

の随伴も報告されている。前述の Alto-Zambeze 地区、ザイール県の M‘banza-Congo 地

区にも漂砂錫鉱徴が報告されているが詳細は不明である。 

・白金族、ニッケル・クローム：白金族の賦存は確認されていないが南西部の塩基性/超塩

基性の Cunene Complex (15,000km2)は南アの Bushveld、米国の Stillwater Comp1ex と

の類似性が指摘されており、広域化探、geological petrographic study がリコメンド

されている。同地域に於るニッケル、クローム、チタン、ヴァナジウムのポテンシャル

も否定できない。 

・放射性鉱物：アンゴラのウラン、トリウムの賦存はカーボナタイト、ペグマタイト及び

燐鉱石に随伴し、ウイジェ、マランジェ県で 70 年代に航空探査が行われた。燐鉱床の

ウラニウム含有量は 大 500g/t である。又 Karoo 型、Roessing 型ウラン鉱床の可能性

もある。 

・燐鉱石：ザイール、カビンダ両県にかなりの埋蔵を持つ賦存地区が画定され探査が行わ

れた。第三紀～白亜紀の海成堆積層中に種々の層準で糞石の形で賦存する。 

・工業鉱物：カオリンはウイラ県で生産実績、探査計画がある。Cunene complex の

gabbro-anorthositic rocks の風化によるもので、一部は地表に露出している。べンゴ、

ウァンボ、ビエ、ウイジェの各県にも多くの賦存地が知られている。ベンゴ及びナミベ

県にはペグマタイトに伴うベリル、石英、雲母、長石の賦存が知られている。クワンザ、

西コンゴ盆地の白亜紀系蒸発残留岩地帯に相当量の岩塩と加里の互層がある。クワンザ

盆地には地表付近に石灰石、頁岩、粘土、マールと互層を成す flat な石膏鉱床があり、

小規模ながら自然硫黄も随伴している。  

アンゴラの長い海岸線にはチタン、ジルコニウム等の漂砂鉱床が存在する可能性がある

が、これまで探査は行われていない模様である。以上の他、珪藻土、滑石、マグネサイ

ト、石墨、カイヤナイト等々の工業鉱物のポテンシャリティーがある。 

・石炭・褐炭：モシコ県ルエナ市南東約 80km の Lunge-Bungo 地域に約 30 個所の褐炭層 (厚

さ cm 単位から 3m 迄)が第三紀のカラハリ砂岩と泥岩の問に賦存するが、この lignite

は灰分 14-80%と高く発熱量は 640-4,100Kca1/kg と概して低い。埋蔵量は旧ソ連地質家

の推定では 5 億トンという。 

アンゴラの地質は地域差が大きく、これまで大凡の枠組みが知られているのみで各地域

の詳細な知見は不十分である。従来の探査は西部の原生界前期を中心に把握の容易な対

象に集中しており、東部のカラハリ地帯、モシコ、クワンド・クバンゴ県等のポテンシ

ャリティーは殆ど未知である。 
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（アンゴラ共和国の資源開発環境 1995） 

 

7-3. 地質図、地形図等 

既存:の 10万分の 1及び 25万分の 1スケールの地質図は国土の 40%をカバーするのみで

ある。100 万分の 1 の地質図は 1990 年に刊行されている。  
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空中磁探は国土の約 10%をカバーしている。地表の物探は鉱山会社により僅かな対象地

域について行われたのみである。また化探は可成り以前に種々の団体が実施し国土の約

10%がカバーされている模様である。 

地形図(10 万分の 1 及び 25 万分の 1)は入手可能だが、1957 年の航空写真により 25-30

年前に作成されたものである。1987 年以後の航空写真による新版も入手できる。  

近、次の図面を作成中という。  

・ 100 万分の 1 スケールの鉱物資源地図 

・ 100 万分の 1 スケールのアンゴラ全土の地質構造図  

・ 100 万分の 1 スケールの metallogenic map  

・ 200 万分の 1 スグルの geomorphological map 

・ 現存の図面類は地質調査所の文書センターで入手できる。 

 

