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第 1部 資源開発環境調査 

1. 一般事情 

1-1. 面積 1,139,000 ㎢(日本の 3倍強) 

1-2. 人口 44.4 百万人（2003 年 世銀） 

1-3. 首都 ボゴタ 

1-4. 人種 混血 75%、ヨーロッパ系 20%、アフリカ系 4%、先住民 1% 

1-5. 公用語 スペイン語 

1-6. 宗教 カトリック 

1-7. 地勢等  

海岸などの平野部は高温多湿の熱帯性、標高 1,000～1,500 メートルの地域は 20 度前後の

亜熱帯性、更に 2,000 メートルを超えると常春の気候となり、3,000 メートル級の地は一日

の気温の差が大きい。 

 

 

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 アルバロ・ウリベ・ベレス大統領(H.E.Dr.Alvaro URIBE VELEZ) 

2-3. 議会 二院制：上院 102、下院 166議席 

2-4. 政治概況  

独立以来内乱、政変等の時期が一部あるものの基本的に自由党、保守党による二大政党制

を維持。2002 年 8月、ウリベ大統領（独立系政党”Primero Colombia”：自由党系右派）が

就任。ウリベ大統領は重点課題として治安回復に取り組んでおり、パラミリタリー（非合法

極右武装勢力）の武装解除を開始するなど一定の成果を挙げている。 

2-5. 主要産業 農業（コーヒー、バナナ、砂糖キビ、じゃがいも、米、熱帯果実等）、 

  鉱業（石油、石炭、金、エメラルド等） 

2-6. GDP 822 億ドル／一人当たりの GNI 1,830.0 ドル（2002 年中銀） 

 

2-7. 通貨 コロンビア・ペソ（COP） 

2-8. 為替レート １US＄＝2318.3COP（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 1,873.77 2,187.02 2,301.33 2,864.79 2,780.82 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易 

輸出 13,010.0 百万ドル：石油、コーヒー、石炭、バナナ、エメラルド、切花、衣類 

輸入 13,022.3 百万ドル：機械、通信機器、食品、自動車 

対日貿易（2003 年 単位：百万ドル） 

輸出 198.7 ：コーヒー、エメラルド、石炭、切り花等 

輸入 604.5 ：自動車、輸送機械、電気機器、鋼鉄等 

2-10. 経済概況  

農業はコーヒー、バナナ、砂糖キビ、ジャガイモ、米、熱帯果物等が主要であるが、近年、

GDP に占める割合は低下している（約 15%）。天然資源にも恵まれ、石油、石炭、金、エメラ

ルド当が採掘されている。ただし、ゲリラやテロ行為のため、石油のパイプラインが破壊さ

れ一時的操業停止に陥ったこともある。90年代後半からの財政赤字のため、99年には IMFか

ら 27億ドルの拡大信用供与を受け、税収増を目的とする税制改革や支出抑制を目的とする構

造改革が行われている。 

2003 年 11月米政府はコロンビアとの自由貿易協定交渉を開始する意向を表明した。 
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3. 鉱業概要 

コロンビア共和国には、石炭、石油等エネルギー資源のほか、ニッケル（ニッケル鉱石生

産量世界第 8位）をはじめとする金、銀、銅等の非鉄金属鉱物資源、エメラルド（生産量 5.5

百万カラット、世界第 1位）等の非金属鉱物資源の賦存が知られている。 

 同国での、鉱業分野における外資による探鉱・開発については、テロ活動等治安問題の懸

念はあるものの、2000 年の 67 百万 US$から 2001 年は 246 百万 US$へと増加した。また非金

属を含めた資源の輸出も 2000 年の 1,309 百万＄から 1,600 百万 US$を越える額へと増加して

いる。 

金の 2003 年の生産量は 47.1t で、前年実績（20.8t）に比較し大幅に増加した。コロンビ

アの金生産は、その多くが砂金を対象にした小規模事業者による採掘であり、地域的には、

同国北西部の Antioquia 地域で全体の 5 割以上が生産されている。生産増の理由として、対

ドルに対する現地通貨の切り下げ及び金の国際市況の高値推移による生産活動の活発化、税

制の変更により工業用に使用される金も金生産量にカウントされることになった点が指摘さ

れている。企業レベルの金生産としては、Antioquia 地域に本拠を置く Mineros de Antioquia

社が、砂金鉱床を対象に約 2tの生産量が報告されている。 

ニッケルは、同国北部の Cordoba 地域に位置する Cerro Matoso 鉱山(BHP Billiton)で生産

され、フェロニッケルとして輸出されている。同鉱山では、2001 年に生産量を倍増する拡張

工事(投資額 353 百万ドル)が完成し、その後、徐々に生産量を増やしている。BHP Billiton

社の 2002/2003 会計年度(2002 年 7月～2003 年 6月)のニッケル生産量は 46,900t で、前会計

年度(40,400t)比 16%増であった。現在は、年産 5万 tレベルで操業されている。なお、同鉱

山の鉱量は 40百万 t、平均ニッケル品位は 2.2%である。 

 

第 3-1 表 コロンビア共和国の鉱物資源埋蔵量（2003 年：Mineral Commodity Summaries 2004） 

鉱 種 ｺﾛﾝﾋﾞｱ（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

ニッケル（t） 1,000,000 140,000,000 0.7% 11 

 

