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１．鉱業関連三法 
 

ボリビア共和国では、国民投票を経て、2009 年 2 月 7日に新憲法が公布された。この新

憲法では、国家の発展の基本となる社会、経済、政治、環境等の分野に対する国家のビジ

ョンが大幅に変容した。 

新憲法では、あらゆる形態の鉱物、炭化水素、水、空気、土壌などを天然資源と定義し、

国家発展を目的とした戦略的・公共利益の性質を有するものと位置付けた。 

鉱物資源に関しては、国が鉱業・冶金政策を定め、鉱業を進行・促進・管理する責任を

負うとし、鉱業の全生産プロセス、鉱業権者の活動、鉱業契約並びに既得鉱業権に対する

管理・監査を実施すると規定している。 

鉱業権については、国家は該当法令に従い全生産プロセスにおいて、鉱業権を付与し、

自然人或いは法人との鉱業契約を締結することができるとし、また、鉱業契約によって認

可された鉱物採掘区域は第三者に譲渡不可能であり、担保権や相続も認められないと規定

している。 

これにより、鉱業活動の遂行にも変更が余儀なくされているが、新憲法に基づいた各種

の法令や規則の策定作業が課題として未だ残っているのが現状である。 

したがって、過渡期である現在、現実の運営面においては、現行の法令や規則を遵守つ

つ、新憲法の規定に基づいた改訂点を勘案した対応がなされている。 

 

１－１．鉱業法 

現鉱業法は、1997 年 3 月 17 日制定の第 1777 法であるが、新憲法の規定に基づいた新鉱

業法については、議会選挙（2009 年 12 月 6 日）後 1年以内に制定されるべく、現在策定

作業が行われている。 

 

１－１－１．概要・基本理念 

「天然資源」については、新憲法第 2章第 2節、第 348～358 条に、また、「鉱業・冶

金」については、第 4節、第 369～372 条に規定されており、概要・基本理念については

以下のとおりである。 

 第 348 条 

① あらゆる形態の鉱物、炭化水素、水、空気、土壌、地下、森林、生態系、電磁スペ

クトル、活用可能な物質や物理的な力は天然資源である。 

② 天然資源は国家発展を目的とした戦略的・公共利益の性質を有する。 

 第 349 条 

① 天然資源はボリビア国民の直接的かつ共有・不可侵の所有物であり、その管理は国

家に委ねられる。 

② 国家は、土地や天然資源に関する個人及び法人の所有権及び利用権を承認、尊重、

付与する。 

 第 369 条 

① 国家は国土及びその地下に存在する鉱物資源の責任者であり、その取扱いは法律に

よって規定されるものとする。 

② 塩湖内に存在する非金属や蒸発物、硫黄その他の物質は、国家にとり戦略的な性質

を有する。 

③ 国家は、鉱業・冶金政策を定め、鉱業を進行・促進・管理する責任を負う。 

④ 国家は、鉱業の全プロセス、鉱業権者の活動、鉱業契約並びに既得鉱業権に対する

管理・監査を実施するものとする。 
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１－１－２．鉱業権 

現鉱業法は、コンセッションに対し所有権的な性格、即ち譲渡、相続、売買又は担保の

対象となりうることを認めているが、新憲法第 371 条では「鉱業契約により認可された鉱

物採掘区域は第三者に譲渡不可能であり、担保権や相続権も認められない。」と規定され、

現鉱業法の概念は排除された。                    

この憲法規定は、ボリビア憲法裁判所が 2006 年 5 月 10 日、鉱業権の譲渡、オプション

契約及び担保に関する現鉱業法の条項を憲法違反とする判決を下したことに起因している。

この判決は、鉱物を含む地下資源はボリビア国の所有物であり、その開発に関する権利は、

ボリビア国及び全国民に帰属するもので譲渡不可能ものであるという解釈を基本として、

鉱業権は政府が契約によって認めるものであり、不動産の譲渡ではないとして、現鉱業法

の鉱業権及び鉱区の譲渡、オプション契約及び担保に関する範囲に限り、条文の一部を憲

法違反と判決したものである。   

   

１－１－３．鉱区 

2007 年の大統領令 No.29117 により、国家によってボリビアの領土全てが鉱業保護地区

と定められ、新規鉱区の禁止が規定された。新たな鉱区はボリビア鉱山公社（COMIBOL：

Corporación Minera de Bolivia）が管理し、民間企業単独による鉱業権取得は認められ

なくなった。 

本大統領令の骨子は、 

① 過去に契約された鉱業権以外の全ての鉱区はボリビア国家の所有となり、これ等の開

発、管理の権限、権利は全て COMIBOL のもとに行なわれる。 

② 地質鉱山技術サービス局（SERGEOTECMIN：Servicio Nacional de Geología y Técnico 

de Minas‐鉱業冶金省傘下の機関）が全国土の調査及び探査を実施し、そこで選別さ

れた有望地域は COMIBOL が鉱区を設定し、管理する。 

③ 民間又は個人の鉱業権取得は現在継続中のものも含め、今後一切権利を交付しない。 

④ 鉱業権を既に保有し、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

障する。 

ただし、上記の③については多くの反発があり、当時申請中の鉱区はこの規定から免除

された。 

したがって、今後の新規鉱区での鉱業活動は、全て COMIBOL 単独或いは COMIBOL とのリ

ース契約及び COMIBOL と国内外の民間企業との合弁契約（Joint Venture）が基本となる。 

 

１－１－４．鉱業契約 

新憲法第 370 条において、鉱業契約に関して、「国家は、該当法令に従い全生産プロセ

スにおいて、鉱業権を付与し、自然人或いは法人との鉱業契約を締結できる。」と規定さ

れている。 

この規定に基づき、鉱業活動の実施は国家を代表する COMIBOL と鉱業契約を締結するこ

とで認められる。 

鉱業契約は、民間に直接授与された鉱区（新憲法公布前の既存鉱区）契約、企業が

COMIBOL に賃貸料を納付するリース契約及び企業が COMIBOL と利益を共有する JOINT 

VENTURE（合弁）契約の 3通りに分類される。      

 

１－１－５．鉱業権者の権利と義務   

鉱業権者の権利と義務は以下のとおりである。 

① 新憲法第 370 条規定 

・あらゆる生産プロセス段階の鉱業権及び鉱業契約は、鉱業権者によって、経済・社会

的役割を果たしつつ直接行使されなければならない。 
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・鉱業権に関する契約は、鉱業権者に対して、社会的・経済的公益のために鉱業事業を

行う義務を課す。この義務の不履行によって契約は解除されうるものとする。 

② 大統領令 No.29577 規定 (2007 年) 

・鉱業活動を行なう者は鉱物、金属の国内における流通と輸出について国立鉱物流通登

録管理局(SENARECOM：Servicio Nacional de Registro de Comercialización de 

Minerales )に報告しなければならない。 

・鉱業生産者や鉱物の選鉱、製錬、流通、輸出に関わる者は輸出書類の手続きと取得に

際する基本条件として鉱業証明番号(NIM)を取得せねばならない。 

③ 鉱区税の納付義務 

④ 鉱業ロイヤルティの納付義務 

 

１－１－６ 鉱業税制 

 

(1)鉱区税 

新鉱業法が公布されるまでは現鉱業法規定の鉱区税納付義務は維持される。ただし、鉱

区税は、その性格から、税ではなく対価であり、ボリビア税制における税の範疇には入っ

ていない。 

鉱区税は登録された年月の経過により異なる計算方法が取られる。 

1997 年以降に登録された企業に対する鉱区税は、各年 1月から 12 月の年払いで、1鉱

区（500×500m＝25ha）につき以下のとおりである。 

＊経過年数が 1年から 5年：125Bs/年 

＊経過年数が 6年以上：250Bs/年 

鉱区税は国家システムの銀行を通じて支払うこととなっている。徴収された鉱区税は、

その 30％が鉱山の位置する市町村へ、70％が地質鉱山技術サービス局（SERGEOTECMIN）及

び鉱山監督総局（Superintendencia General, Superintendencias de Minas y al 

Servicio de Geología y Minería)の維持費に充当されることとなっている。 

 

(2)鉱業ロイヤルティ 

鉱業ロイヤルティ(RM：Regalía Minera)については、2007 年 11 月 24 日付け法律第

3787 号（現鉱業法 1777 規定の一部を改正する法律）で定められている。 
なお、ボリビア税制では RM は税ではなく、天然資源採掘に対する補償とされている。 

RM については、以下の活動を実施する個人または集団に対して支払い義務が発生する。 

①� 基礎調査と鉱業探査を行い、この段階で得られた産物の商業化を行なった場合 

②� 採掘、選鉱を行い、鉱物あるいは金属の国内での販売または輸出を行なった場合 

③� 鋳造と製錬、ただし鉱業採掘を含む生産過程の一部をなす場合 

RM は売上高を基に算出される。売上高とは、精鉱あるいは金属の重量×公式価格によっ

て算出される金額である。また、公式価格とは、ロンドン金属取引所あるいはその他の国

際金属市場や国際的に認知された金属価格に関する出版物などにおける毎日の取引価格の

安値を基に、15 日ごとに政府が算出する平均値である。 

主な鉱種の鉱業ロイヤリティ率を下表に示す。 

納付義務を有するものは、RM に関する書類を認可された金融機関に提示し、金融機関が

RM を徴収し、銀行システムを経由して、直接、県あるいは市町村の口座に払い込まれる。 
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主な鉱種の鉱業ロイヤルティ率 

注１． CO：金属価格（公式価格） 

注２． 大統領令 No.29577 にて金鉱床がマージナルと分類される条件について、以下のとおり規定され

ている。 

   ＊低品位、埋蔵量が少ない、困難が回収、操業費が高い、アクセスが困難などの条件を満たす鉱床 

   ＊硫化鉱物の場合で高コストを要する技術、高額投資、高い操業費、その他。 
 

 

なお、国内取引の場合、RM は規定の 60％の税率に緩和される。また、公式価格が下表

記載の価格より低い場合は、RM は所得税との相殺が可能となっている。（法律 3787、第

101 条） 

     