8. 鉱山概要 

8-1. ダイヤモンド 

現在活動している鉱山として Catoca ：Sociedade Mineira de Catoca Lda. (S.M.C)が

挙げられる。（インターネット情報） 

アンゴラのダイヤモンは gem grade（70%), neargem grade(20%) 合計 90-95%に達し、

品質的にはナミビアに次ぎ、ギニアと並んで世界 高の一つとされている。埋蔵量は世銀

推定では推定 50 百万カラット、予想 220 百万カラットとなっている。又 USBM に拠ると 0.6

カラット/m3以上の鉱床の確定鉱量が 82 百万カラットでその 2/3 がキンバライト初生鉱床

であり、総埋蔵量は推定 220～350 百万カラットという。通常の漂砂稼行品位は 0.6－1.0

カラット/m3．8 カラット/㎡以上の小さい高品位ポケットも稀ではない。 

既知の富鉱床は東北隅のルンダ県にあり、部クワンザ河水系にも産出する。 初の発見

は 1912 年ベルギーの prospector によるもので翌年には生産が始まっている。1920 年、

DIAMANG 社（Cie de Diamantes de Angola）がポルトガル政府 49％、ベルギーの SGB、南

アの DeBeers、英米資本計 51％を以ってリスボンに設立され、後には全土のダイヤモンド

鉱区の 81％を掌握するに至った。植民地時代末期の 1971 年、アンゴラの生産量は 2.4 百

万カラットを超え、輸出の 26％を占めたが、独立後はほぼ半減している。（それでも 6 位

のダイヤ生産国である。）  

半減の理由は内戦もあるが、それ以上に公式生産の約半分、年によってはほぼ同量の原

石が UNITA 支配地域の個人採掘者（garimpeiro）により非合法採掘されザイール経由等で

密輸されていたためで、これにより政府は年々何億ドルかの外貨収入を喪失して来た。非

合法採掘と密輸は 1991-92 年の停戦期間中に空前の規模に達し 5 万人以上の garimpeiros

がアンゴラのみならずザイール等からも殺到したため原石相場を押下げ、1992 年には世界

不況とも重なって DeBeers のダイヤモンド世界価格支配体制が脅かされるまでに至った。 
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独立後、DIAMANG 社のポ政府持分(当時 77%に増加)をアンゴラ政府が継承し本社をルア

ンダに移して依然、同社が生産を続けたが、UNITA の攻撃激化のため 1980 年代中頃には操

業体制を維持できなくなった。よって 1986 年、DIAMANG は清算され国の持分及び保有鉱区

50,000km2 は既に設立されていたダイヤモンド公社 ENDIAMA(Emplesa Nacional de 

Diamantes de Angola)に譲渡された。ENDIAMA はアンゴラに於けるダイヤ探査、採掘、販

売の独占企業体となり、1985 年 DeBeers は販売権を失った。  

併し、1989 年 ENDIAMA と DeBeers は探査、採掘、販売協力趣意書に調印、1991 年には

ENDIAMA はルンダ県 Cuango 地区の全産出量:(全体の 80%)を DeBeers 傘下の CSO-Central 

Selling Organization 経由で販売する代りに同地区の開発費見合に 50 百万ドルのローン

を受けることとなった。(ENDIAMA はベルギー商社 Steinmetz Evens Diamonds とアンゴラ

のダイヤ総製産量の約 9%の販売契約を結んでいる。)  

ENDIAMA の操業は通常の機械採鉱でスクレーパー又はドラッグラインによる剥土後、フ

ロント・エンド・ローダーによる砂礫のバルク採鉱と床岩上の高品位砂礫の selective 

mining を行っている。採取した砂礫は選鉱場にトラック運搬し、1)予備処理用 pan による

洗鉱・節分け、2)350mm サイクロン、3)500mm 重液サイクロンによる洗鉱、4)グリース・ベ

ルト/テーブルによる分離、5)手選の 5 工程で処理される。発電プラントは 3 個所にあり、

計 18Mw、全長 200km の配電網により 60kV で配電されている。  

近年、キンバーライトの探査は基本的には旧ソ連方式に拠るもので、当初 600mx200m グ

リッド、後に 50mx50m グリッドに狭めシステマティックな大口径試錐を行う。キンバーラ

イトに当たれば 100mx100m で試錐続行し.サンプリングは垂直 6m 毎に行っている。 

ENDIAMA は Cuango 水系の漂砂鉱床を大規模、組織的に開発するため同地区の Luzamba に

将来人口 7,500 人の township を建設し、ディーゼル発電機、大型採鉱機器を導入して

1,000,000 カラットの増産を計画してきた。このためブラジルの大手建設業者 Odebrecht.