第 3-2 表 コロンビア共和国の主要非鉄金属の生産量 

（2003 年：World Metal Statistics Yearbook 2004） 

鉱 種 ｺﾛﾝﾋﾞｱ（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

銅鉱石（千 t） 1.1 13,675.6 0.0 39 

ニッケル鉱石（千 t） 44.6 1,284.2 3.5 8 

ニッケル地金（千 t） 44.6 1,208.0 3.7 9 

金鉱石（t） 47.1 2,349.4 2.0 12 

銀鉱石（t） 9.3 18,207.5 0.1 34 

白金鉱石（t） 0.8 195.7 0.4 7 

 

コロンビア共和国から我が国への輸入金属鉱産物は、フェロニッケルが第 2 位のシェアを

占めるが、銅精鉱及びマンガン鉱石は、当該輸入品のマイナーシェアを占めるに過ぎない。 

 

第 3-3 表 日本のコロンビア共和国からの主要非鉄金属輸入実績 

（2003 年：日本貿易月表 2003.12） 

鉱 種 ｺﾛﾝﾋﾞｱ（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

銅鉱石（千 t） 10 4,106 0.2 13 

フェロニッケル（t） 9,082 56,947 15.9 2 

マンガン鉱石（千 t） 1 1,192 0.1 8 
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4. 鉱業行政 

4-1. 鉱業史 

コロンビアにおける鉱業の発祥はプレコロンビアに遡る。その生産内容の詳細は不明であ

るが、とくに金、エメラルド、塩が有名であり、引き続きスペイン植民地時代も El Dorado, 

Fura-Tera の言葉通り金とエメラルドの国として名を馳せてきた。 

独立前後には、スペインやフランス等から鉱物資源探査ミッションが数次にわたって派遣

され調査を行っている。 

組織的な調査が実施されるようになったのは 1916 年に当時の産業省鉱山石油局が国立科

学委員会を創設してからのことである。 

1918 年に Cira-infantes 油田（Magdalena 州 Valle Medio）が発見され 1927 年に生産を開

始し、1933 年には Tibu 油田が発見された。 

 また、石灰石の発見により 1933 年代に始まったセメントの生産も、現在は 10 を数える

セメント工場が稼働している。 

現在の鉱山エネルギー省の前身である鉱山石油省は 1940 年設立で、上述の国立科学委員会

も国立地質所として再発足し、観業省（Ministerio de Fomento Industrial）も創設され、

とくに重要な鉱業計画の財政面を担うこととなった。 

1940 年代には、鉄鉱石や石炭が発見され Paz del Rio 製鋼所が生産を開始した。1951 年に

は Ecopetrol が設立され、石油開発と石油産業の発展を担当した。 

その後、1968 年には Ecominas, Ingeominas が、さらに 1976 年には Carbocol のような国

営機関・企業が設立され、それぞれの担当分野を通じて鉱業の発展に貢献するようになった。 

最近のコロンビアの主要鉱山物は石油、石炭および金であり、1980 年代後半から鉱業生産

が急増してきた。鉱業部門の GDP に占めるシェアは 1980 年が 2.5％であったものが 1989 年

には 7.6％に急伸している。この著しい伸びは、主として北部の Cano Limon 油田、Guaijira

岬の Cerrejon Norte 炭田の開発に負うところが大きい。
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4-2. 鉱業法 

2001 年 9月に交付されたコロンビア共和国鉱業法には以下のように構成されている。各項

目については、「コロンビア共和国の鉱業法（和訳及び原文）」（金属鉱業事業団資源情報

センター、2002）に記載されている。 

 

第１編  一般規定 

第１章  国の所有権 

第２章  試掘と採掘の権利 

第３章  留保地域、除外地域、制限地域 

第４章  探査 

第２編  鉱山のコンセッション 

第５章  コンセッション契約 

第６章  コンセッションの地域 

第７章  コンセッションの期間 

第８章  試掘作業 

第９章  鉱業の建設と据付 

第 10章  採掘の作業と工事 

第 11章  合同操業 

第 12章  コンセッションの終了 

第３編  特別規定 

第 13章  公道のための資材 

第 14章  先住民グループ 

第 15章  海での鉱業 

第４編  無権利鉱業 

第 16章  偶発的な鉱業 

第 17章  鉱山の不法な試掘と採掘 

第５編  鉱業の外部要素 

第 18章  鉱業用益権 

第 19章  接収 

第 20章  環境 

第６編  鉱業の経済的・社会的側面 

第 21章  会社の体系 

第 22章  経済と税制 

第 23章  鉱業における保証 

第 24章  鉱業の社会的側面 

第７編  手続き 

第 25章  手続きの基準 

第 26章  異議申立て 

第 27章  行政上の保護 

第 28章  管轄 

第 29章  全国鉱業台帳 

第 30章  全国鉱業情報システム 

第 31章  鉱業政策諮問委員会 

第８編  終規定 

第 32章  特別規定及び経過規定
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5. 鉱業関係機関 

コロンビアの鉱業行政は、鉱山エネルギー省の管轄である。 

なお、1984 年の法律第 1 号の規定に基づく最高審議会（Consejo Superior）の付属機関

として鉱山エネルギー省内に設けられた鉱業行政委員会（Comite de Politica Minera）

が国家のマクロ経済政策に則り、鉱業に関する法制・政策・計画・流通など、全ての事項

について鉱山エネルギー省を補佐する制度となっている。その構成委員は、鉱山エネルギ

ー省からは大臣以下の幹部、指定機関（Ingeominas など）の代表、国家計画庁

（DNP:Departamento Nacional de Planeacion）、共和国銀行等からなる。 

 