鉱物または金属 価格 

金 400US＄／Oz 

銀 5.55US＄／Oz 

亜鉛 0.53US＄／lb 

鉛 0.30US＄／lb 

錫 2.90US＄／lb 

アンチモン 2.802US＄／ｔ 

タングステン 80US＄／lb 

銅 1.04US＄／lb 

ビスマス 3.50US＄／lb 

鉄（スラブ） 340US＄／ｔ 

 
払い込まれた RM は以下のとおり使用されることとなっている。 

鉱種 価格 率（％） 鉱種 価格 率（％） 

金 700 以上 7 銅 2 以上 5 

（US$/oz） 400～700 0.01×CO （US$/lb） 0.70～2 3.0769×CO 

‐1.1538 400 以下 4 

0.70 以下 1 

マージナル金 700 以上 5 アンチモン 3,800 以上 5 

（US$/oz） 400～700 0.00667×CO 

+0.333 

(US$/t) １,500～3,800 0.00174×CO 

-1.6087 

400 以下 3 1500 以下 1 

銀 8 以上 6 タングステン 240 以上 5 

（US$/oz） 4～8 0.75×CO （US$/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 

（US$/lb） 0.475～0.94 8.43×CO-3 （US$/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 鉄 Concentrate 4 

（US$/lb） 0.3～0.6 13.4×CO-3 ペレット 3 

0.30 以下 1 Iron 2 

錫 5 以上 5 インジウム ‐ 5 

（US$/lb） 2.5～5 1.6×CO-3 レニウム ‐ 5 

2.50 以下 1 その他の金属      1～7％ 
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① 85％は生産者が存在する県に分配され、その金額の 85％以上を公共投資に配分し、

さらにその内の少なくとも 10％を鉱業部門と専門機関との共同探鉱及び調査活動、

生産の活性化、環境モニタリングに割り当てられる。 

② 15％は生産者の存在する市町村に分配され、少なくともその内の 85％は公共投資に

使用される。 

         ロイヤルティ徴収額実績 (1999～2008 年)    
（単位：千 Bs)

 

年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

金額 42,741 49,339 41,414 47,778 50,398 83,001 120,101 407,613 542,074 597,570

                                         出典：国立統計局 (INE) 

 

(3)付加税（SURTAX） 

企業が製品価格の上昇により得た特別利益に対し追加税 25％が課せられる（第 843 法、

第 51 条）。ただし、以下の控除が認められている。 

・探査、探鉱、開発、環境保護等へ直接関係する 1991 年以降の投資金額累計の 33％ま

で。 

・天然資源採掘活動の各々の操業実施により得られる純収入の 45％。この控除額は最大

限、2億 5千万 Bs までである。  

なお、2010 年 9 月現在、本税を納付している鉱山会社はない。本税は炭化水素業界に対

しては 2007 年 8 月の法律 3470 で免除されているが、鉱業業界への対応は不明である。  

 

(4)追加法人税 

第 3787 法第 102 条によって、公式価格が、第 101 条記載の価格以上の場合、再生不可

能な天然資源の採取活動に対して、12.5％の追加法人税が課せられている。ただし、国内

の協同組合鉱山（Cooperativa）は、社会的性質の生産団体であることから追加法人税を

免除されている。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％)に緩和されている。 

この課税は月毎の納付で、年度末に調整される。 

 

１－２．投資法 

１－２－１．概要・基本理念 

現投資法（1990 年 9 月 17 日制定。法律 1182）には以下の理念が盛り込まれている。 

① 国家はボリビアの経済及び社会の発展のため、国内国外の投資家を問わず投資を奨

励し保証する。 

② 外国投資家には、国内投資家と同等の権利、義務を与え保証する。 

③ 民間投資については、法に定める以上の承認或いは登録を求めない。 

 

また、新憲法第 320 条には以下が規定されている。 

①� ボリビアの国内投資は外国からの投資に対して優先される。 

②� 外国からの投資はすべて、司法管轄権と法律及びボリビア当局に従うものであり、

何人も優遇措置を得る目的で例外を求めたり、外交手段に訴えることはできない。 

③� 外国の国家や企業との経済関係は、独立と相互間の尊重と平等と言う条件に則って

成立するものである。外国の国家や企業に対して、ボリビア国民に対して規定され

た福祉利益以上の条件を譲与することはできない。 

④� 国家は国内の経済政策のあらゆる決定において独立しており、ボリビアや外国の政

府、銀行、金融機関、多国間機関や多国籍企業からの圧力や条件を受け入れない。 

⑤� 公共政策はボリビア国内で生産された製品の国内消費を奨励する。 
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１－２－２．投資家の権利及び義務 

全ての外国投資家は次のような権利を有し、また義務を果たさなければならない。 

① 法が規定する制限以外の制限を持たない所有権 

② 民間による独占は一切認めない。 

③ 資本の出入に制限を加えない。 

④ 法律と納税義務を遵守する限りにおいては、技術移転やその他の商業コンセプトに

則った配当金や利子、ロイヤルティの国外送付を規制しない。 

⑤ 司法行為や事業、契約は国内通貨もしくは国際通貨で支払が可能である。また、労

働契約の締結や解除は自由にこれを実施できる。また被雇用者や労働者への報酬は

双方によって取り決められる。 

⑥ 投資保険は国内または国外で自由にこれを契約できる。 

⑦ 国家は国内外の融資を保証しない。 

⑧ 輸出、流通用の非課税工業地区や倉庫ターミナル、行政府が認可する一時輸入制度

は、租税や関税における賦課免除の原則に則って機能する。 

⑨ 公衆衛生や国家保障を脅かす財やサービスを除き、輸出入と生産製造、値段設定の

自由を保証する。 

⑩ 投資家の間で問題が発生した場合は、調停裁判所に申し立てることができる。 

 

１－２－３．外国投資に対する保証 

鉱業投資家にとり、資源採掘契約に対する国家の法的保証は、憲法に基づき、立法国会

で契約の承認を得ることである。 

その他には、世界銀行に属する多国間投資保証機関(MIGA:Agencia Multilateral de 

Garantía de Investigaciones）が外国投資を保護する目的で「保証プログラム」を提供

している。ボリビアは 1986 年 5 月 5 日に MIGA と協定を締結、1990 年 1 月 19 日、第 1126

法によって批准している。 

 

１－２－４．その他 

(1) 法人組織設立手続き 

海外からの投資家はすべて以下の手順に従いボリビア国内での法人設立手続きを行わな

ければならない。 

① ボリビア国内での法人設立登記申請 

② ボリビア国内政務当局への登録 

国立国内租税局に登録する。条件を満たせば、直ちに納税身分証明番号（NIT）証書

が発行される。その後、設立された会社は活動開始を示す開業時貸借収支表を 20 日

以内に提出しなければならない。 

③ ボリビア国商業登録、株式登録 

国立商業・株式会社登録局に登録する。あらゆる会社形態に対応する諸条件を満た

すと、国立商業・株式会社登録局は局令を発し、操業登録番号を発行する。この登

録番号発行から 30 日以内に企業が行なう活動部門の会議所に登録を行なう。 

④ 自治体での登録 

⑤ 会社が展開する活動内容に応じて、関係地区の会議所に登録する。会議所は地方ご

とに同類の職種の企業をまとめており、団体に所属するためには以下の書類を提出

しなければならない。 

・個人営業の場合—開業時貸借収支表、納税者単一登録(NIT)、該当する自治体の登

録証 

・株式会社の場合—開業時貸借収支表、納税者単一登録(NIT)、該当する自治体が発

行する営業許可証、会社設立証書、会社設立証書を掲載した新聞広告、代理人委任

状 
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(2)法人税 

法人税(IUE：Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas)については、第 843 法

において以下のとおり規定されている。   

・ 国有、民間、株式会社、官民複合、共同組合、有限会社などあらゆる形態の企業は

法人税の納付を義務付けられている。 

・ 国外の企業の場合、ボリビア国家に帰する課税ベースを算定するため、本社とは独

立した会計を置くことが求められる。 

・ 法人税は一年毎の性格のものであり、粗利益（収入から売り上げ原価を差し引いた

もの）から活動を行ない維持するのにかかる必要経費を差し引いた所得額に課せら

れる。 

・ 法人税率は 25％である。ただし、 終納税額は月毎に納付されている追加法人税等

を考慮して算出される。 

・ 利益を外国に送金する場合、外国送金税として 12.5％が課せられ源泉徴収される。 

 

(3) 付加価値税 

付加価値税（IVA：Impuesto al Valor Agregado）は、すべての動産・物品売買、労働

契約、サービス提供、輸入などに賦課され、これらの総価格に対し税率 13％で課税される。

税の納付は月毎であるが、購入品と販売品に掛る付加価値税を相殺することができる。購

入品の税納付額が多い場合は、翌月に組み入れて計算できる。輸出品の場合は、この税は

課せられず、輸出に際し国内で物品購入時に課せられた付加価値税は申請により還付され

る。（第 843 法） 

  

(4)商取引税 

すべての物品の販売、サービス提供の等に関して、各々の総売上額に対し 3％が商取引

税（IT: Impuesto a las Transacciones）として課税される。（第 843 法） 

 

(5)配当税 

  国内株主への配当については、配当税は課せられず配当を受ける側の所得税として課税

される。海外株主への配当については 12.5％が課税され源泉徴収される。 

 

(6)入関税 

  関税法第 25 条に規定されているが、輸入品については関税と付加価値税が課税される。

関税については、輸入品の形態により、大統領令に基づき輸入当局が決定する。 

 

(7)減価償却 

  法人税に関する大統領令 No.24051 第 20 条によれば、利益を生み出すために使用される

消耗品は償却額を控除することで補償される。第 22 条によれば、固定資産の償却はその

耐用年数と規則によって定められる償却率により計算される。さらに第 25 条では、採掘

手段によって異なる耐用年数を考慮した特別の償却システムの採用を認めている。 

 