社の現地法人を起用している。一方、DeBeers は 1992 年、同地区のキンバーライト一次鉱

床調査･評価のため更に 50 百万ドルを支出すると発表した。併しこれらのプロジェクトは、

92 年 10 月の内戦再開後ダイヤ産出地一帯が UNITA 軍により占領されたため中断を余儀な

くされている。 

ENDIMA は 86 年頃から保有鉱区を分割して外国企業に採掘させる契約を結んでいる。こ

れらの契約は当初は役務契約ベースであったが、後に鉱業法の改正を受けて合弁 P/S 方式

に変化した。併し、鉱業権は ENDIAMA が独占保持し、合弁会社にリースして外資と共同で

操業する形と考えられる。 

 

8-2. 鉄鉱石 

アンゴラの鉄鉱石生産は 1956 年に始まり、1960 年代には CML 社(Cia Mineira do Lobito)

がウァンボ県 Cuima 鉱山を、CMA 社(Cia Manganes de Angola)がマランジェ県 Saia 鉱山を

稼行し合計平均 700-800 千トン／年を対欧翰出していた。鉄鉱石産業が本格化したのは、
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前記CML社がウイラ県カシンガ(Cassinga)鉱山を開発、1967年に出鉱開始してからである。 

同社はナミベ鉄道の Dongo から Jamba.(カシンガ北部鉱床群の中心)及び Tchamunete(同

南部)まで約 90km の支線を引き、ナミベ市(当時モサメデス市)の北に新鋭埠頭を建設、高

品位部の露天堀と二段破砕、三段スクリーニング(一部比重選鉱)から成る選鉱を経て

500-60G 万トン/年(60-62%Fe)の精鉱を生産し日本と欧州諸国に輸出し 8 億ドル/年前後の

外貨収入を得ていた。日本の高炉大手 5 社は 67-75 年の 9 年間に累計総生産量 37 百万トン

の内 20 百万トン弱の塊鉱・礫鉱を期間契約により買鉱している。 

併し、75 年内戦勃発後カシンガ鉱山は UNITA ゲリラの格好の標的となり選鉱設備、補助

設備及びナミベ鉄道が部分的に破壊され操業継続不能に陥り、爾来今日まで事実上の休山

状態に置かれている。 

77 年アンゴラ鉄公社 FERRANGOL(Empresa Nacional de Feｒro de Angola)が鉄鉱石、マ

ンガンの採掘を目的として設立され、カシンガ他各地の鉄・マンガン鉱床を傘下におさめ

た。FERRANGOL の委嘱によりオーストリアの Austrominera1 社(Voest-Alpine の子会社)が

1979-81 年に F/S を実施した後、Jamba 地区の限定的再開(粗鉱 45%Fe 2 百万トン/年、ライ

フ 10 年)のため選鉱設備を 小限修復・更新し、1986 年試験運転を国連の専門家立会で行

った。併し鉄鉱石価格の低下、現地の治安不安が続いたため再開に踏み切れなかった。 

1991-92 年の停戦・和平期間中、欧、南ア企業、日本商社等がカシンガ再開に興味を示

したが内戦再開の為見送られ、FERRANGOL は保守管理のみに留めている。 

カシンガ鉱床群の埋蔵鉱量は 1969 年当時 hematite 1.1 億トン(>62%Fe)とされていたが、

CML 社が地表付近の高品位二次鉱石のみを採掘対象としたため、近年の諸調査によれば、

総鉱量 10 億トン(30-40%Fe；20-40% Si)、高品位鉱 5 百万トン(max65%Fe：>5% Si：0.4% P)、

採掘容易な eluvial 鉱 70 百万トン(35-55%Fe)と言う。 

恒久的和平実現後のカシンガ再開発の可能性は微妙な所で、寧ろ北クワンザ県の

Kassala－Kitungo 鉱床の方が可能性があると見る向きもある。この鉱床も Austromineral

社が調査したが、magnetite-rich taconite 確定 2 億トン弱(>35%Fe)、内 83 百万トンは露

天堀可能とされ、ルアンダ港まで鉄道で 160km しかなく、付近に Cambambe 水力発電所があ

る。 

   