・コロンビア地質鉱山調査所（Instituto Colombiano de Geología y Minería） 

 コロンビアの地質調査を管轄する機関であったが、2004 年 1 月に承認された組織再編に

より国営の鉱山会社 Minercol の業務も引き継いだ。 
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6. 投資環境 

6-1. 外資政策 

 1987 年の債務危機の発生以降、国内経済の停滞から外貨導入の必要性を感じた加盟各国

は、ANCOM 理事会決定第 220 号を採択、共通外貨規制の大幅な緩和に踏み切った。 

 これに合わせて、コロンビアも 1989 年末の金融・保険部門への新規外国投資の自由化、

1990 年３月の外資導入促進委員会の設立、1991 年の新外資法の制定など、積極的な外資

政策を展開し始めている。 

 また、これらに基づき関連法規や細則などを制定準備中であり、今後も順次変更・改正

がなされていくものとみられる。 

 

6-2. 労働事情 

1988 年での労働人口（12 才以上）は 23.3 百万人とされているが、実労働者数は 13.75

百万人である。 

コロンビアでも職を求めて地方から都市への人口異動現象が生じており、1990 年の都市

部労働人口は 8.59 百万人と推定されている。 

産業別労働者数の比率は、農業・林業・水産が 30％、製造業 13％、建設３％、鉱業１％。 

1983年以降の失業率で最高は 1986年６月の 14.7％で、最低は 1989年第３四半期の９％

であり、最近も９％前後で推移している模様。 
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7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質概要 

コロンビアの地質は大局的には古生代以降安定で単純な構造をもつ東部安定地塊と、そ

れとは対照的に古生代以降活発な変動を被ってきたアンデス造山帯の東西2つの地域に大

分される。 

東部安定地塊は先カンブリア系のギアナ楯状地と東部平原卓状地からなる。ギアナ楯状

地はブラジル楯状地と共に南米大陸の中核をなすもので、始生代から原生代の高度変成岩

類と花崗岩質貫入岩類からなる。コロンビア東半分の大半を占める東部卓状地では、古生

代以降の地層がギアナ楯状地をほぼ水平に薄く覆っている。 

アンデス造山帯は、N30°E方向に伸び、地質的には中央山脈の稜線からGuajira半島に

至る線を境に東部アンデスと西部アンデスとに東西に区分される。 

東部アンデスは古生代以降、ギアナ楯状地を縁取る大陸縁辺地域として活動してきた地

域である。現在までに数々の地質イベントが記録されている地域であり、堆積物は大陸縁

辺性の海成層や大陸性の堆積物からなる。 

西部アンデスは遠洋性堆積物・タービダイトやソレアイト質玄武岩の厚い堆積物からな

り海洋性地殻の性質を示す。 

西部アンデスの最も東側の部分から中央山脈の西翼部は両地域の中間部に相当する。 

 

7-2. 地質各論 

コロンビアは地形区分に対応した下記の9つの地域に分けることができ、同時に地質的

にもそれぞれ特徴を持った地質単位で構成されている（USGS-INGEOMINAS，1984）。 

 

7-2-1. 先カンブリアのギアナ楯状地 

ミグマタイト・グラニュライト・チャルノック岩・角閃岩等の高度変成岩類、酸性～塩

基性準片麻岩・準片岩の低度変成岩およびこれらに貫入した花崗岩質岩よりなる。コロン

ビア東部平原に広く分布すると考えられているが、大部分の地域で第三系の堆積岩に覆わ

れその露出は少ない。 

 

7-2-2. Sub-Andean Basins 

コロンビア・ベネズエラ両国にまたがるアンデス山脈の南東側の低地帯。第三系および

第四系に広く覆われる。 

 

7-2-3. 東部山脈（Cordillera Oriental），Serrania de Perija 

コロンビア・アンデスの最も東側の部分で、東は東部平原、西はMagdalena渓谷に限ら

れるが南部では中央山脈との境界は不明瞭となる。地質は南部に先カンブリア～古生代の

変成岩が分布し、これらに古生代～中生代の深成岩が貫入している。その上位には三畳紀



 

- 9 - コロンビア 

～ジュラ紀に形成されたリフトに伴うアルカリ火山岩類とそれを覆うモラッセタイプの

陸成赤色層と呼ばれる赤色の礫岩・砂岩・シルト岩が広範囲に厚く分布する。Bogotaを中

心とする東部山脈の中央部は白亜系のエピコンチネンタルから陸成の厚い砂岩・泥岩によ

って構成されている。 

Santander地塊に分布する黒雲母一石英一長石片麻岩はオルドビス紀後期の深成岩体で

ある。また中生代には閃緑岩・石英閃緑岩・石英モンゾニ岩の大規模な貫入が見られる。 

 