(8)免税 

現鉱業法によると、鉱山会社及び冶金会社は課税対象となる所得額を決定するに当たり、

以下の条件で、会計期間に納付した寄付金等の拠出金を経費として控除することができる。 

・ 鉱業生産が行なわれる自治体の開発プロジェクト実施に対する拠出を行った場合

（開発プロジェクトの実施に当たっては、該当自治体と具体化のための協議を行な

い、裨益する自治体からもカウンターパートとして 低 20％の拠出があることが条

件） 
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・ 1998 年以降の控除総額が探査、開発、採掘、製錬の鉱業冶金活動と直接関連した環

境保護に使われる投資総額の 10％を越えてはならない。 

また、同法では鉱業活動に向けた資材や機械類の輸入に対する関税免除に関して規定し

ている。2002 年以降、付加価値税（IVA）納税や工場設置に際する機械類の輸入に賦課さ

れる強化関税（GAC）の保留など、鉱業部門の投資家に対するポトシ法第 877 号と第 26512

大統領令規則の特典が拡大された。 

 

１－３．環境法 

１－３－１．概要・基本理念 

現行の環境法（1992 年 4 月 27 日制定、第 1333 法）は、国民生活の質を向上させるため

に、自然に対する人間の活動を規制しつつ国家の持続的な開発を目指して、環境及び天然

資源を保護し維持することを目的に制定された。 

また、新憲法には、新たに環境に関する一章が設けられ（第 342～347 条）、以下のと

おり定められている。 

① 天然資源は公益かつ戦略的性質のものであり、国家はその利用と保護に責務と独占

的権限を持つ。 

② 環境に対する国家と国民の責務は、天然資源と生物の多様性を保全保護し、それを

維持しつつ利用し、環境のバランスを保つことである。 

③ 国民は、環境に影響を及ぼす恐れのある決定がなされる際は、事前に諮問と報告を

受ける権利を持っている。この諮問は関連する地域に居住する先住民族独自の規範

と方法を尊重した上で行なわれる。 

④ 国民は社会統制による参加型の環境管理計画立案への権利を持つ。 

⑤ 環境にインパクトを与えうる活動が継続している期間中は、環境への被害を防ぎ、

また 小限にとどめ、軽減し、修復補修することが国家や国民の責務である。 

⑥ 環境への悪影響や国に対して引き起こされる環境負荷の軽減を奨励する。 

⑦ 環境管理政策局は環境破壊を及ぼすものに対し民事、刑事、行政処罰などを履行す

る。 

⑧ 環境犯罪や歴史的環境被害の責任に対して時効を適用しない。 

新憲法は上記の点以外にも第 304 条で、「先住民族と農民の自治権はその管轄地域内で

展開される鉱業活動を社会環境的にコントロールし、モニタリングすることを可能とす

る。」と規定している。更に、自治権を持つ住民は、その規範や環境、天然資源などの開

発と関係のある活動を企画する外部の機関や組織に対してコントロール調整を行なうこと

ができる、とされている。したがって、鉱業事業者、企業あるいは鉱業契約者は、計画し

ている活動の内容、環境被害の防止措置、住民が得る利益などの情報を、住民に対して適

切に提供し、住民から、活動に対する承認（社会的ライセンス）を得なければならない。

この承認を得てはじめて環境ライセンスの取得手続きを始めることができる。 

            

１－３－２．環境ライセンス  

ボリビアで鉱業活動を行うためには、先ず、住民による鉱業活動に対する承認（社会的

ライセンス）を取得し、その後環境ライセンス（LA:Licencia Ambiental）を取得しなけ

ればならない。 

LA は、実施する活動内容に応じて以下の 4つに分類される。 

① カテゴリー4の遂行証明書（CD-C4：Certificado de Dispensación Categoría 4）：

試掘 

② カテゴリー3の遂行証明書（CD-C3：Certificado de Dispensación Categoría 3）：

探査 
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③ 環境影響宣言書（DIA：Declaratoria de Impacto Ambiental)：環境レポート（FA： 

Ficha Ambiental）及び、環境影響評価（EEIA：Estudio de Evaluacion de Impacto 

Ambiental）を介した予防システム。 

④ 環境適合宣言書（DAA：Declaratoria de Adecuación Ambiental）: 環境保全計画

（MA：Manifiesto）を介した環境管理システム。 

環境予防管理規則（RPCA：Reglamento de Prevención y Control Ambiental）は、計画

中、実行中および休廃止中の全ての鉱業活動者に LA を取得するよう義務付けている。ま

た、免除証明書または DIA を持たず作業や操業を開始する全ての鉱業活動者は環境法に違

反しており、現行法に従わなければならない。 

                  

１－３－３．LA 取得手続き 

ベースライン環境調査を行い、環境調査報告書（ALBA：Auditoría Ambiental de Línea 

Base）を提出する。ALBA を提出しなかった場合、鉱業活動開始以前の環境汚染も含め全て

の環境汚染に対し、緩和対策プログラム（PMM：Programas de Medidas de Mitigación）

の作成提示が義務付けられる。 

そして、環境インパクトの低い鉱業活動に対してのレポート（EMAP）に情報を記入し、

探鉱申請書類や鉱床探査（PM：Prospeccion Minera）、環境レポート（FA：Ficha 

Ambiental）を作成、提出する。 

(1)FA の提出 

FA は環境に与える影響度を診断するために提出するレポートである。鉱業事業者は、事

業計画に応じて定められた期限内に県の環境管轄局に FA を提出しなければならない。 

環境ライセンス LA 取得制度がなかった 1992 年以前の鉱業開発、操業、閉鎖した鉱業活

動者及び、その後操業を開始したが FA を提出していない鉱業活動者に対しては、環境予

防管理規則が有効になったことにより、環境保全計画（MA：Manifiesto Ambiental）の提

出が義務付けられることになった。この書類とともに「環境適合計画」（PAA：Plan de 

Adecuación Ambiental）、環境モニタリング及び実施計画（PASA：Plan de Aplicación y 

Seguimiento Ambiental）及び不測時計画（PC：Plan de Contingencia）を提出しなけれ

ばならない。 

 

(2)FA 提出後の手順 

県の環境管轄局は FA の受領後、内容に従い以下の 4 つのカテゴリーに分類し、それぞ

れに必要なレポートが提出された後、審査を経て、該当する LA が与えられる。 

・ カテゴリー1：詳細な環境影響評価総合分析（EEIAAI：Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental Analítico Integral）を必要とするもの。 

・ カテゴリー2：詳細な環境影響評価特定分析（EEIAE：Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental Específico）を必要とするもの。 

・ カテゴリー3：緩和対策プログラム（PMM）及び環境モニタリング及び実施計画

（PASA:Plan de Aplicacion y Seguimiento Ambiental）のみ必要とするもの。 

・ カテゴリー4：環境影響評価（EEIA：Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental）を必要としないもの。 
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鉱業活動に応じた環境ライセンス 

鉱業活動 必要な環境ライセンス ライセンス取得手順 

地形測量調査 

試掘 

地質図面作成 

地化学、地域探査 

カテゴリー4の遂行証明書 

 （CD-C4） 

①� 探鉱探査書式 PM に情報を記入する。 

②� 県庁にコピーを 2 部送付する。 

③� D-C4 として受理 

物理探査 

削岩、ボーリング 

井戸、立坑、トレンチの掘削、排

水溝等 

カテゴリー3の遂行証明書 

    （CD-C3） 

環境影響調査又は環境目録書は

不要 

 

① 環境インパクトの低い鉱業活動に対しての

事情申請書（EMAP）に記入する。 

② 県庁及び鉱業冶金生産開発次官、環境局、

公共相談室に提出する。 

③ 否定された場合第 120 条を適用される。 

その他の鉱石探査方法により発生

する： 

・ 道路開拓 

・ 機材貯蔵庫 

・ 倉庫 

 

カテゴリー3の遂行証明書 

  （CD-C3） 

環境影響調査又は環境目録書は

不要 

① 環境インパクトの低い鉱業活動に対しての

事情申請書（EMAP）に記入する。 

② 県庁及び鉱業冶金生産開発次官、環境局、

公共相談室に提出する。 

③ 否定された場合第 120 条を適用される。 

キャンプ場設置 カテゴリー3の遂行証明書 

  （CD-C3） 

環境影響調査又は環境目録書は

不要 

 

① 環境インパクトの低い鉱業活動に対  

  しての事情申請書（EMAP）に記入 

  する。 

② 県庁及び鉱業冶金生産開発次官、環境局、

公共相談室に提出する。 

③ 否定された場合第 120 条を適用され 

  る。 

ボーリングのためのプラットホー

ム設置 

カテゴリー3の遂行証明書 

  （CD-C3） 

環境影響調査又は環境目録書は

不要 

 

① 環境インパクトの低い鉱業活動に対しての

事情申請書（EMAP）に記入する。 

② 県庁及び鉱業冶金生産開発次官、環境局、

公共相談室に提出する。 

③ 否定された場合第 120 条を適用される。 

保護規制のない地域での地下鉱山

作業をする場合  :  

・既知鉱床探査 

・鉱山開発 

・鉱山開発準備 

・鉱床開発のための水平坑道 

 立抗、抗内立抗、抗道、狭 

 い抗口 

・月 300 トン以下の採掘 

カテゴリー3の遂行証明書 

   （CD-C3） 

環境影響調査又は環境目録書は

不要 

 

① 環境インパクトの低い鉱業活動に対しての

事情申請書（EMAP）に記入する。 

② 県庁及び鉱業冶金生産開発次官、環境局、

公共相談室に提出する。 

③ 否定された場合第 120 条を適用される。 

月 300 トン以下の選鉱： 

・粉砕 (手動及び自動). 