8-3. 金 

金の採掘は 18 世紀末、北クワンザ県の Lombige 河で始まり、爾来各地で小規模の漂砂

金の採取が行われてきたが、これまでの産金量累計は 560kg 程度とされ、その大半はカビ

ンダの Maiombe 地区の産出である。既知 大の初生鉱床はウイラ県の M'popo 鉱床で、カシ

ンガ鉄鉱山を開発した CML 社(ポ)が 1952-74 年の間に実施した調査により可能鉱量 700 千

トン Au 8g/t を把握した。独立後も周辺部の化探を含め或る程度調査され、1993 年 10 月、

地質鉱山局が同鉱床の探鉱開発を入札に付しカナダ、英、ブラジルの諸社が興味を示した。

又、1989 年カシンガ地域内でも初生鉱床が発見されている。 
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8-4. マンガン 

1943-7３年のマンガン鉱石産出量は 620 千トン(30.58%Mn)、この他に約 76 千トンの鉄

マンガン鉱（30％Fe； 20％ Mn）が出鉱している。産出の大半は北クワンザ、マランジュ

両県にまたがる「Lucala マンガン矩形地帯」に点在する多数の小規模鉱床からのもので、

稼行していた Quitota、Quicuinhe、Quiaponte、Cazela 等の鉱業権は現在 FERRANGOL の所

有に帰している筈であるが独立後は操業されていない。Lucala 矩形地帯の総埋蔵量は５百

万トン（５５％ Mn）程度と推定されている。  

 

8-5. 卑金属  

植民時代も卑金属の生産実績は乏しく、銅は 63 年までの累計生産量が 20 万トン程度、

鉛・亜鉛は 5 千トン程度に過ぎない。銅はウイジェ県の Bembe-Mavoio 地区で 1930 年代か

ら Emplesa de Cobre de Angola(ポ)により高品位部(5-35%Cu)の採鉱が行われ、山元の小

型炉でインゴットに熔鋳し本国に向けられたが、1961 年の FNLA 蜂起と高品位鉱洞渇のた

め操業を停止した。ベンゴ県ヌグンザ市付近の Caxoeira da Binga 銅鉱床は植民地時代末

期に地質鉱山局自身が探査した中規模鉱床である。 

 

8-6. 工業鉱物 

石英：アンゴラの quartz は質的にブラジル、スリランカ、マダカスカル品に対抗でき

ると言われる。良質のものは 99.99％ SiO2 （Grade A）の純度を持つ。 

国営 MINAQUARTZO社は南クワンザ県の Pocaria鉱山で 1978年以降 1,500－2,000トン／

年を生産、輸出していたが、82 年以降内戦のため閉山中で尚十分な鉱量を残していると言

える。その一部は高品位の電子・光学グレード品で、大半はガラス鋳物用である、ベンゴ

県の Dande ペグマタイト地帯でも小規模採掘が行われた。  

べリル：独立以前、ベンゴ県 Dande のペグマダト地帯で生産されていたが(115 トン/1973

年) 現在は停止している。 

燐鉱石：北部ザイール、カビンダ両県にかなりの鉱床があり、1979 年国営の燐鉱石企業

FOSFANG (Cia de Fosfato de Angola)が設立され、大規模調査を行った結果ザイール県 N

‘zeto 港付近の Kindonacaxa でかなりの連続性を持つ鉱床(確定 10百万トン 33%P205)を確

認、同地域の総埋蔵量は２億トンと推定された。この結果、1982 年に FOSFANG はブルガリ

アの Geomin と組み山元に 15,000 トン能力のパイロット・プラントを建設、1984 年までに

30,000 トンを生産した所で治安悪化のため閉鎖を余儀なくされた。この試験生産により同

鉱石は国内農業用に適することが判明し、FOSFANG は燐酸製造の検討に入った。 

又、カビンダ市の北 45 ㎞の Mongo Tondo にも大型鉱床があるが、探査結果ではザイー

ル県のものに比べ連続性を欠くとされる。   

カオリン： 1972-73 年頃ウイラ県で 760 トン/年程度の小規模生産の記録があるが、そ

の後は停止した。独立後カオリン等工業鉱物の国営企業として FABRIMINA が設立され、ウ
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イラ県ルバンゴ市南東 80km の Quihita のカオリン鉱床開発を指向している。数年前 SADCC