7-2-4. 中央山脈（Cordillera Central） 

Magudalena渓谷の東、Cauca川とに挟まれた山脈である。北部には先カンブリア～古生

代の結晶質岩が分布する。中央部は一部変成した中生代のクラトン・海洋性の堆積物が広

く分布する。これらを覆って第三系の堆積岩が分布する。中～南部では第三紀末～第四紀

に安山岩・玄武岩の活動があり、アンデス山脈上に火山体を形成している。コロンビア北

部カリブ海岸のSanta Marta山地は断層で囲まれた三角形の地塊であり、先カンブリア時

代から古生代の地層とそれを貫くジュラ紀の花崗岩類が分布する。地質的にはおそらく中

央山脈の延長部に相当すると考えられている。 

古生代にはPuqui地方にメタ・トナール岩、Medellin南部Amaga地方に石英モンゾニ岩な

どの深成酸性岩体の貫入があった。また中央山脈の広範囲においてジュラ紀および白亜紀

後期の花崗岩質深成岩が分布している。第三紀花崗岩は多数貫入しているが、単位岩体の

規模は小さい。また同じく第三紀の塩基性～超塩基性貫入岩体が多少認められる。 

 

7-2-5. 西部山脈（Cordillera Occidental） 

中央山脈の東に平行する山脈。主として後期中生代の塩基性海底火山堆積物が広く分布

し、さらに黒色頁岩・グレーワッケ・チャートなどのフリッシュ性堆積物が一部石灰岩を

伴って分布し、海洋性地殻の特徴を有する。後期中生代から古第三紀のソレアイト系列か

らカルクアルカリ系列の岩体のこれらに貫入している。この地域は古第三紀から中新世の

酸性深成岩体が分布するが一般に規模は小さい。しかし、これらの岩体の中にははポーフ

ィリーCu-Mo鉱床を伴うものがある。 

西部山脈の摺曲帯主軸に沿って白亜紀の超塩基性貫入岩が分布する。また中央山脈と同

じように第三紀の小規模な花闊岩類・塩基性～超塩基性貫入岩体が分布する。 

 

7-2-6. 太平洋海岸山脈（Serraniade Baudo） 

コロンビアの最も西に位置する山脈。前3山脈と異なり、NNW方向のトレンドを示し、地

形的にむしろパナマ地峡へと連続する。後期中生代から第三紀の泥岩・シルト岩・砂岩・

チャート等の深海性堆積物、海底噴出の火山岩・火砕岩類に一部礫岩・石灰岩を伴う。火

山岩類はソレアイト系列からカルクアルカリ系列の島弧火山岩の性質を示す。隆起した海

洋性地殻と考えられている。 
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7-2-7. Cauca-Patia-Romeral system：大縫合帯(great suture zone) 

主として大陸性地殻からなる中央山脈と海洋性地殻から構成される西部山脈を分ける

ゾーンである。 

 

7-2-8. 山間内陸盆地 

東部山脈・中央山脈やその他の山脈・山地の間の変形した第三系の堆積盆地 

 

7-2-9. Guajira半島の山地・堆積盆地 

白亜系・第三系の堆積岩が分布する。またジュラ紀の大規模な花崗岩類および第三紀の

小規模な花崗岩類が分布する。 
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7-3. 主要鉱床分布図 

 

第 7-2 図 コロンビア共和国主要鉱床図（US Geological Survey、2003） 
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8. 鉱山概要 

 

鉱物資源の生産は下表に示すように、金、銀、エメラルド、ニッケル（Cerro Matoso）、

石炭などがある。銅は El Roble， La Equis, Mina Vieja などの鉱床が発見されているが、

いずれも小規模である。鉛・亜鉛は金の副産物として年間数百 t 程度の少量の精鉱を生産

しているのみである。 

 

鉱業部門は、Cerro Matoso ニッケルは順調に生産量を伸ばしているが、主として石油、

石炭、金の生産量の減少から前年の生産量を 2.6％下回った。 
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8-1. Cerro Matoso（Montelibano）鉱山 

地域      ：Cordoba 地域 

名前  ：Cerro Matoso（Montelibano） 

位置  ：同国北部のCordoba 地域 , Montelibano町の近く。 

会社名      ：BHP Billiton 

鉱床  鉱種  ：Ni 

埋蔵鉱量 ： 

1） 40 百万t、   2.2% Ni   

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 

Mining Annual Review 2003: Mining Communications Ltd. 2003 

2)  39.9 百万 t 2.3％Ni Raw Materials Data August 2004 

鉱床タイプ ：風化残留鉱床 

地質概要 ：風化 

生産量（直近 5 ヵ年） 生産開始年：1982 

年 粗鉱生産量 

Mt 

品位 

% Ni 

金属量 

Niｔ 

1999 1 2.90 28,500 

2000 1.0 e 2.90 27,800 

2001 1 e 2.90 38,500 

2002 1.5 e 2.50 44,000 

2003 2 e 2.50 48,000 

Raw Materials Data August 2004 

鉱山が操業する55,000t/y容量のフェロニッケル製錬所の生産量である。 

（Mining Annual Review 2003: Mining Communications Ltd. 2003） 

 

2001年に生産量を倍増する拡張工事(投資額353 百万ドル)が完成し、その後、徐々に生産

量を増やしている。 

 