・クラシフィケーション 

・比重、磁力選鉱 

・硫化物の浮遊選物 

・水銀利用に金、銀回収 

・乾燥 

・鉱石保存 

・選鉱物の移動 

カテゴリー3の遂行証明書 

   （CD-C3） 

環境影響調査又は環境目録書は

不要 

 

① 環境インパクトの低い鉱業活動に対しての

事情申請書（EMAP）に記入する。 

② 県庁及び鉱業冶金生産開発次官、環境局、

公共相談室に提出する。 

③ 否定された場合第 120 条を適用される。 

 

前記の鉱業活動以外 環境法第 1333 法、 RPCA 及び

RAPAM によれば、環境ライセン

スは県庁及び鉱業冶金生産開発

次官、環境局、公共相談室が発

行する。 

① 環境レポート作成  

② 活動のカテゴリーを定めるために地方鉱山

監督局及び県庁の自然資源環境課に提出す

る。 

③ カテゴリーのランク付けが終わった後、再

び県庁の自然資源環境課にカテゴリーに応

じた EEIA を提出する。 
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(3)LA の有効期限と内容更新 

 LA の有効期限等については、鉱業活動に関する環境規則（RAPAM：Reglamento 

Ambiental para Actividades Minera）において、以下のとおり規定されている。 

・ 鉱業活動における LA の有効期限は、活動終了、内容更新不足で失効、環境法不履

行、経営違反の事態が起きない限り、無期限である。（第 9条） 

・ 鉱業活動者は、LA 規定の緩和措置の状況を定期的に調査し、その結果、予防管理の

ため新たな対策をとる必要がある場合は、速やかに当局に実施すべき変更について

報告を行なう必要がある。この報告をもって自動的に LA の内容更新がなされる。

（第 10 条） 

・ 次のような変化があった場合、緩和処置報告が必要で、これが行われない場合 LA

の内容更新はなされず、ライセンスは失効となる。（第 11 条） 

－環境ライセンスで承認された条件と異なる或いは追加の緩和策が必要な場合 

（事前報告） 

－当初の計画より、能力又は拡張が 33％以上アップした場合（事前報告） 

－鉱業活動を停止してから 3年経過した場合（30 日以内に報告） 

 

(4)閉山 

 閉山に関しては、環境予防管理規則に以下のとおり規定されている。 

・ 鉱業活動者は、次の要件が起こった場合、閉山し、その区域を原状回復せねばな

らない。（第 65 条） 

－環境ライセンスに規定に基づいた鉱業活動の一部又は全てを終えた場合 

－操業或いは鉱業活動を 3年以上放棄した場合 

・ 閉山及び原状回復は、環境ライセンスで承認された以下を含んだ「鉱業活動廃止

時計画及び原状回復計画」（PCRA：Plan de Cierre y Rehabilitación del 

Área)に基づき実施されなければならない。（第 67 条） 

①� その区域の閉山と原状回復の目的 

②� －１．汚染流水の管理及び、堆積物の物理的・化学的安定性 

－２．区域の回復、地表廃水路、浸出管理 

③� 閉山後の堆積物の構造の安定性の管理、排水のモニタリング及び排水溝・埋

め立て跡・その他の立坑からの汚染物浸出をモニタリングの対策 

・ 閉山処理後 3 年間、排出物が環境法規定の環境基準を下回り、排出物の不安定化

の傾向が無ければ、鉱業活動者はこれらについての報告書を作成する。この報告

書に、発展持続環境省に登録された有資格のコンサルタントが承認する確認書を

添えた上で、環境当局に提出する。この提出から 10 日以内に、報告書の写しを

冶金生産開発次官に提出し、この承認をもって鉱業活動は終了する。（第 69

条） 

・ 探鉱活動で影響を受けた地域の原状回復に関して、鉱業活動者が探鉱の結果、採

掘活動を始めようとする際に、採掘計画に含まれていなかった地域については、

第 69 条規定の報告書を、探鉱結果を得たのち 12 ヶ月以内に提示しなければなら

ない。さらに、その採掘活動のための環境ライセンスの申請は、上述の計画書提

出日から 2年以内に行なわねばならない。 

 

(5)その他 

鉱業活動に関する環境規則（RAPAM）に挙げられていない活動で、実施もしくは拡張段

階に入っている場合は、環境影響評価調査（EEIA）の対象となり、EEIA が必要になる。実

施、操業、維持又は放棄段階に入っている場合は、環境品質管理 CCA (Control de 

Calidad Ambiental)の規定を守らなければならない。 
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２．その他の鉱業関連法 
 

鉱業活動に関係する現行の法律は以下のとおりである。 

  ・労働基本法 （大統領令 No. 224、1943 年 8 月 23 日） 

  ・衛生、労働安全、福祉基本法（大統領令 No.16998、1979 年 8 月 2日）            

  ・調停、和解法 （法律 1770、1997 年 3 月 10 日） 

  ・先住民保護（憲法第 30 条 2009 年） 

 

２－１．労働基本法 

労働基本法は、労働関係の基礎として、雇用者および被雇用者の権利と義務について規

定している。鉱業活動については、様々な職種の専門家の雇用や一連の契約の形態につい

て細かく規定されている。 

(1)労働者の基本的な権利 

新憲法は「労働は国家の社会経済的秩序の基をなす義務と権利である。」と規定してい

る。労働者の基本的な権利として以下があげられる。 

・労働の権利とそれによる適切な報酬を受ける権利 

・休暇の権利 

・ボーナスを受ける権利 

・社会保障を受ける権利 

・スト権 

・労働組合権 

 

(2)労働契約 

労働基本法では、労働契約について、それに参加する人数に応じて個別または集団で契

約できるとしている。また、その形態に応じて労働契約は口頭でも書面でも良いとしてい

る。また、契約期間は無期限、期限付き、あるいは各事業や特定の作業に限定するなど

様々である。 

①� 個別契約：口頭か書面での協定であり、それを通じて個人はサービスを行なった

り、ある相手のためにこの者の指揮下、あるいは独立して工事を実施する。 

②� 集団労働契約：一人か複数の雇用者または集団雇用者と、一つか複数の労働組合、

労働者連盟、労働者団体が労働と雇用条件に関して書面で取り交わす契約である。 

③� 法律は口頭の労働契約を認めており、これが取り決められた時点において書面で

の契約と同等の法的有効性を持つとしている。 

現行の規定は、雇用内容が特定の修練や特殊技能を要する場合、90 日の雇用テスト期間

を認めている。テスト期間は上記の期間を越えてはならない。なお、同じ会社で既に同職

に従事した経験をもつ労働者を雇用する場合、テスト期間は認められない。 

労働者が 1 ヶ月のうち 3 日連続、あるいは 6 日断続的に雇用者の許可や正当な理由なく

職場を休んだ場合は、解雇の対象となりうる。 

一方、書面による労働契約は 3 通作成し、会社と労働者が各々1 通を所有し、残る 1 通

は労働契約の承認を得るため、労働省の管轄機関に届け出る。 

労働契約に盛り込む必須条件は以下のとおりである。 

o 両者の一般情報（氏名、職業、国籍、婚姻の有無、現在の職、住所） 

o 職種と職場の所在地 

o 取り決められた報酬の額と支払方法、支払期日 

o 契約期間 

o 契約場所と契約日 

労働契約が発効するためには労働省の承認が必要となる。 
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２－２．衛生、労働安全、福祉基本法  

この法律は、衛生、安全、福祉に関する適切な状態を保証し、心身の健康や安全、自然

環境バランスを害する恐れのある直接的また間接的危険性のない職場環境を作ることを目

的としている。この法律は、営利団体であるか非営利団体であるかを問わず、企業や公共

サービス機関、公共機関や官民複合機関など一人または複数の被雇用者をもつ職場に適用

される。 

 

２－３．調停、和解法 

この法律は紛争が生じた場合、あるいは生じた紛争に関する法的手続きを行なっている

間、紛争を法廷外で解決する選択肢を模索するために規定されている。調停と和解は、自

由や柔軟性、プライバシー、適格性、明晰性、平等、聴取、矛盾といった原則に基づいて

おり、公法を有する国家や法人の契約内外で発生しうる紛争や国際レベルでの調停に適用

される。 

 

２－４．先住民保護 

新憲法第 30 条では、旧憲法には規定の無かった先住民の生活・文化の保護を目的とし、

その権利を以下のとおり規定している。 

・ 文化的アイデンティティーへの権利 

・ 自決とテリトリーへの権利 

・ それぞれの制度が、国家の一般的な構造の一部をなす権利 

・ 集団的な土地登記の権利 

・ 聖地への権利 

・ 独自の通信手段の生成と管理の権利 

・ その知識に対する集団的な知的所有権への権利 

・ 関係する法的、行政的施策を前に協議を受ける権利 

・ そのテリトリーにおける天然資源の開発による利益を受ける権利 

・ 再生可能な自然資源の排他的利用の権利 

また、憲法第 190～192 条では、先住民族の生活区域における独自の原則・規範に基づ

く司法制度を承認し、通常の司法制度と併存するものとしている。 
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３．鉱業概況 
３－１．鉱業の現状と動向の概要  

３－１－１．鉱産品目別生産推移 
                                                              （単位：ｔ） 

鉱種 2006年 2007年 2008年 2009年(p) 

 錫 17,669.43 15,972.09 17,319.02 19,580.71 

 鉛 11,954.99 22,797.53 81,553.23 84,537.58 

亜鉛 172,747.05 214,057.30 383,617.68 430,879.30 

タングステン 1,094.00 1,395.48 1,447.57 1,290.46 

 銀 472.21 524.99 1,133.76 1,325.73 

 金 9.63 8.82 8.43 7.22 

 銅 218.04 606.22 566.55 619.54 

                     （出典：国家統計局） 

３－１－２．概況 

ボリビアにおける鉱業活動の特長は、国際市場における金属価格の変動が鉱業セクター

の中心であるポトシ県、オルロ県の経済及び社会に多大な影響を及ぼすことであろる。 

2007 年には、国際市場価格の上昇により鉱業関連企業は大きな利益を記録した。しかし、

2008 年の世界経済危機以降の金属価格の下落の影響を見ると、最先端技術の利用及び大規

模経済経営の多国籍企業の鉱山は、ある程度の操業を維持できたが、技術改善未達の小規

模鉱業経営者や鉱山組合は、キャッシュフローが不足し、操業維持不可能な状態に陥り、

閉山する鉱山が相次ぎ、鉱山労働者の失業を招き、大きな社会問題となった。 

そのため政府は小規模鉱業経営者に対する鉱業投資基金を設立し、彼等に、金融、技術

指導及び必要な機械設備などの支援を行った。 

また、2008 年の世界経済危機に伴い、2008 年 10 月末、政府は大統領令第 29769 法に基

づいた鉱産物価格安定口座（ CEPREM： Cuenta de Estabilización de Precios de 

Minerales、)を設け、鉱山協同組合（FENCOMIN）、鉱産物統計サービス局（SENARECOM）

等に登録している県の小規模経営者を対象に支援を行なった。 

2009 年は市場の価格回復により、約 1 万人の鉱業労働者が職に復帰することができた。

また、生産量では、国営の Huanuni 及 び Vinto 製錬所、更に民間企業、協同組合、小規

模企業の生産増により、鉱産物輸出量新記録が達成された。 

政府は、鉱業分野の展望改善のため、鉱物資源の埋蔵確認地域での新たな探査計画の実

施が必要であるとしている。 

 

