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1. 一般事情 

1-1. 面積 51,100 ㎢（日本の 0.14 倍） 

1-2. 人口 430 万人 （2004 年 国勢調査局） 

1-3. 首都 サン・ホセ（北緯 10 度 標高 1,200ｍ） 

1-4. 人種 スペイン系及び原住民との混血 95%、アフリカ系 3%、原住民他 2% 

1-5. 公用語 スペイン語 

1-6. 宗教 カトリック(国教、但し信教の自由あり) 

1-7. 地勢等 

コスタリカはその中央部を急峻な Talamanca 山脈が占め、コスタリカの気候・地勢を支

配している。人口は中央盆地に集中し、Talamanca 山脈東麓からカリブ海沿岸にかけて、

人を寄せ付けない熱帯雨林が広がっている。 

中央盆地は標高が 1.103 メートルから 1,200 メートルの高地で快適な気候条件である。

この地域の気温は 26.6 度を越すことはまれで、10 度以下になることはない。雨期は 5 月

から 11 月である。一方カリブ海側は年間 5,000 ミリを超す多雨地帯である。 

年間降雨量を地域別に見ると中央盆地が 1,500-2,500mm、北部大平洋沿岸地域が

1,400-2,500mm、中部大平洋沿岸地域が 2,300-6,000mm、南部大平洋側地域 2,200-5,000mm、

そして大西洋(カリブ海)沿岸地域が 3,000-4,500mm となっている。 

コスタリカの山地は険しい。 高峰は南東部のTalamanca山脈のCerro Chirripo Grande

で、標高は 3,839 メートルである。また中央部から北西方向に火山帯がニカラグア国境方

面に続いており、首都の San Jose 市の東部約 35 キロメートルの地点に位置する Irazu

火山(3,432 メートル)と Turriaiba 火山(3,339 メートル)等、標高 1,000 メートル以上の活

火山が 5 つある。 

 

 

（東方観光局 HP より） 
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2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 共和制 

2-2. 元首 アベル･パチェコ･デ･ラ・エスプリエジャ(2002 年 5 月～4 年、再選禁止) 

2-3. 議会 一院制(57 名 任期 4 年、連続再選禁止) 

2-4. 概況 

1952 年以降実施された全ての大統領選挙が民主的に行われている中南米で も安定し

た民主主義国の一つ。2002 年 2 月に総選挙が実施され、決選投票を経て同年 5 月パチェコ

候補が大統領に就任した。 

 

2-5. 主要産業 農牧業(コーヒー、バナナ、牛肉、花卉、果実) 

2-6. GDP 12,803 百万ドル(2003 年 中銀)、一人あたり 3,980 ドル 

2-7. 通貨 コスタリカ・コロン（CRC） 

2-8. 為替レート １US＄＝464.35CRC(2005/02 現在) 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 298.19 318.02 341.67 378.72 418.53 

（International Financial Statistics 2004） 

 

2-9. 貿易(2003 年 中銀)  

 金 額 品 目 

輸 出 6,093 百万ドル コンピューター部品、バナナ、コーヒー、繊維製品

輸 入 7,620 百万ドル 原料・中間材、資本財、消費財 

 

対日貿易(単位：百万円／2003 年 貿易統計) 

 金 額 品 目 

輸 出 24,210 集積回路、機械、コーヒー 

輸 入 49,300 自動車、電気機器 
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3. 鉱業概要 

中米では唯一民主政治が定着し、中米の“スイス”とも呼ばれ、過去 25～30 年前には

多くの海外鉱山企業の探鉱先となっていた。しかし、1990 年代初期から国際的な環境保護

活動の観点から環境規制が厳しくなり、探鉱活動の減少や鉱山開発計画の停止が続いた。

2004 年には、露天掘り鉱山の禁止政策が出され、金属価格が上昇する中での鉱業界に不満

が増大してきている。 

金及びその副産物としての銀は、Guanacaste 州、Abangares 地方の北西部にある Tilaran 

Cordillera 中央産金地帯で操業するカナダと米国の子会社の鉱山から産出される。その大

部分を生産するのは、カナダの Ariel Resources 社の子会社である El Valiente Ascari

社が所有する The Tres Hermanos 鉱山で、サンホセの北西約 110km に位置している。 

生産動向は、下表のとおり。 

表 2 主要鉱産物の生産動向 

 単位 1998 1999 2000 2001 2002

金 kg 742 165 51 100 100 

銀 kg  69 112 100 100 100 

出典；U.S. Geological Survey Minerals Yearbook 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