採鉱法  ：OP 

金属回収法 ：焙焼・還元 

備考  ：フェロニッケルとして輸出 
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9. 新規鉱山開発状況 

9-1. Angostura 鉱山 

地域     ：Sandander 地域 

名前  ：Angostura 

位置  ：コロンビア中北部のSandander 地域 

会社名（権益比率）：Greystar Resources 社(加) 

鉱床  鉱種 ： Au   

埋蔵鉱量 ：推定鉱量 96.2 百万t 

品位  ：1.6g/tAu、6g/tAg 

鉱床タイプ ：鉱脈型 

開発計画 ： 

計画の概要   ：2003 年7 月、Greystar Resources 社(加)が、F/S 実施までの20か月

間の調査(投資額14 百万ドル)を開始した。想定している開発規模は、年

産金量25 万oz、山命10 年である。 

開発費 ：初期開発投資額約 1億ドル 
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10. 探査状況 

全般に探鉱・開発が低調な中で、金については企業レベルの探鉱・開発が見られ、活発

化する兆しもある。 

 最も注目されるプロジェクトは、コロンビア中北部の Sandander 地域に位置する

Angostura 金鉱床(鉱脈型)の探鉱・開発プロジェクトで、2003 年 7 月、Greystar Resources

社(加)が、F/S 実施までの 20 か月間の調査(投資額 14 百万ドル)を開始した。3 フェーズ

の調査からなり、第 1 フェーズは 20,000m のボーリング他、第 2 フェーズは 42,000m のボ

ーリング他、そして第3フェーズがF/S実施の計画である。1995年にスタートした探査で、

これまでにボーリング 181 本(52,000m)等が実施されており、現在の推定鉱量は 96.2 百万

t(金 1.6g/t、銀 6g/t)である。現在、想定している開発規模は、初期開発投資額約 1 億ド

ル、年産金量 25 万 oz、山命 10 年である。 

 一方、Consorcio de Inversionistas(CDI)と呼ばれるコロンビア、米国等の投資家によ

る企業は、2003 年半ばに、投資額 15 百万ドルにより、Antioquia 地域の El Zancudo 金山

の再開発を開始し、2004 年に生産を開始する予定である。本金山は、1940 年代に操業を

停止し現在に至るが、現在の鉱量は約 5 百万 t(金 7～10g/t)、再開発後の生産規模は、年

産金量 1t 程度である。 

 また、Mineros de Antioquia 社は、Antioquia 地域 El Barga 地区の砂金鉱床の探鉱・

開発を継続し、生産量の増加を図っているが、これと並行して隣国ペルーへの探鉱参入を

積極化させている。具体的には、2003 年 11 月、ペルーの Cajamarca 県で金探鉱に係る LOI

を鉱業権者と締結し、2004 年に予備的な探査を実施し、結果が良ければ 2 年間の本格探査

に入る予定である。さらに、ペルー政府が 2004 年に入札を予定している、San Antonio de 

Poto 砂金鉱床(Puno 県)にも関心を示しており、入札条件によっては応札する可能性も示

唆している。 
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11. 製錬所概要 

 該当なし 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

操業鉱山 

Columbia-Ni Cerro Matoso（Montelibano） 

Montelibano（smelter located in 400km S of Cartagena）,Lat; 7° 59' 

13N,Long; 75° 25' 30W 

探鉱開発 

Columbia-Au Angostura  Sandander 地域 Lat; 7° 2' 14N、Long; 73° 16' 37W 

精錬所･休廃止無 

 

 

Cerro Matoso（Montelibano） 

Angostura 
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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） 

海外地質構造調査（実績） 

 1989～1991 年度  カメルン 

資源開発協力基礎調査（実績） 

・資源開発調査 

 1980～1982 年度  ピエドランチャ 

 1984～1986 年度  アルマゲール 

・地域開発計画調査 

 1983 年度  ディアマンテ 
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第 2 部 地質解析 

1. 地質・地質構造 

1-1. 地質概要 

コロンビアの地質は大局的には古生代以降安定で単純な構造をもつ東部安定地塊と、そ

れとは対照的に古生代以降活発な変動を被ってきたアンデス造山帯の東西2つの地域に大

分される。 

東部安定地塊は先カンブリア系のギアナ楯状地と東部平原卓状地からなる。ギアナ楯状

地はブラジル楯状地と共に南米大陸の中核をなすもので、始生代から原生代の高度変成岩

類と花崗岩質貫入岩類からなる。コロンビア東半分の大半を占める東部卓状地では、古生

代以降の地層がギアナ楯状地をほぼ水平に薄く覆っている。 

アンデス造山帯は、N30°E方向に伸び、地質的には中央山脈の稜線からGuajira半島に

至る線を境に東部アンデスと西部アンデスとに東西に区分される。 

東部アンデスは古生代以降、ギアナ楯状地を縁取る大陸縁辺地域として活動してきた地

域である。現在までに数々の地質イベントが記録されている地域であり、堆積物は大陸縁

辺性の海成層や大陸性の堆積物からなる。 

西部アンデスは遠洋性堆積物・タービダイトやソレアイト質玄武岩の厚い堆積物からな

り海洋性地殻の性質を示す。 

西部アンデスの最も東側の部分から中央山脈の西翼部は両地域の中間部に相当する。 
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1-2. 地質各論 