３－２．地質鉱床 

ボリビアは、面積1,099 千㎞2の内陸国で、西から東へ、西コルディエラ山系、アルティ

プラーノ、東コルディエラ山系、サブアンデス帯、ベニチャコ平原、先カンブリア楯状地

の6 つの地形－地質構造区に区分されている（前者4 地域が、ボリビアでのいわゆるアン

デス山系を構成し、領土の40％を占めている）。 
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Description Geology of Bolivia 

  Quaternary deposits 

  Quaternary volcanics 

  Tertiary deposits 

  Creataceous-Tertiary volcanics 

  Cretaceous age rocks 

  Devonian age rocks 

  Silurian age rocks 

  Ordovician-Silurian age rocks 

  Precambrian undifferentiated 

図１．ボリビア地質図 
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（出典：国際鉱物資源開発協力協会） 

 

図 2．ボリビア地質構造図 
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(1) 西アンデス山系 

本地域は、チリやペルーとの国境をなし、沈み込み活動に関係したアンデス火山弧に属

する成層火山群で構成されている。 

基盤岩類は.第三紀の火山岩類や堆積岩類で、山稜を形成する火山岩類は、上部中新世

～鮮新世の安山岩、流紋岩溶岩を主とし、山頂付近には第四紀の石英安山岩類も存在して

いる。 

 西アンデス山系を特徴づけるこれらの大規模・広範囲な火山活動は、上部漸新世に始ま

ったナスカプレートの南米大陸への沈み込みによって生じた。この火山活動に伴って、多

数の成層火山が形成されている。 

 

(2)アルティプラーノ 

本地域は、ほぼ水平な第四紀湖成堆積物からなる標高約3,900m の台地状平原で、 も

低い所でも標高3,653m（ウユニ塩湖）である.北部のチチカカ湖（標高3,810m.水深284m）

に源を発す水系が発達し、中央部には浅い湖（ポーポ湖など）が存在し、南には塩湖（ウ

ユニ、コイパサ、エンペクサなど）が存在している。 

アルティプラーノの形成は、暁新世～始新世（古第三紀前期）に始まり、基盤岩類（先

カンブリア紀）を覆って、白亜紀、古第三紀、新第三紀の岩石類、現世の湖成堆積物、氷

河堆積物、沖積堆積物などが分布し、褶曲や断層の影響を受けている。火成活動は、中新

世～鮮新世に生じ、南部では安山岩質の噴出活動（中新世）が、北部では流紋岩質火砕岩

類の噴出活動（中新世～鮮新世）が継続し、膨大な量の陸成火山噴出物が堆積している。 

 

(3)東アンデス山系 

本地域は、造山活動により形成された延長約1,000km、幅150～400km の摺曲山脈である。 

海抜6,500m に近い万年雪や氷河を頂く山々が連なり、ボリビア国内で も標高が高い

地域である。 

地質的には、ボリビア国内で も完全な層序が残されている地域で、岩相は変化に富み、

古生代の深海成～陸成砕屑岩類、中生代の海成～陸棚炭酸塩岩が分布し、火山岩や火山砕

屑岩類は新生代に卓越している。 

 これらの岩石類は、先カンブリア界を基盤として堆積し、カレドニア期（カンブリア紀

～デボン紀）、ヘルシニア期（石炭紀）、アンデス期（ジュラ紀～現世）などの造山運動

を受け、南北系の軸をもつ複雑な褶曲構造や衝上断層帯などが形成されている。 

上部原生代～カンブリア紀の岩石類は、コチャバンバの北東に存在し、同様な変堆積岩

類が、南部のタリハ地域からアルゼンティン北西部まで続いている。上部カンブリア紀～

上部オルドビス紀下部の堆積岩類は、大部分が黒色頁岩で構成され、東アンデス山系の大

部分を占めている。 

山系東側と西側翼部～境界部には、下部シルル紀～下部石炭紀や上部石炭紀～上部三畳

紀の堆積岩類が存在している。下部ジュラ紀～現世には、変化に富む海成～陸成赤色堆積

物、蒸発堆積物、炭酸塩岩が沈積し、これらを不整合に覆って、始新世～漸新世の厚い赤

色層が堆積している。 

上部漸新世～下部中新世に、ナスカ・プレートの沈み込みによるアンデス造山活動が生

じ、東アンデス山系は隆起し、安山岩質火山活動とそれに引き続く半深成岩の貫入などが

生じた。これらの変動に伴い、アルティプラーノは山間堆積盆地となり、厚い陸成堆積物

が堆積している。 

 ヘルシニア造山運動終焉とともに、本地域は張力変動の場（環境）となり、過アルカリ

質火山活動と、花崗岩質深成岩の併入が生じている。 

 その後、ナスカ・プレートの沈み込みが始まり、ジュラ紀～新生代にかけて続くカルク

アルカリ質火山活動が引き起こされた。主要な火成（マグマ）活動は、中部中新世に生じ、

西コルディエラ山系、アルティプラーノ、東コルディエラ山系におよぶ極めて広大な火成
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活動帯が形成された。その後上部中新世に、この広大な火山弧で火成活動が再び生じ、成

層火山、カルデラ、大規模な熔結火砕流火山岩台地（ロス・フライレス台地やモロコカラ

台地）などが形成されている。 

 

(4)サブアンデス帯 

本地域は、東アンデス山系の東側に隣接する複雑な褶曲－衝上断層帯からなる褶曲山脈

で、北のペルー国境から南のアルゼンティン国境まで延びている。サブアンデス帯は、北

部では北西－南東方向をなすが、サンタクルスの南（南緯約18 度）以南では、南北に方

向を変えている。 

この方向変換（曲がり）は、サンタクルス屈曲あるいは、これが位置するチリ北部の海

岸名から、アリカ屈曲と呼ばれ、南米大陸の大陸縁（海岸線）が大きく屈曲している。 

 北部は、化石類を多量に含有するペルム紀～石炭紀の石灰質、海成堆積物が分布し、ジ

ュラ紀の火成活動の根拠は認められていない。南部は、古生代の海成堆積物に乏しく、ぺ

ルム紀～三畳紀のところにより石灰質、蒸発岩質な堆積物に富み、ジュラ紀の火成活動の

影響を受けている。 

 

(5)ベニチャコ平原 

サブアンデス帯の東側に広がる、標高250m 以下の平原地帯で、リオデラプラタ盆地に

属する 南端部を除き、アマゾン盆地の一部をなしている。北側のべニ平原には、熱帯森

林を伴う河川、湖、季節的な洪水にみまわれる沼沢地（スワンプ）や湿原が存在し、南側

のチャコ平原には、植生として低い灌木が生える、乾燥した草原が広がっている。チャコ

平原の東に存在すチキターナス山地（1,290m）や、同平原南部の高さ800m に達する孤立

した丘陵・メサ台地などには、古生代海成堆積物～白亜紀陸生砂岩が存在するが、その他

の地域では、第三紀～第四紀の厚い湖成堆積物や、崖錐堆積物が基盤岩類を覆っている。 

 

(6)先カンブリア紀楯状地 

本地域は、アマゾン剛塊の一部、中央ブラジル楯状地の南西部を構成し、複雑な変成作

用、火成活動、変動作用などの影響を受けている。 

原生代～白亜紀の岩石類が存在しているが、大部分は、グアポレ剛塊を購成する片麻岩、

黒雲母片岩、石英片岩などの原生代の変成岩類である。 

 これらの変成岩類は、第三紀以降のラテライト化作用を受け、第四紀の沖積層によって

覆われている。 

 北西～南西－西北西～東南東の方向性を有する標高400～700m の緩やかな山稜が、剛塊

の北部（リカルド・フランコ、サンシモン）と、南部（スンサス、サントコラソン、ラカ

ル）に存在している。これらの山稜は、堆積岩や変堆積岩で構成され、異なる造山運動の

影響を受けている。 

 原生代からなる剛塊内に、古生代～中生代の岩石からなる西北西～東南東方向の褶曲山

脈、チキートス山地が存在し、近接した平原と共に、チキートス山脈－平野と呼ばれる地

質構造地域を形成している。 

 
３－３．鉱業のボリビア経済における位置付け 

鉱業セクターの生産額は、2007 年度ではその他のセクターの伸び率が大きかったことか

ら全体の 5％に過ぎなかったが、2008 年の生産額は前年比 56.26％と非常に顕著な伸びを

示し、全体の 6.31％を占めるに至った。2007 年から生産を開始した San Cristóbal 鉱山

の生産が伸びていることから、2009 年 1 月～9月の値では、鉱業セクターが全体の 13％を

占めている。 
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一方、農業（大豆、砂糖等）、鉱業産品（亜鉛、錫、天然ガス等）を中心とする一次産

品がボリビア総輸出の約 8割を占める中、鉱業セクターのボリビア経済に占める位置付け

は高く、重要な産業となっている。 

 
セクター別総生産額 

                   （単位：百万 Bs） 

 

セクター 

 

2007年 

 

2008年 

 2008 年 

シェア 

(％) 
伸び率 

(％) 

農業、林業、漁業 3,919.88 4,022.39 2.62 13.28 

原油、天然ガス、石油 1,948.28 1,988.04 2.00 6.56 

鉱業 1,222.98 1,911.02 56.26 6.31 

製造業 4,929.11 5,109.52 3.66 16.88 

電力、ガス、水道 559.59 579.60 3.58 1.91 

建設 870.80 950.02 9.10 3.14 

運輸、通信 3,066.34 3,189.55 4.02 10.53 

金融 3,262.85 3,415.38 4.67 11.28 

商業 2,338.43 2,449.89 4.77 8.09 

（出典：国家統計局） 
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３－４．鉱業行政機関 

(1)鉱業冶金省 (Ministerio de Minería y Metalúrgia) 