の援助で行う計画があったが、近年 Geoplqlecto SRL(伊)に探査ライセンスが付与された。

石膏：植民時代から生産され、1973 年には粗石膏 92 千トン生産の記録があり、独立後も

現在まで続いていると言う。産地はベンゲラ県南部である。1982-82 年国連により南クワ

ンザ県の Sumbe 鉱床の予備的試錐が実施され、地質学的鉱量 15-1.6 億トン

(73.6-99.8%CaSO4,2H20)が把握された。   

雲母：1939-62 年の問に高品質雲母約 3,000 トンの生産があり、対米輸出されていたが

現在は生産がない。   

岩塩：ロビト、ナミベ等南部海岸地帯で現在も 70 千トン程度生産されている。 

セメント原料：石灰石、砂、砂岩、粘土、骨材等はルアンダ市、ロビト市周辺で現在も採

取され、両市にある国営セメント工場(CIMANGOLA 社と ENCIME 社)で使用されている。 

 

8-7. 石材   

アンゴラは黒御影石 1,201.6 千 m3(92 年)、大理石 179.4 千 m3(同)を生産し主に対欧輸

出している。日本も年間数千トンの黒御影を輸入している。   

ROREMINA 社は 1978 年設立の国営石材会社で、ウイラ、ナミベ両県で黒御影(斜長岩)、

大理石を生産している。同社は 90 年ポルトガルの Malmida 社、SPE 社と個別に合弁契約を

結び、RORANGOL、ANGOROCHAS という合弁会社が設立されている。アンゴラ側の持株比率は

各々51%と 30%である。この一つは黒御影及び赤御影計 2,500m3/年からスタートして 5 年間

で倍増する計画である。   

ROREMINA 社は更に、南アの花崗岩採石会社 Quagga 社及びポルトガルの RAR 社とも合弁交

渉を行っていた。Quagga 社の合弁持株比率は 70%で、クネネ県南西部の 10,800km2 の地域

を 1 年間調査し採石サイト 12 個所を選定することになっ.ているが現状は不詳である。石

材産業は も容易に振興できる外貨獲得産業と位置付けられており、地質鉱山省としては

アンゴラの石が技術不足のため粗岩のまま輸出されているのを外国技術導入により加工度

を高めたい意向である。 

 

9. 新規鉱山開発状況 

Camafuca  ダイヤモンド Southern Era Resources 

 

10. 探査状況 

Sumbe Base Metal Licence, ：Simba Jamba Mines Ltd.    

埋蔵量: 確定  7.1 百万 T @ 2.14% Cu 、推定 5１百万 T @ 2.14% Cu  
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11. 製錬所の概要 

 該当なし 

 

 

 

12. 我が国の鉱業関係プロジェクト 

 該当なし 

 

資料 

・ 金属鉱業事業団 アンゴラ共和国の資源開発環境 1995 
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添付資料 

現行鉱業法(抄訳) 

 

<前 文> 

 従来の鉱業法(法律第5/79号及びその部分改訂である法律第11/87号)は鉱業活動の段階

に於て国の参加を前提としており、既に行なわれている市場経済とも、現行外資法とも調

和しない。よって、本法では、国内外の企業・団体との協力促進を通じてアンゴラ鉱業を

国内的・国際的文脈の中で発展させるよう改訂する。但し、秩序ある効率的発展の為、国

の参加権はこれを留保する。 

 

第Ⅰ章 用語の定義(略) 

 

第Ⅱ章 一般規定 

 

 第 1 条：(範囲)本法は地質調査、地質図作成、探査(prospeccao)、探鉱(pesquisa)、 

確認探鉱(reconhecimento)、採鉱、選鉱、鉱物資源の販売を含む国内活動に適用される。 

 

 第 2 条：(鉱物資源)領土内の地表、地下、大陸棚等に存する鉱床及び廃滓等有用鉱物成

分を言う。石油、天然ガス等は本法の適用対象から除く。 

 