4-1-1. 沿革・特色  

鉱業法 No.6797 は 1982 年 10 月 22 日付け官報 No.203 で公布された。探鉱と採掘、選鉱

にいたる鉱山活動の全ての段階における環境影響評価の実施を義務つけていることが、

1953 年に制定された旧鉱業法との主な違いである。鉱業に環境影響評価を義務つけたのは、

中米諸国でコスタリカが 初であった。1984 年 4 月 26 日に公布され 1990 年代に修正され

た鉱業法施行規則 No.15442-MIEM が詳細事項を定めている。また環境影響調査の実施に関

連し、鉱業のための環境ガイドラインは天然資源エネルギー鉱山省によって 1990 年 10 月

22 日付け官報 No。199 に公示された。 

 

4-1-2. 概要  

4-1-2-1. 一般条項  

国家は領土内鉱物資源について所有権を有し、自らまたは国家機関を通じてこれらを開

発する努力を行う。しかし、国家はそれらの調査、探査、開発を事前の認可によって民間

に委ねることができる。鉱業活動の認可は天然資源エネルギー鉱山省が管轄し、事前認可

申請に対し、環境影響評価調査が関係当局によって承認された後、同省地質鉱山局を通じ

て探鉱許可または採掘コンセッションを発行する。 

石炭、石油、天然ガスその他炭化水素物質、放射性鉱物、熱水源、地熱、海洋熱水エネル
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ギー、地表水・地下水とその源は国家のために留保され、国家または立法議会が定める期

間・条件の特別コンセッションのもとでの民間企業のみが採掘することができる。 

国家は独自にまたは他国と共同して資源の探鉱、開発を行う優先権を有する。他国との

協定、契約、合意書は立法議会の承認を必要とする。本活動は鉱業法に従いすでに認可さ

れたコンセッションに影響は与えない。 

立法議会は国家利益保護の観点から民間による探鉱、採掘を禁止し、国家に留保する地

域を設定する。国立公園、生物保護区は鉱業活動が禁止されており、森林保護区は森林局

の許可が必要である。またインディオ保護区での民間企業の鉱業活動は立法議会の承認が

必要である。 

コスタリカ人、外国人、自然人、法人ともに以下を除いて探鉱許可、採掘コンセッショ

ンを取得できる。外国政府・国家、他国元首、コスタリカ立法議会議員、コスタリカ大統

領以下局長まで、鉱業関連行政官その他。 

コスタリカに居住しない外国企業、外国人は代表者(本人)に代わって権利を獲得、義務を

履行するに足る十分な権限を有する合法的代理人を指名し、探鉱許可、採掘コンセッショ

ンの認可を受けるために会社登録を行う。 

4-1-2-2.探鉱許可、採掘コンセッション 

権利の移転、リース、間接採掘、債務対象、抵当権の設定には事前の地質鉱山局の承認

が必要である。 

立法議会の承認によって国家が何らかのインフラ建設を実施する場合には、そのコスト

が国家貢献として探査、開発資本の中に組み込まれることが保証されなければならない。 

探鉱許可は指定された地域と鉱種の探査のために、権利者に排他的権利を付与する。探

鉱許可は3年を超えない期間で、地質鉱山局は2年間の裁定延長を認可することができる。

探鉱許可 1 鉱区面積は、鉱物のタイプ別分類に従い決定され、 大 20 平方キロである。探

鉱許可権利者は許可申請時に提出した探鉱スケジュールを遵守し、実施作業に関する年次

報告菩を地質鉱山局に提出する。 

採掘コンセッション鉱区は南北を示す一辺 1km の正方形(1km2)を単位とし、 低 1km2か

ら 大 10km2 の鉱区面積を取得することができる。同一人・法人が近接する地域でこの

大面積を超えて鉱区を取得することはできない。採掘コンセッション権利者は 25 年を越え

ない期間で認められ、地質鉱山局との交渉により、権利者がすべての義務を履行している

ならばさらに 10 年の延長が認められる。採掘コンセッションの期限切れの後、付属する設

備、不動産は何の国家補償もなく、国家資産となる。しかし旧権利者は立法議会の承認に

もとで操業の継続の同意書を取り交わすことができる。 

4-1-2-3.手続き・処理 

鉱業法第 72 条、73 条の要件を満たし、探鉱許可、採掘コンセッションの申請書は地質

鉱山局に提出する。 

地質鉱山局は申請書の不備、先願鉱区との重複、国家留保鉱物・地域への抵触、環境影



 