（http://www.mineria.gob.bo/） 

鉱業冶金省は、国内での鉱業冶金活動を決定する枠組みとなる政策法規の立案と適用に

関する責任を担っている。 

行政組織再編大統領令 No.29894 第 74 条に鉱業冶金省の新しい組織構造が明記されてい

る。再編の大きなポイントは、1次官室 2局体制から、3次官室 5局体制へと大幅に組織

体制が拡大されたことである。 

 

 

  

図３．鉱業冶金省組織図 

 

 

(2)大臣および次官の権限 

行政組織再編大統領令 No.29894 第 75 条～第 78 条に大臣・各次官の所掌範囲が定めら

れている。以下に大臣、各次官の権限を示す。 

① 大臣の権限（第 75 条） 

・ 金属或いは非金属鉱物の探査・探鉱・開発・選鉱・製錬・産業化・取引に関連す

る開発政策の形成・実行・評価・監査 

・ 鉱業・冶金業の発展に寄与する規則の提案・形成・認証と規則遵守の監督 

・ 鉱業・冶金業における現行法律・規則適用に対する監査 

・ 公社、民間企業、協同組合による鉱業産業の促進を目的とした政策導入及びその

運用に対する監査 

・ 鉱物取引及びロイヤルティ支払に適用される金属公式価格の定期的な発表 

・ 国内鉱業・冶金業に対する開発・投資獲得の促進 
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・ 鉱業権の付与と契約締結に必要な法制度の整備 

・ 特別規定に沿った鉱業関連争議の解決 

② 鉱業政策・規則・監査次官の権限（第 76 条） 

・ 鉱物資源の戦略的管理を可能にする政策を実行し、付加価値創造・鉱業産業化を

促進 

・ 投資・融資・税制・鉱物取引・社会政策・環境政策・産業開発を担う各公的機関

と共同で、鉱業・冶金業の発展に必要な政策・規則・規定の提案 

・ 鉱業における現行法規適用の監督 

・ 保護対象の企業・機関の運営を評価・監査 

・ 鉱物資源の生産・輸出に関する統計情報やその他の鉱業に関連する指標の処理、

分析、公表 

・ 各鉱業プロジェクトや、鉱業冶金省保護対象の機関、鉱業契約に対する監査・監

督 

・ ボリビアの鉱業ポテンシャルに関する広報活動 

・ 鉱業争議の理解と解決 

③ 鉱業冶金生産開発次官の権限（第 77 条） 

・ 地質、鉱業、非鉄冶金業、鉄鋼業、蒸発性資源等の分野における鉱業セクター

の発展に必要な計画・プログラム・プロジェクトの提案 

・ 合理的かつ体系化された、社会参加型鉱業活動の促進 

・ 公社・民間企業・合弁企業による環境保護に配慮した鉱業プロジェクトを通じ

て、鉱業・冶金業に対する投資や生産の促進 

・ 技術革新や段階的な経済政策の適用による生産量や生産性向上の促進 

・ 鉱業由来の利益に対する先住民の参加を促進する政策の提案 

・ 持続的鉱業開発を目的とする合意形成に必要な市民参加プロセスや規則の適用 

・ 環境法令遵守の促進・監督による持続的鉱業の保証 

・ 鉱物取引及びロイヤルティ支払いに適用される金属公式価格の定期的な発表 

④ 鉱業協同組合次官の権限（第 78 条） 

・ 鉱業協同組合が、全国鉱業協同組合連合（FENCOMIN）及び国内代表組織と共同

で全国規模に実施する計画の立案 

・ 技術・運営・産業安全性・衛生等の分野における鉱業協同組合の組織強化を目

的としたプログラム・プロジェクトの実施 

・ 鉱業協同組合における貧困層対象のプログラム・プロジェクト実施を目的とし

た具体的な政策の確立 

・ 鉱業投資基金（FOMIN）及び基金受益者間の連絡メカニズムを構築し、基金の持

続性と収益性を保証 

・ 協同組合の金採掘及び伝統鉱業における、詳細かつ区分化された政策の確立 

・ 協同組合の組織強化を目的とした政策・計画の確立と実施 

・ 協同組合及び小規模鉱業における生産性・経済性・社会性の発展促進を通じ、

技術・運営の向上に寄与 

 

３－５．鉱業政策・鉱業公社 

３－５－１．鉱業政策 

ボリビアでは、鉱業部門が、基礎調査から製錬、鋳造など多岐にわたって発展し、国の

経済の基幹となることを目標とし、加工や工業化、流通等の事業に支えられた安定雇用の

創出や鉱山地域に所在する村々の持続可能な開発を促進し、それらの恩恵が現場の自治体

に及ぶことを目指している。そのために、COMIBOL を通じて、国家による流通も含めた一

貫した鉱業生産過程の管理と強化を目指し、また、その法的枠組みの整備を行なうとして

いる。 

－21－



鉱業冶金省は国家鉱業部門計画を策定し、「鉱業冶金開発５ヶ年計画」を立案した。こ

れによって「鉱業政策のガイドライン」と「基本目標」を作成しているが、そのうち特に

重要な点は以下のとおりである。 

① 鉱業の総合的発展を目指した新しい法規枠の整備（鉱業政策のガイドライン） 

② 鉱業法の規定を新憲法に制定された内容と摺り合わせること。（具体的目標） 

③ 政府の短期開発計画の推進 

現在のボリビアの 95％の鉱物生産は錫、鉛、銀及び亜鉛に限られているが 2015 年まで

に銅、鉄、リチウムなどの大量生産計画を追加する方針である。 

政府は 2010 年からの 5ヶ年計画では次の具体的なプロジェクトを準備していると発表

した。ウユニ、コイパサ塩湖のリチウム、硫酸カリウム、塩化物の工業化、コロコロ銅山

開発、ポトシ県での亜鉛及び金の製錬所建設、オルロ県の Vinto 精錬所拡張。もう一方で

は鉱業共同組合の強化により Huanuni、Vinto の国有企業の生産性をアップする計画であ

る。環境分野ではポーポ湖の環境改善管理及び Huanuni 尾鉱ダムへの取り組みが予定され

ている。 
 
３－５－２．鉱業関係機関 

(1)地質鉱山技術サービス局（SERGEOTECMIN） 

鉱業冶金省に所属する 鉱山技術局 (SETMIN) と国立地質鉱業局 (SERGEOMIN) を合併し

SERGEOTECMIN を創立。大統領令 No.2877 により、SERGEOTECMIN は自己の管轄分野におけ

るコンサルタント業務の雇用契約に自らが参入可能であり、その際の報酬額は業務の調査

範囲に基づき決定される、と規定されている。 

科学分野での管轄は、(i)水資源の適切な利用と活路ある開発に関する政策や決定をす

るにあたって必要な情報手段となるテーマ別地図の作成やニュースレター、地下資源アト

ラスなどを通して全国の水資源の評価や調査、診断、地下水資源の管理運営、(ii)自然災

害の引き金となりうる地質活動の調査と把握、また国内の県や市町村への援助としてリス

ク診断を通しての災害防止、(iii)ラボラトリーにおける化学分析や環境分析などの調査、

(iv)鉱山労働従事者に向けた鉱山技術講習となっている。 

さらに、SERGEOTECMIN は以下の作業を行うものである 

鉱山地質調査、鉱物埋蔵量の評価、岩石分析、鉱物分析、堆積物調査、地熱調査、地球

物理基礎調査、ボーリング断面調査、井戸掘削、流水系の水文調査、帯水層環境調査、帯

水層の管理と保全、粒子分析、鉱物貴金属分析、冶金試験、岩石・堆積物の化学分析、乾

式・湿式製錬とサンプル準備 

 

(2)鉱産物統計サービス局（SENARECOM：Servicio Nacional de Registro de 

Comercialización de Minerales ） 

鉱業冶金省が管轄する機関。SENARECOM の設置に当たり、大統領令は、 SENARECOM に鉱

物と金属の国内外での流通を調整管理する業務、金属と鉱物の公定価格を 15 日毎に公表

する業務および、県や地方の役所と協力してボリビアにおける鉱物・冶金生産量の統計を

作成する業務を規定している。 

 

(3)鉱業投資基金（FOMIN：Fondo Minero de Inversión） 

2003 年、大統領令 No.27205 により鉱業投資基金（FOMIN）が創設され、翌 2004 年大統

領令 No.27792 により当基金の地方分権化・公共機関への変更が行われた。この機関の目

標は鉱業・冶金プロジェクトに対する資金援助を通じて鉱業を奨励することである。 

 

(4)ボリビア鉱山公社（COMIBOL：Corporación Minera de Bolivia）  

  （http://www.COMIBOL.gob.bo/）  
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COMIBOL は、基礎調査と探査、操業、選鉱、鋳造と製錬、鉱石と製錬金属の流通、国有

地の管理運営の役割を担って、生産ラインに直接参画する。 

2008 年 2 月 22 日付けの省令第 014 号は、COMIBOL が以下の活動を行うと規定している。 

① 国有保護地域の計画策定、運営、組織、指揮、審査 

② SERGEOTECMIN に対し、鉱業コンセッション対象地や国有化された鉱山への基礎調

査・探査調査実施を目的とした無制限の立ち入りを許可する。 

③ 国有保護地域における基礎調査、探査、採掘を目的とした鉱業契約を鉱業共同組合

やその他の鉱業業者と交わす。 

④ 鉱業手続きに関する事項一般について、関係諸機関から情報を求められた場合、透

明性をもって適宜対応する。 

 

 

図４．COMIBOL 組織図 

 