コロンビアは地形区分に対応した下記の9つの地域に分けることができ、同時に地質的

にもそれぞれ特徴を持った地質単位で構成されている（USGS-INGEOMINAS，1984）。 

 

1-2-1. 先カンブリアのギアナ楯状地 

ミグマタイト・グラニュライト・チャルノック岩・角閃岩等の高度変成岩類、酸性～塩

基性準片麻岩・準片岩の低度変成岩およびこれらに貫入した花崗岩質岩よりなる。コロン

ビア東部平原に広く分布すると考えられているが、大部分の地域で第三系の堆積岩に覆わ

れその露出は少ない。 

 

1-2-2. Sub-Andean Basins 

コロンビア・ベネズエラ両国にまたがるアンデス山脈の南東側の低地帯。第三系および

第四系に広く覆われる。 

 

1-2-3. 東部山脈（Cordillera Oriental），Serrania de Perija 

コロンビア・アンデスの最も東側の部分で、東は東部平原、西はMagdalena渓谷に限ら

れるが南部では中央山脈との境界は不明瞭となる。地質は南部に先カンブリア～古生代の

変成岩が分布し、これらに古生代～中生代の深成岩が貫入している。その上位には三畳紀

～ジュラ紀に形成されたリフトに伴うアルカリ火山岩類とそれを覆うモラッセタイプの

陸成赤色層と呼ばれる赤色の礫岩・砂岩・シルト岩が広範囲に厚く分布する。Bogotaを中

心とする東部山脈の中央部は白亜系のエピコンチネンタルから陸成の厚い砂岩・泥岩によ

って構成されている。 

Santander地塊に分布する黒雲母一石英一長石片麻岩はオルドビス紀後期の深成岩体で

ある。また中生代には閃緑岩・石英閃緑岩・石英モンゾニ岩の大規模な貫入が見られる。 

 

1-2-4. 中央山脈（Cordillera Central） 

Magudalena渓谷の東、Cauca川とに挟まれた山脈である。北部には先カンブリア～古生

代の結晶質岩が分布する。中央部は一部変成した中生代のクラトン・海洋性の堆積物が広

く分布する。これらを覆って第三系の堆積岩が分布する。中～南部では第三紀末～第四紀

に安山岩・玄武岩の活動があり、アンデス山脈上に火山体を形成している。コロンビア北

部カリブ海岸のSanta Marta山地は断層で囲まれた三角形の地塊であり、先カンブリア時

代から古生代の地層とそれを貫くジュラ紀の花崗岩類が分布する。地質的にはおそらく中

央山脈の延長部に相当すると考えられている。 

古生代にはPuqui地方にメタ・トナール岩、Medellin南部Amaga地方に石英モンゾニ岩な

どの深成酸性岩体の貫入があった。また中央山脈の広範囲においてジュラ紀および白亜紀

後期の花崗岩質深成岩が分布している。第三紀花崗岩は多数貫入しているが、単位岩体の
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規模は小さい。また同じく第三紀の塩基性～超塩基性貫入岩体が多少認められる。 

 

1-2-5. 西部山脈（Cordillera Occidental） 

中央山脈の東に平行する山脈。主として後期中生代の塩基性海底火山堆積物が広く分布

し、さらに黒色頁岩・グレーワッケ・チャートなどのフリッシュ性堆積物が一部石灰岩を

伴って分布し、海洋性地殻の特徴を有する。後期中生代から古第三紀のソレアイト系列か

らカルクアルカリ系列の岩体のこれらに貫入している。この地域は古第三紀から中新世の

酸性深成岩体が分布するが一般に規模は小さい。しかし、これらの岩体の中にははポーフ

ィリーCu-Mo鉱床を伴うものがある。 

西部山脈の摺曲帯主軸に沿って白亜紀の超塩基性貫入岩が分布する。また中央山脈と同

じように第三紀の小規模な花闊岩類・塩基性～超塩基性貫入岩体が分布する。 

 

1-2-6. 太平洋海岸山脈（Serraniade Baudo） 

コロンビアの最も西に位置する山脈。前3山脈と異なり、NNW方向のトレンドを示し、地

形的にむしろパナマ地峡へと連続する。後期中生代から第三紀の泥岩・シルト岩・砂岩・

チャート等の深海性堆積物、海底噴出の火山岩・火砕岩類に一部礫岩・石灰岩を伴う。火

山岩類はソレアイト系列からカルクアルカリ系列の島弧火山岩の性質を示す。隆起した海

洋性地殻と考えられている。 

 

1-2-7. Cauca-Patia-Romeral system：大縫合帯(great suture zone) 

主として大陸性地殻からなる中央山脈と海洋性地殻から構成される西部山脈を分ける

ゾーンである。 

 

1-2-8. 山間内陸盆地 

東部山脈・中央山脈やその他の山脈・山地の間の変形した第三系の堆積盆地 

 

1-2-9. Guajira半島の山地・堆積盆地 

白亜系・第三系の堆積岩が分布する。またジュラ紀の大規模な花崗岩類および第三紀の

小規模な花崗岩類が分布する。 
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第1-1図 コロンビアの地域区分（USGS-INGEOMINAS，1984） 
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1-3. 深成火成活動 