 第 3 条：(鉱物資源の所有権)鉱物資源は憲法に基づき、国家の所有に属する。 

 

第Ⅲ章 鉱業活動及び鉱業権 

 

 第 4 条：(地質調査・研究の実施及び管理)国土の地質図作成は国の所管であるが、内外

の専門団体との請負契約により実施できる。又、鉱業権者の団体・企業が行う地質調査結

果は当局に提供せねばならない。 

 

 第 5 条： (鉱物資源の探査) ｢探査｣ (探査、探鉱、確認探鉱を含む。以下同じ。 )は国

の所轄機関乃至団体により契約に基づき行われる。又、関連法に基づき設立された鉱山会

社 － 国営、半官半民、民営、企業グループ又はパートナーシップ - が探査ライセン

スにより実施することもできる。 

 

 

 探査ライセンスは、国益に合致する場合、技術的・財務的資格能力の認められるものに

譲許される。国は探査ライセンスを入札・一般入札により賦与することもできる。探査ラ
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イセンスの有効期間は各ケース毎に合意されるが、延長も含め 長 5 年間とする。 

 

 第 6 条： (探査ライセンスの譲許) 

 

1)探査ライセンスは閣議の事前許可を経て、国の所轄当局との契約により付与される。 

2)その契約には下記事項を定める。 

  a)対象地区の独占探査権 

  b)探査計画 － 探査目的、探査期間、作業日程、 低投資額、使用技術、 

   技術者の専門資格、作業員、興味なき場合の撤収日程、等のデータ 

  c)探査期間延長の場合、対象地区の 50%を放棄すること 

  d)アンゴラ人労働者を資格に応じて 大限使用し職業訓練を施すこと 

  e)資格能力を有するアンゴラ企業を優先的に下請けに起用のこと 

  f)探査報告書を定期的に提出のこと 

  g)保安基準の遵守 

  h)第三者賠償責任 

  i)対象地区の地質鉱物情報の入手 

  j)適用税制の確定とその実行保証 

  k)国の視察、監査基準 

  l)契約違反の罰則 

  m)国側の連絡代表者 

  n)鉱床発見の場合の採掘権の譲許条件 

  o)探査保証金 

  p)採掘の場合の投資金償還条件 

 

3)探査ライセンスは譲渡不能(閣議の事前許可ない限り) 

4)投資資金調達を第三者に依存する場合所轄当局の事前許可が必要 

5)限定作業のため探鉱権者の責任で下請け起用可能 

 

第 7 条：(探査ライセンスの停止)停止事由(略) 

 

第 8 条： (鉱物資源の発見)略 

 

第 9 条： (鉱物資源の埋蔵量の評価及び分類)埋蔵量の分類は本法の施行法に定める。 

 埋蔵量の決定、評価、変更は国の承認を要する。当局による埋蔵量評価の承認がなけれ

ば採掘を実施できない。 

第 10 条：(鉱物資源の採掘)採掘は採鉱計画(選鉱も含む)の当局承認後に開始できる。採鉱
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計画は F/S に基づき可採鉱量の合理的採掘を指向するものとする。 

 

第 11 条：(採掘権の譲許)採掘権は閣議の事前承認を経て、当局との契約の形で採掘許可書

により譲許される。採掘権は地表所有権を意味しない。採掘作業は国営、混合、民間、合

弁又はパートナーシップの鉱山会社が下記条件の一つを満たす場合のみ実施できる。 

  a)探査ライセンスを以て鉱床を発見し F/S による評価を行ったもの 

  b)略 

  c)当局による既知鉱床の入札に於て、国が受容出来る条件を提示したもの 

  d)採掘権者より請負をなしたもの 

 採掘作業の限定部分を当局の承認を得て下請けに出すことができる。採掘のための投資

資金調達を第三者に依存する場合、当局の承認が必要である。国は採掘権を持つ企業の株

式・持分又は採掘権そのものを取得するオプション権を持つ。 

 

第 12 条：(採掘権の内容)採掘権は採掘のみならず、選鉱、販売、更に自然地形を変更する

権利も包含する。 (隣接土地の統合) 

 