(5)ボリビア蒸発資源局（DEB：Dirección de Evaporíticos de Bolivia） 

国家は大統領令 No.29496（2008 年 4 月 1 日）にて、ウユニ塩湖の蒸発資源開発を国の

優先事業と宣言、5.7 百万 US$の予算を投じた実験プラントなど、探査や開発、工業化お

よび流通の実施機関の創設を指示した。これに基づき COMIBOL の理事会決議（第 380 決議、

2008 年）によって DEB が COMIBOL 内に創設され、パイロットプラントの 終設計までを含

むプロジェクトが認可された。これは、リチウムとその産物である炭酸リチウムを採掘す

る技術を獲得し、バッテリーやその他の製品を製造実施する付加価値のある大規模な生産

を目指すための計画であり、計画継続のためには国外からの投資を導入することが関係機

関にとっての重要事項となっている。 
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３－６．探鉱状況・探鉱プロジェクト 

(1)COMIBOL 

COMIBOL は、ボリビアの鉱業部門にとって重要な探査と基礎調査プロジェクトを先導す

る責務を担っている。 

鉱業探査活動が行われているのはボリビア国土全体の 5％のみであり、政府は 2010 年か

ら 2015 年にかけて探査活動に力を入れる計画である。 

鉱業冶金省では PLAN SECTORIAL (2009-2015)と称する計画書のなかで、内外資の誘致の

ために有望区域の探査を進め地質図を整備することを SERGEOTECMIN に課している。 

 

(2)El Mutun 

El Mutun は、ボリビア南東部サンタクルス県 German Bush 郡 Puerto Suarez 市から

27km、ブラジルの Urucum 山塊と隣接する海抜 200～800ｍに位置し、面積は 65 ㎢、鉄 400

億 t やマンガン 100 億 t が埋蔵されている世界で も重要な鉄鉱床の一つである。  

1956 年より、COMIBOL 及びボリビア地質サービス局（GEOBOL）が探査を開始し、国内市

場での鉄の消費低迷や中国との生産競争、燐を多く含む鉱石の処理にかかる追加コストな

どのため、収益性がないと判断されていた中で、93 年まで Empresa Metalurgica del  

Oriente と COMIBOL は 35 万トンの鉄鉱石を採掘し、アルゼンチン及びパラグアイに輸出

した。 

その後、道路などのインフラ未整備を理由に事業は停止し、90 年代半ばには採掘権の国

際入札が行なわれたが、製鉄プラントと Puerto Bush までの道路建設も含まれていたた

め鉱山関連企業の関心は低かった。2000 年代に入り、Rio Tinto や Phelps Dodge が興味

を示した。 

2004 年にボリビア政府は、鉱床と既存選鉱工場の民営化は困難と判断し、リスクをシェ

アする方式の入札を考え、2006 年 5 月に国際 入札を行なった結果、同年 6月にインドの

Jindal Steel ＆ Power 社（Jindal）が落札、2007 年 7 月、ボリビア政府との間で契約に

合意がなされた。 

その後 Jindal 社は本鉱山の開発に 23 億 US$を投資し、推定埋蔵量の 50％を 40 年間に

わたって開発する権利を得たが、これには 400MW の発電所建設も含まれ、ボリビア政府は

発電に天然ガスの使用を要求している。Jindal は 初の 20 年間は単独の操業権を持つが、

後の 20 年間は COMIBOL との共同となっている。同社は当初の 5年間に 15 億 US$の投資を

約束している。 

2008 年 4 月に議会の承認を得て、Jindal 社 は El Mutun の開発許可を取得、同社は

2009 年 4 月に 2010 年 5 月の操業開始予定を発表した。その後、開発用地の接収問題、政

府による天然ガスの供給や道路整備に問題があり、計画の実行は遅れ、住民からは計画遅

延による労働問題が起こり、政府を巻き込んだ協議が続いている。Jindal 社 は、2010 年

には製鋼所の他 5つのプロジェクト（選鉱プラント、ペレットプラント 2棟、海綿鉄プラ

ント、電力生産プラント）を実施し、工業化のスタートを図ると発表している。 

一方、2010 年 1 月に、ボリビア政府は El Mutun の残り 50％について、独自の開発を目

指すことを決定し、2010 年中に資金調達計画や企業化計画を完成したいとしている。 

 

(3)Corocoro 

Corocoro は、ラパスから 120km 離れた Pacajes 郡に位置する鉱山で、操業開始は 1960

年代であったが、1985 年 8 月に低金属価格及び、鉱山地域の再整備等の事情により閉山さ

れた。翌年 COMIBOL は労働者雇用問題など政治的理由により 12 百万 US$を投下し、1996

年までの約 10 年間、少量の生産を続けていた。1997 年には 180ｔ/月の高品位銅鉱処理に

より自己運転資金が得られるようになり、その後も探鉱を続け、2000 年初期には良い兆候

が得られ、興味を示す数社と再開発計画が練られたが、法的な問題から、進展は得られな

かった。 
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2007 年 2 月に COMIBOL は Corocoro 再開発の資金計画及び企業化計画の技術的評価を開

始した。この計画は次のとおりである。 

①� 第一段階計画：過去の Tailing を再処理するために Leaching Plant を建設し、カ

ソードを生産する。 

②� 第二段階計画：新たな探鉱を行い、新銅山を開発し、電気銅を生産する。 

この結果、第一段階計画として、ボリビア政府は 8百万 US$を投資して Leaching Plant

を建設し、過去の Tailing を再処理して銅地金を生産することを決定、2009 年 10 月には

年間 3,600ｔのカソードの生産が計画される Plant の操業が始まり、2010 年 1 月には、

初のカソード 250ｔの入札が行なわれた。 

一方、第二段階計画では、2007 年 10 月、Corocoro で使用する硫酸につき、ウユニ湖の

硫酸 Plant を 1 百万 US$を投資して再開し、生産予定量 100ｔ/日のうち 60ｔ/日を使用す

る契約を軍と締結した。2008 年 8 月には韓国の大韓鉱業振興公社（KORES）と合弁で開発

を進めることに合意し契約に調印した。合弁は COMIBOL55％、 KORES45％ で、KORES は探

鉱段階の 18 ヶ月間に 10 百万 US$を投資、その後 15～20 年の生産段階に 200 百万 US$を

投資するとしている。計画では年間 30,000～35,000ｔの電気銅の生産となっている。2010

年 4 月には 12,000ｍのボーリング調査計画を完了し、更に 18,000m のボーリング調査が計

画されている。 

 
３－７．鉱業生産状況・生産プロジェクト 

３－７－１．鉱山別生産推移 

鉱山名 権益所有企業 鉱種 
生産量 

2007 2008 2009 

  亜鉛（千 t） 24 195 246

San Cristobal 住友商事 鉛 （千 t） 9 64 70

  銀  （t） 90.7 548 501

     

 Glencore 50（％） 亜鉛（千 t） 41 34 20

Porco COMIBOL 50（％） 鉛 （千 t） 3 2 1

  銀  （t） 58.5 53 42

     

 Glencore 50（％） 亜鉛（千 t） 26 19 13

Bolivar  COMIBOL 50（％） 鉛 （千 t） 1 1 1

  銀  （t） 74.7 59 39

     

Colquiri Glencore 50（％） 亜鉛（千 t） 17 14 12

 COMIBOL 50（％） 錫 （千 t） 2.7 2 2

     

Poopo Glencore 亜鉛（千 t）  7 9

  鉛 （千 t）  2  

  銀  （t）  53 12

     

 Pan American 亜鉛（千 t） 2 2 3

San Vicente Silver  95（％） 銀  （t） 20 29 86

 Trafigura 銅 （千 t） 0.1 0.1 0.4
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（出典：鉱山冶金省他） 

 
 
 
 
 

 
 

図５．ボリビア操業鉱山、製錬所位置図 

 

 

 

 

 

 

 

Huanuni COMIBOL 錫 （千 t） 7.7 8 9 

      