- 5 - コスタリカ 

響を確認のうえ、受理ファイルし、官報掲載を行う。何の異議申し立てもない場合、天然

資源エネルギー鉱山省は地質鉱山局の提案に基づき許可またはコンセッションの認可決議

を行う。 

省が発行する認可決議には、作業の開始するべき時期、省(局)の認可する個々の作業ス

ケジュール、地役権設定の必要性の意見書、外国為替の使用、資本・配当金送金条項など

が付される。認可決議は発行後、鉱業登記所に登録される必要があり、登録日をもって当

該許可、コセッションの取得日と見なされる。 

4-1-2-4.環境保護条項 

国家資源の有効利用と環境保護を目的として、鉱業権者は国家が規するガイドラインを

基に、有資格技術者による事前の環境影響調査を行う。調査が不完全であれば、環境規制

機関は鉱業活動を拒否することができる。 

地質鉱山局は鉱業権者に対し、国家資源の有効利用と環境保護プログラムを履行する保

証を要求する。保証額は活動の規模、影響度によって決定される。 

 

4-1-3. その他法規 

環境一般法及び基準は存在しない。鉱業活動の場合、鉱業法及び施行規則、鉱業のため

のガイドライン、関連法(森林法など)をもとに環境影響調査の評価、許認可が行われる。

評価は天然資源エネルギー鉱山省地質鉱山局に属する環境評価規制委員会が行う。森林局、

国立公園局といった関連部局も同省にあるため、本委員会が環境、公害問題全般を評価、

監督、指導する役割を負っている。 

鉱業活動は国立公園内では禁止されている。生物保護区、森林保護区、インディオ保護

区では禁止されてはいないが、関係局の認可が必要である。インディオ保護区の場合、さ

らに立法議会の承認が必要である。過去の事例では政治問題化し、活動は不可能であった。

国立公園、各保護区は国土の 33%を占める。 

 

4-2. 政策 

2002 年 6 月、コスタリカ政府は、露天掘鉱山の新設と増設を許可しないと発表した。元

コスタリカ大統領のアリアス氏が、2004 年 10 月に国連大学で講演。武器輸出禁止、環境

保護などを中心とする講演があった。ノーベル平和賞受賞者。コスタリカでは、露天掘り

の鉱山を禁止したとのこと。自然を保護し、観光と農業で生きる国を目指す。（インター

ネット情報） 

4-3. 税制 

鉱業関係税 

一般税の他に、鉱業活動に対しては、鉱業法に定められた地表税、鉱産物取引税、輸入

免除に対する 10%税、インディオ保護区での 1%税が課せられる。その他に鉱区取得登録料、

地方自治体ビジネスライセンス取得登録料、車両税、行政サービス手数料を支払う必要が
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ある。 

地表税は鉱区料に該当する。本税は天然資源エネルギー鉱山省地質鉱山局の機械・設備

購入にあてられる。鉱産物取引税は、生産される鉱産物の市場価格の 2%となっている。地

質鉱山局と中央銀行が鉱産物の分類と価格を決定する。 

 

輸入免除に対する 10%税は、鉱業法で定める鉱業用機器、物品の輸入税免除措置に対し、

免税総額の 10%の税を支払うものである。本税は地質調査の奨励、技術者の育成、国家に

よる鉱物資源開発のために使用される。採掘コンセッションがインディオ保護区に位置す

る場合は、年間利益の 1%を補償税として支払わなければならない。一般税の所得税(法人

税)の内、3%がコンセッションの位置する地方自治体に、1%が鉱業関係学生の奨学金として

振り向けられる。 

鉱業法第 55 条で、探鉱、採掘、選鉱、製錬、精製、移送その他鉱業活動に必要・関連

する物資やオフロード用車両、機械、工具、部品その他の輸入に関するすべての税金は免

除されると規定している。ただしこの免除は、国内で生産されていない場合と十分な量・

品質を有しない場合、国内製品価格が輸入品の CIF 価格の 10%を越えている場合に適用さ

れ、地質鉱山局の推薦によって大蔵省財務局が認可する 

 