コロンビアの深成火成活動は時代別に次のように要約される。 

・先カンブリア紀後期 

ミグマタイトの活動。 

・オルドビス紀後期 

造山運動に伴う深成活動。 

・古生代末期 

中央山脈での造山運動に伴う酸性深成活動。 

・三畳紀～ジュラ紀 

Santa Marta山地・東部山地北部・中央山地南部(Ibagueバソリス等)の大規模な酸性バ

ソリスの貫入。 

・白亜紀 

西部山脈における超塩基性岩と中央山脈の酸性バソリスの貫入。 

・第三紀 

西部山脈・中央山脈の小規模酸性貫入岩体と西部山脈の超塩基性～塩基性岩体の貫入。 

 

1-4. 火山活動 

古生代から中生代を通じて中央山脈～西部山脈で海底火山活動が続き、オフィオライト

を伴う塩基性火山岩の厚い地層が堆積している。 

第四紀になると中央山脈中部から南部にかけた地域で安山岩・玄武岩が噴出し、アンデ

ス山脈上に火山体を形成している。 

 

1-5. 地史 

コロンビアの古生代以降の地史はっぎのように要約される（Burgl，1967）。 

古生代にはカレドニア造山運動を受けアンデス地域は圧縮応力場の下におかれた。西部

アンデスでは海退が起こった。 

中生代に入ると応力場は伸張性となり、その下での断層運動とアルカリ火山岩の噴出が

起きた。この時の地殻のbreak downは大規模な海進を引き起こし、東部山脈まで海成層が

堆積した。西部山脈は海洋底となり厚いソレアイト質玄武岩が堆積した。 

コロンビア地域は白亜紀末から再び圧縮応力場におかれ、東部アンデスから海が退いて

いった。第三紀にはアンデス地域において差別的隆起・沈降運動が生じ、沈降部では1万

メートルを越える陸成層により埋積されている。更新世初期には現在見られるコロンビ

ア・アンデスの最終的な上昇が始まった。 
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2. 鉱床 

2-1. 鉱床生成区（鉱床分布の特徴）（JICA，1980、USGS-INGEOMINAS，1984） 

南米において豊富な鉱物資源を胚胎するアンデス山脈はコロンビアの西部を南北に縦

断している。アンデス山脈には先カンブリア紀から第三紀にわたる様々なタイプの地層が

分布し、また多様な火成岩が貫入・噴出しており、鉱床胚胎の高いポテンシャリティを有

している。 

現在までに発見された鉱床は、いずれも小規模なものである。主要な鉱床は金・白金・

ニッケルであり、いずれもアンデス山脈中の貫入岩体に関連してもたらされている。銅・

鉛・亜鉛も同様にアンデス山脈中の貫入岩に関連しており、ポーフィリーカッパー・鉱脈・

接触交代鉱床として数多く賦存する。 

以下では、金・銀・白金・ニッケル・銅・鉛・亜鉛鉱床について概説する。 

 

2-2. タイプ別・時代別分布の特徴 

2-2-1. 火成活動と鉱床生成期 

金・銀の鉱化作用に関連した火成岩類は、主として中央山脈に分布する白亜系斑岩、ジ

ュラ紀の花崗岩類、および西部山脈における第三紀の閃緑岩類に伴うものが知られている。

現在まで探査された主要な銅鉱床のタイプはポーフィリーカッパー鉱床およびスカルン

型鉱床である。このうちポーフィリーカッパー鉱床は中央山脈中～南部に見られる白亜紀

に貫入した斑岩類に伴うもの、および西部山脈沿いに見られる第三紀貫入の閃緑岩類・斑

岩類に伴うものの2つのタイプが確認されている。一方スカルン型は中央山脈に見られ、

白亜系斑岩類、ジュラ系花醐岩類の活動に伴うものが存在する。 

ニッケルは白亜紀のダナイト・カンラン岩等の超塩基性岩にともなっている。 

2-2-2. 鉱床各論 

(1)金および銀 

稼行金鉱床の大部分は漂砂鉱床および中央山脈の酸性～中性火成岩体に関係した鉱脈

鉱床として賦存する。銀は金の副産物として産する。 

漂砂鉱床からの生産量の80%はAntioquia州から産出されてている。 

鉱脈鉱床は鉛・亜鉛・銅などの硫化物を伴う。鉱化作用の時期はジュラ紀、白亜紀およ

び第三紀のものが知られている。Antioquia州の鉱脈鉱床は中央山脈北部に分布する白亜

紀のAntioquiaバソリスに関係して胚胎している。 

第三紀の鉱化作用は西部山脈および中央山脈に分布する深成岩および半深成岩に関係

するがその規模は小さい。 

その他にCauca州Popayan市付近およびCaldas州Manizales付近の新期火山、Guajira半島

およびSanta Marta山地の白亜系酸性火砕岩類中に温泉型金銀鉱床の存在が知られている。 

(2)白金 

白金は漂砂鉱床として胚胎し、その大部分は西部山脈西部Choco州から産する。この地
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域の砂白金は西部山脈の西斜面に分布するダナイト・蛇紋岩・輝岩等の塩基性岩に細かく