 採掘権証書には次の権利・義務を明示する － 当局承認の採掘計画に基づき鉱山技術

の 善の方法を以て積極的且つ経済合理的な採掘を椎持し、労働者の安全、地域の保健、

環境保全(河川の復原を含む)を保証すること。作業及び建設に要する土地・水の利用権、

契約不遵守の罰則。 

 

第 13 条：(採掘期間)通常、既存鉱量の涸渇までの期間(市況も勘案される)であるが、これ

を下回る期間を定めておき、交渉により一回以上延長する方式をとることもできる。当局

承認なしの採掘の中断、縮小は契約不履行と見做される。大規模プロジェクトの場合、鉱

量涸渇による操業停止後の労働者救済、地域経済維持のため 1 件以上の代替プロジェクト

の検討案を提示しなければならない。 

 

第 14 条：(投資の償還)探査権者が探鉱計画を遵守して行った投資は、発見鉱床の開発利益

から償還することが保証される。償還の条件、形式、期間は F/S の予想利益に基づき権利

証書に定められる。 

 

第Ⅳ章 雑規定 

 

 第 15 条(税制) 

 1)探鉱ライセンス中に km2 当り年間金額を定める。延長時には予想投資リスクに応じ見

直す。 (探鉱鉱区税) 



 

- 26 - アンゴラ 

 2)採鉱のみの場合は粗鉱の坑口渡し価格(選鉱も行う場合は精鉱価格)の一定%を採掘コ

ストを考慮の上、定め、これを年間生産金額の一定%の形でロイヤルティーとして採掘権証

書に明示し、毎月納付する。 

 

 又、 ｢工業税｣ [註、商工業の法人所得税]については F/S を解析の上、減税等の恩典を

与える事ができ、これも採掘権証書に明示する。 

 

 第 16 条： (鉱業発展基金への納付金)探査権者、採掘権者は本基金への一定額の納付を

義務づけられる。 

 

第 17 条：(鉱業権の消滅、停止)鉱量涸渇、鉱業権の期間満了、住民の生命・健康に対する

重大な危険、不可抗力等。 

 

第 18 条：(鉱物資源の販売)採掘権者は製品の販売価格をその根拠を示して報告する。鉱物

の輸出入は当局に事前届け出を要する。 

 

第 19 条：(標本及び鉱物資源の輸送)研究・分析その他目的のため鉱物標本を国外に搬出す

る場合当局の承認を要する。鉱物資源、製品の鉱区外搬出は当局の承認を要する。 

 

第 20 条：(鉱物留保区域)当局は国家経済開発計画の範囲内で、鉱物資源開発と他の経済活

動との調整、社会的不利益の除去、国土保全、自然保護を目的として鉱物留保区域を定め

ることができる。 

 

第 21 条：(地質・鉱業活動に起因する損害)自然環境保護は探査権者、採掘権者の義務であ

り損害を生じた場合は法的制裁、補償の対象となる。 

 

第 22 条：(火薬使用許可)爆発物の使用、輸送及び保管は探査ライセンス又は採掘権証書を

当局に提出すれば許可されるが、他の官庁の権限を妨げるものではない。 

 

第 23 条：(紛争の解決)国・国営企業と探査・採掘権者の間の契約に係わる不一致は契約の

定めに従いアンゴラ国内での仲裁により解決する。 

 

第 24 条：(地質・鉱業活動の検査及び監査)略 

 

 

 



 

- 27 - アンゴラ 

 

第Ⅴ章 終並びに経過規定 

 

第 25 条：(鉱業権及び諸契約の調整)既存の契約はその効力を保持しつつ、当事者間の再交

渉、合意により変更できる。 

 

第 26 条：(撤廃)旧鉱業法その他本法に抵触する凡ての既往法令は撤廃される。 

 

第 27 条：(施行法)180 日以内に公布される。[註]未だ制定されていない模様。 

 

第 28 条：(疑義及び遺漏)略 

 

第 29 条：(補充法)鉱業権の譲許契約については、法に別段の定めなき限り、アンゴラ法は

補充法となる。 

 

第 30 条：(発効)本法は直ちに発効する。 

 

[註]鉱業法(法律第 1/92 号)は 92 年 9 月 16 日付官報で一部の字句、順序等が訂正された。

上記要約はこの訂正版に基づいている。 

 

 