5. 鉱業関係機関 

エネルギー鉱山産業省(Ministerio del Industria Energia y Minas)がかつては

鉱業を所管していたが、1990 年 7 月 21 目の法律(Ley No.7152)によって、天然資源エネ

ルギー・鉱山省(Ministerio de Recursos Naturales Energia y Minas:MIRENEM)と

なり、更に 1995 年 11 月 13 目の環境組織法 (Ley Organica de1 ㎞ biente No.7575)に

よって省の名称が環境エネルギー省(Ministerio del Ambiente y Energia:MINAE)へ

変更になるとともに省の活動範囲が更に明確となった。省の中で鉱業を所管しているのは

地質鉱山局(Direccion de Geologia y Minas)で、同局が鉱業にかかる全ての業務を行

なっている。同局では鉱業関係の資料は独自には公表しておらず、省全体の報告の中で鉱

業分野の概要が報告されている。また、鉱業生産に関してはコスタリカ中央銀行が公表し

ている。 

地質鉱山局(MIRENEM/DGM：Ministeio de Recursos Naturales Energia y Minas 

/Direccion de Geologia y Minas)の管轄下にある。その職務と権限は鉱業法第 13 編

に規定されている。主要点は以下のとおりである。 

・国内鉱業開発促進  

・地質図の作成  

・鉱床発見または調査のためのあらゆる種類の調査、研究 

・国内鉱業活動に対する助言、指導  

・鉱山の保安、衛生措置、労働条件の指導 
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・中央銀行とともに国内生産物の販売価格を決定 

・政府によって認可される鉱業関係環境基準、ガイドライン原案の作成 

・鉱業法に従った許可、コンセッションに関する事務処理、権利行使、無効決定

  

・鉱物分析に必要な技術と設備を有する実験室の設置と運営維持 

地質鉱山局の職員数は 39 人(1993)である。実験室設備は、鉱業法の規定に係わらず、

岩石顕微鏡のみである。天然資源エネルギー鉱山省及び地質鉱山局の組織図は次のとおり

である。 

 

 

6. 投資環境 

6-1. 外資法 

6-1-1. 規制項目 

憲法第 121 条 14 項の規定により、電力（水力発電）、炭化水素資源，無線通信

サービスは国家の所有となっているため、これらに関連する業種には国家の規制を

受ける。鉄道、港湾、国内空港についても国家が所有し、管理すると憲法に規定さ

れている。 

そのほか、法令により保険、石油輸入・精製・販売，郵便、上下水道サービスの

国家独占が定められている。また、運輸、港湾、航空関連サービスなどには外資出

資比率などの制限がある。 

 

6-1-2. 奨励業種 

観光、森林保護、鉱業が奨励業種。さらに、フリーゾーン制度、継続的製品開発
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プログラム（特別ドローバック制度）などの輸出製造業向けのインセンティブがあ

る。 

森林保護、鉱業、農業などの奨励業種において、資産税、所得税、輸入関税免除

などの各種税制インセンティブがある。 

 

6-2. 税制 

6-2-1. 法人所得税 

法人所得税は収入に応じて税率が異なる。 

基本税率は 30％だが、総収入が定められた額以下の中小企業には、収入に応じて

10％、20％の税率が適用される。 

 

6-2-2. 源泉徴収税 

コスタリカで得た所得の海外への送金に関する源泉徴収税率は以下のとおり。 

・配当金に対しては 15％が課税される。ただし，地方証券取引所に登録され，取引

所を通じて購入された株の配当金に対しては 5％が課税される。 

・利息，手数料，その他の金融支払いに対しては 15％が課税される（ただし、受取

人がコスタリカ中銀の認可を受けている外国の金融機関である場合、源泉徴収は

要求されない）。 

・ロイヤルティー、商標、フランチャイズ、技術料などの支払いに対しては 25％が

課税される。 

・上記以外の送金については、所得の種類に応じて 5.5％，8.5％，10％，15％，20％，

30％が課税される。 

 

6-3. その他の税 

一般売上税（13％）、法令 6946 号に基づく全ての輸入品に対する課税（1％）、不

動産税（0.25％）、暫定的輸入税（現在は 0％）などがある。 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質 

コスタリカは、ニカラグァと同様に北西－南東方向にかけて、火山帯が発達し、この地

質構造線（NW-SE）に沿った新第三紀の火成活動に伴う鉱化作用が も著しい。特に、南東

部には、新第三紀に貫入した酸性深成岩類に伴って、ポーフィリーカッパ－鉱床の発達が

予想される。 
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 （http://academic.evergreen.edu/curricular/tropicalrainforests/） 

 

8. 鉱山概要 

 主要鉱山企業及びその所有鉱山は、以下のとおり。 

(1） El Valiente Ascari 社 (Ariel Resources, Ltd. Canada 100%) 