鉱染した白金の正マグマ鉱床に由来している。 

(3)ニッケル 

ニッケルは超塩基性貫入岩の風化生成鉱床として存在する。ポテンシャルの高い超塩基

性岩体は西部山脈と中央山脈に挟まれ海洋地殻と大陸地殻の境界部であるRomeral縫合帯

に沿って分布する。 

Cordoba州には1982年生産が開始されたCerro Matoso鉱山があり、その他北部のCordova

州およびAntioquia州でいくつかの含ニッケル・ラテライト鉱床が知られている。これら

の鉱床はいずれも白亜紀のダナイト、カンラン岩などの超塩基性岩の風化生成堆積物であ

る。 

(4)銅 

銅鉱床は主な鉱床のタイプからいえば、鉱脈、接触交代鉱床およびポーフィリーカッパ

ーなどが知られているが、現在のところ小規模な鉱山が間欠的な操業で小量の生産を行っ

ているにすぎない。 

現在までに探査された主要な銅鉱床のタイプはポーフィリーカッパー鉱床および接触

交代鉱床である。このうちポーフィリーカッパー鉱床は中央山脈中～南部に見られるジュ

ラ紀のバソリス、白亜紀に貫入した斑岩類に伴うもの、および西部山脈沿いに見られる第

三紀貫入の閃緑岩類・斑岩類に伴うものの2つのタイプが確認されている。スカルン鉱床

は中央山脈に見られ、ジュラ紀のバソリスおよび白亜系斑岩類の活動に伴うものが存在す

る。ポーフィリーカッパー鉱床および鉱徴は、西部山脈の西斜面で第三紀貫入岩と下部白

亜系の接触部付近に、また中央山脈の東斜面では上部ジュラ系のIbagueバソリスの東縁部

およびMocoaバソリスと三畳系からジュラ系のPayande層との接触部付近に知られている。

東部山脈ではNorte de Santander州のCarifornia-Vetas地域に鉱徴が確認されている。 

(5)鉛・亜鉛 

現在の鉛・亜鉛の生産は金・銅等の副産物として回収されている程度である。 

鉱床タイプとしては、東部山脈および中央山脈で、鉱脈・鉱染状および接触交代鉱床が

知られている。また中央山脈南部では、銅一鉛一亜鉛の接触交代鉱床が知られている。 

鉛はCundinamarca州の東部山脈で金・銀の副産物として、亜鉛は同州のJunin地方の鉱

山から回収されている。Antioquia州SegoviaのFrontino鉱山では金に伴って小量の鉛・亜

鉛が生産されている。 

鉛・亜鉛を対象とした探査は現在までわずかな地域で実施されたにすぎない。 
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3. 鉱床胚胎有望地域 

コロンビアはアンデスポーフィリーカッパーベルトに位置し、そのポテンシャルは高い

と有望視され、UNDP・INGEOMINASによって探査された地域もある。いまだ大鉱床の発見は

なされていない。今後の新鉱床の発見は西部山脈・中央山脈の他に、Guajira半島や

SantaMarta山地の花崗岩質貫入岩体の周辺も可能性が高いとされている（USGS - 

INGEOMINAS、1984）。 

鉱脈鉱床は東部山脈・中央山脈・西部山脈で知られているが、一般にその規模は小さい。 

Choco州では、白亜系チャート中の安山岩に関係した黄鉄鉱・黄銅鉱・磁硫鉄鉱の鉱脈お

よび輝緑岩中の黄銅鉱・黄鉄鉱の鉱脈が知られている。 

スカルン鉱床は中央山脈南部ではPayande層をはじめとする中生代の炭酸塩岩中の多数

の銅・鉛・亜鉛の接触交代鉱床が確認されている。また中央山脈中東部ではPayande層が

火山岩類に覆われている地域においても小規模なストックに伴い胚胎している。 

以上に述べたタイプの鉱床の他に、コロンビアの銅鉱床としてはキプロス型塊状硫化銅

鉱床、Redbed-Greenbed銅鉱床等が知られているが、一部を除きいずれも小規模である。 

キプロス型塊状硫化銅鉱床はコロンビア西部の白亜系オフィオライト中に存在し、枕状

玄武岩・輝緑岩の近辺に黄鉄鉱・黄銅鉱・閃亜鉛鉱を伴って産出する。 

1990年に本格的な操業を開始したエルロブレ（El Roble）鉱山は、メデジン市の南西約

80Km、Choco州Carmen町に位置する塊状硫化銅鉱床である。 

地質は白亜系の塩基性火山岩類、堆積岩類および新第三系の岩脈類からなる。鉱床は塩

基性岩類と堆積岩類の境界部に胚胎しており、鉱石は黄銅鉱・黄鉄鉱・磁硫鉄鉱からなる。 

本鉱床は白亜系の塩基性火山岩類と同生塊状硫化鉱床と考えられるが、岩脈類および岩

脈沿いの鉱体周縁部でCu、Au、Hg品位の上昇が認められことから、鉱床はさらに新第三紀

の火成活動に起因する熱水活動により2次的な交代作用を受けたとされている。 

Redbed-Greenbed銅鉱床は還元的な環境下で海水等から化学的に沈澱した鉱床で、東部

山脈で三畳系～ジュラ系の三角州成ないしは河成Redbed礫岩・砂岩・シルト岩等からなる

Giron層中に発達する。 
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