①年間産金能力；500kg 

②所有鉱山；Tres Hermanos 鉱山、El Recio 鉱山、San Martin 鉱山及び Matapolo 選鉱

場(いずれも Guanacaste 州に位置) 

(2) Lyon Lake Mines 社 90% Government of Costa Rica 10%の JV 

① 年間産金能力；160kg 

② 所有鉱山；Beta Vargas 鉱山 (Guanacaste 州に位置) 

(3) Lyon Lake Mines 社 

① 年間産金量；－ 

② 所有鉱山；Cerro Crucitas 及び Cerro  

        Conchuidita 地域の鉱山開発計画 

        (San Carlos 州に位置) 
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8-1. 鉱山概要（操業鉱山）  記号：Costa Rica-Au-Tres Hermanos   

国名／地域 ：Costa Rica 

名前  ：Tres Hermanos   

位置  ：Guanacaste 州、San Jodeの北西約110km 

緯度・経度 ：北緯 10 度 18 分、西経 83 度 57 分 

会社名（権益比率）：El Valiente Ascari 社  

(Ariel Resources, Ltd. Canada 100%) 

鉱床  鉱種 ：Au  

埋蔵鉱量：確定・推定鉱量（1993 年） 0.272 百万 t, 7.89g/tAu（Infomine） 

地質概要  

Abangares地方の北西部にあるTilaran Cordillera中央産金地帯に位置する。付近の地質

は後期中新世のAguacate安山岩質火山灰流凝灰岩とそれを覆う鉱化作用後の鮮新世

Monteverde安山岩質凝灰岩よりなる。鉱床は北東に延びる脈で走向延長2km、幅平均2ｍを

呈し下部にオープンである。 

鉱化作用の年代：後期中新世-鮮新世 

年間産金能力；500kg 

採鉱法  ：坑内掘（シュリンケージ） 

金属回収法 ：Matapalo 選鉱所は鉱山から約 12Km 離れている。ボールミル、サイク

ロン、クラシファイアー、青酸抽出、CIP、EW 

文献 

・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 

・http://www.infomine.com 
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9. 新規鉱山開発状況 

9-1. Bellavista 鉱山(Au、Ag；Puntarenas 郡 Miramar 町 Glencairn Gold 社) 

予想鉱量；21.1 百万 t(Au 1.381g/t) 

生産開始時期；2004 年末 

2004 年 3 月、Glencairn 社は 19.14 百万 US ドルのエクィティ･ファイナンスを実施した

と発表した。この資金は Bellavista 鉱山の開発資金と同社の運転資金に向ける予定という。 

 

9-2. La Union 鉱山(Au；Montes de Oro 郡 Atlas Mining 社) 

予想鉱量；15 万 t(Au 17.211g/t) 

2003 年 9月、Atlas Mining 社は、La Union 鉱山の操業についてオペレーターとしての地位

をMinera Mimosa 社から引き継ぐという契約を締結したと発表した。Atlas 社は鉱山を操業す

るために、処理能力日産 100t の破砕場を含めた鉱山施設の補修計画を作成し、鉱山の操業を

再開する予定という。当初の生産は、かつての操業でよく知られている3 1/2 レベルにある2

か所の富鉱帯からの採鉱を計画している。 

 

10. 探査状況 

10-1. Crucitas 権益(Au、Ag；San Jose 町) 

2003 年 8 月、Vennessa Ventures 社は同権益の調査費として 927,020 カナダドルの資金

を確保したと発表した。しかし、政府の技術評価委員会がこの鉱山開発計画について、環

境アセスメントに適合していないと判断したという。 

2003 年 11 月、Vennessa Ventures 社はコスタリカの環境大臣が技術評価委員会の判断

は法律上無効であると裁定し、技術評価委員会に再検討を求めたと発表した。今回の大臣

の裁定はVennessa社に対してCrucitas権益での鉱山開発を認めるということを意味する。

Vennessa 社は 高裁判所に控訴して、技術評価委員会の決定が無効であるという確認を行

う予定という。 
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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 

The Tres Hermanos  Guanacaste サンホセ NW110km 

Lat; 10° 18' 0N,Long; 84° 58' 0W 

探鉱開発･精錬所･休廃止無 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

該当なし 

 

資料 

・ 金属鉱業事業団 コスタリカ共和国の資源開発環境 1996 

 

Tres Hermanos 