Don Mario Orvana 金  （t） 2.76 2.4 2 

 Minerals     

－26－



３－７－２．主要鉱山の概要 

(1) San Cristobal 鉱山 

1995 年に Apex Silver 社が San Cristobal 鉱床を発見。その後同社により探鉱作業及

びインフラ検討がなされ、2001 年、環境許可を取得、2003 年にはチリの積出港

（Mejillones）までの鉄道運搬契約及び倉庫設置を含めた港湾施設の使用契約を締結 

2004 年 10 月に最終企業化計画（F/S）を完成。この計画によればプロジェクトコストは

560 百万 US$で Open Pit、日産粗鉱処理量 40,000ｔ、当初の 5年間の年間平均生産量は、

銀 26.5 百万 oz、亜鉛 215,700ｔ、鉛 90,000ｔ。建設開始 2004 年、生産開始 2007 年であ

った。 

2005 年には、近郊住民による会社の適正な税の支払い要求やポトシ県当局からは、操業

の影響による地域の水不足への懸念が表明された。2006 年 3 月時点では建設工事進捗度

54％で操業開始は 2007 年 9 月を予想、この時点でトータルキャピタルコストは 600 百万

US$であった。 

2006 年 9 月、住友商事が 224 百万 US$＋出来高で権益の 35％を取得。この年 11 月時点

での建設工事進捗度は 85％で、トータルキャピタルコストは 650 百万 US$、マインライフ

16 年間の年間平均生産量は銀 15.7 百万 oz、亜鉛 166,000ｔ、鉛 59,000ｔであった。2007

年 7 月に製錬所が稼動開始 

同年 8月に San Cristobal の最初の精鉱が生産された。10 月には 3,500ｔ、続いて

9,100ｔの亜鉛精鉱が出荷され、2008 年 2 月にはフル操業を記録した。 

2008 年 11 月、住友商事と Apex Silver 社は、住友商事が Apex Silver 社の持分 65％を

22.5 百万 US$で買収する LOI を締結。2008 年 12 月住友商事は Project Finance の 90％

を購入し、借入金の返済を早め Apex Silver 社の倒産に備えた。2009 年 1 月、Apex 

Silver 社は自己の持分 65％を 27.5 百万 US$で住友商事に売却、同時に Apex Silver 社は

破産手続きに入った。2009 年 3 月には、住友商事と Apex Silver 社との間で同鉱山の開発

並びに生産会社である Minera San Cristobal S.A.の株式譲渡契約が発効となり、同社は

住友商事の完全子会社となった。 

San Cristobal 鉱山は、2009 年に 204,000ｔの亜鉛精鉱を生産した。2010 年に入り、水

不足の懸念や、インフラ整備の要求などを理由に、地元住民による道路閉鎖などの抗議運

動が発生している。 

 
(2)Shinchi Wayra 社保有鉱山 

2005 年 2 月に Glencore は、ボリビア最大の鉱山会社（COMSUR:Compañía Minera del 

Sur の全株式を 220 百万 US$で買収し、現地運営会社として Shinchi Wayra 社を設立した。

2007 年に同社は、2009 年までの間に 144 百万 US$を投資してボリビアにおける自社鉱山

の生産量を倍増する計画を発表した。 

ボリビアにおける同社の保有鉱山は以下のとおりである。 

① Poopo 鉱山  

オルロ県オルロ地域オルロ郡ポーポ鉱山地域に位置し、2007 年に操業開始。坑内掘り。

埋蔵量は 50 万ｔで粗鉱品位は、亜鉛 12.0％、鉛 1.50％、銀 150ｇ/ｔ。亜鉛、鉛、銀精

鉱を生産している。 

② Porco 鉱山（COMIBOL と 50/50 の J/V） 

ポトシ県 Quijarro 郡、ポトシ市内からウユニに向かう途中 52km、標高 4,400ｍに位

置し、ポルコ、アポ・ポルコ、ウアイナポルコの３つの鉱山から亜鉛、鉛、銀を採掘し

ている。投資額は 40 百万 US$。坑内掘り。埋蔵量は 91 万ｔで粗鉱品位は、亜鉛 7％、

鉛 0.50～0.62％、銀 60ｇ/ｔ。亜鉛、鉛、銀精鉱を生産。 
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            PORCO 鉱山資源埋蔵量 

 埋蔵量（ｔ） 亜鉛 (％) 鉛 (％) 銀ｇ/t 

確定 632,543 6.94 0.28 60 

推定 178,615 6.2 0.28 39 

計 911,158 6.78 0.28 55 

 資源量（ｔ） 亜鉛 (％) 鉛 (％) 銀ｇ/t 

精測 2,403 8.21 0.4 64 

概測 3,472 8.32 0.36 69 

予測 6,888 7.62 0.38 52 

計 12,763 7.92 0.38 59 

         （ 出典：Shinchi Wayra, Grupo Minero Porco, 2007） 
 

③ Bolivar 鉱山（COMIBOL と 50/50 の J/V） 

オルロ県のパスナバレーに位置する坑内掘り鉱山。1993 年に COMSUR は、COMIBOL と

Bolivar 鉱山の再開に合意し、50 百万 US$を投資して 1994 年 12 月に操業を開始した。

埋蔵量は 2.99 百万ｔで粗鉱品位は、亜鉛 15％、鉛 1.2％、銀 358ｇ/ｔ、錫 1％、亜鉛、

鉛、銀精鉱を生産 

 

④ Corquiri 鉱山（COMIBOL と 50/50 の J/V） 

1989 年に 8 月に生産再開された後、新鉱体が発見され COMIBOL の重要な鉱山の一つで

あった。しかしその後数年間労働者のストライキ等で、生産は停止された。この間

COMSUR と CDA がパートナーを組んで 2 百万 US$で COMIBOL から権益を取得。2004 年 5

月には COMIBOL、COMSUR と協同組合で新たな雇用等につき合意に達し鉱山は正常操業に

戻った。 

2008 年 8 月に COMIBOL との J/V に合意 

鉱山はラパスの南 193km に位置する。坑内掘り及び、過去の Tailing 処理。埋蔵量は

22 百万ｔで、粗鉱品位は、亜鉛 3.74％、錫 0.52％。錫は Vinto 製錬所に供給している。 

 

３－７－３．製錬所 

(1)Vinto 錫製錬所 

Vinto 錫製錬所は 1971 年 1 月に 7,500ｔの容量で第 1 フェーズの操業を開始、1979 年に

は第 2 フェーズの 1 万ｔ容量の拡張を終え、1989 年 5 月には更に技術更新を行なった。

1989 年 11 月には米国の Laurel industries Inc.によりアンチモンの製造を始める。2000

年 3 月には 14 百万 US$で Allied Delas 社の手に渡り、少し後に RBG 社に譲渡、その後破

産宣告を行なう。2002 年には全ての株は COMUSUR（サンチェス・デ・ロサーダ前大統領の

会社）に 6 百万 US$で売却された。更に 2005 年にはスイスの Glencore（Sinchi Wayra

社）が約 1億 US$で買収した。 

所有権が Glencore に渡ったのは不法契約のもとに行なわれたとして、2007 年 2 月モラ

レス大統領は、Vinto 錫製錬所の国有化を宣言し、同製錬の国有化を命じた大統領令

「Federico Zapata 29026 号」を発令した。大統領令では、Vinto 製錬所の全ての資産を

ボリビア政府が接収し、Vinto 製錬会社（Empresa Matalurgica Vinto）が管理運営するこ

とを定めている。 

政府は 2009 年 2 月 20 百万 US$を投資して設備の改善を図ることを表明した。 

同製錬所の生産量は Sinchi Wayra 社時代 11,328ｔ、2007 年 9,448ｔ、2008 年には

9,522ｔであったが、2009 年には 11,800ｔという錫（99.5％）の 高生産量を記録した。 

今後 Ausmet の炉を設置することにより年間生産量 20,000ｔに増産する計画である。 
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(2)Karachipampa 製錬所 

1983 年、当時の政府によって 150 百万 US$を投じて建設されたが、その操業に見合う国

内の精鉱供給量不足状態が続き、建設後現在まで殆ど稼働していない。2008 年、カナダの

Atlas Precious Metales 社（65％）と COMIBOL（35％）の JV が操業することになり、

Atlas 社は、現在ある鉛・銀製錬所の他、亜鉛製錬所建設も含め 850 百万 US$の投資を約

束している。同社は、まず、140 百万 US$をかけ、銀・鉛精鉱処理量 51,000ｔ/年を稼働さ

せる計画で、更に亜鉛の製錬所（8～10 万 t/年生産）を建設するとしているが、依然、安

定的な原料調達が問題として残されている。 

 

３－７－４．その他 

世界気候変動に直面して世界中が二酸化炭素を発生しないクリーン・エネルギーを求め

始めている中で、現在最も注目されているエネルギー源はリチウム、ヘリウム、重水素、

ベリリウムである。リチウムには Li6(7.50 ％)と Li7(92.50 ％)の 2 つの同位体があり、

前者は熱核融合に役立ち、後者はバッテリーに使用される。 

ボリビアでは、大統領令 29496 法（2008 年 4 月 1 日）にて、ウユニ塩湖の蒸発資源開発

を国の優先事業と宣言、570 万 US$の予算を投じた実験プラントの建設、探査や開発、工

業化及び流通の実施機関の創設を指示したように、リチウムの埋蔵地帯として塩湖が注目

されているので、以下に概略を述べる。 

ウユニ塩湖はポトシ県に位置しており、総面積は 12,106 Km2 で、世界―のリチウム埋蔵

量を持つと言われている。なお、COMIBOL は、2010 年 1 月に、当塩湖には 18～20 百万ｔ

のリチウム、つまり今まで予想されていた倍以上の量が埋蔵されていると発表した。 

            ウユニ塩湖埋蔵量 

元素 
平均濃度 

(mg/l) 

塩湖の埋蔵量 

(百万 t) 

塩素 191,000 3,140

硫酸塩 16,900 270

ホウ素 466 7.7

ナトリウム 97,300 1,600

カリウム 11,800 194

リチウム 542 8.9

カルシウム 468 7.7

マグネシウム 12,800 211

ウレキサイト - 12

合計 - 5,459.3

                    （出典：Orstrom,1987） 

 
2008 年に始められたウユニ塩湖におけるリチウム生産計画（投資額 8.4 百万 US$）によ

って、リチウムなどの回収に係るパイロットプラントをリオ・グランデ地区、ノルリスク

に建設することが計画され、建設工事が進められている。主な生産物は炭酸リチウムの他、

炭酸ナトリウム、塩化カルシウム、塩酸、水酸化ナトリウムや硫酸が考えられている。 

このプロジェクトの第 2 フェーズでは、プラントまでの工業用エネルギー供給のための

配電、カマルゴからリオ・グランデまでのガスパイプライン、プロジェクトサイトからチ

リの国境までの道路建設などが含まれていることから、外国の投資企業の参加が期待され

ている。 
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３－８．鉱業を取り巻く社会事情 

雇用の創出や鉱物資源の採掘権、鉱山地域の住民参加等の社会問題及び、天然資源の汚

染や鉱業活動による環境破壊に対する補償等の環境問題が多発している。 

新憲法規定に、先住民族・農民に対して再生可能な天然資源の“排他的”権利を与える

条文が盛り込まれたこと、加えて、法律の内容が不鮮明であるなどから、操業地域周辺の

住民がこの条文を楯に民間や公営の鉱山を占拠し雇用の要求や鉱山会社の撤去や住民への

経済的還元の増大を求める事態が発生したり、民間の鉱山会社や鉱業組合にとっては深刻

な社会問題がますます激化しつつある。 

政府は、両者の話し合いを模索しているが、十分な話し合いとそれに基づく合意の実行

が必要で簡単には解決しそうもない。 

鉱山開発には、今後益々、予め住民との話し合いでの解決・合意が重要な要素になると

思われる。 

近の事例として以下の紛争があげられる。 

・  (2009 年 3 月 3 日) サン・バルトロメ鉱山の労働組合に加盟する労働者らがポトシ

県外出身の職員 16 人の解雇とポトシ県出身者だけを対象とした雇用を求めて同鉱山

を占拠。鉱山は一日の操業を停止し、US$15 万の損失が発生、企業側は労組組合員に

対する司法手続きを開始した。 

・ (2009 年 9 月 23 日) サン・クリストバル鉱山の周辺村落出身の元労働者らが、同鉱

山側が約束した雇用の創出を求めてサン・クリストバル鉱山の跡地をシンボリック

に占拠、会社側は関係者らに検察事情聴取への出頭を課した。これにより操業を一

日停止せざるを得なかった。 

・ (2009 年 9 月 25 日) 雇用を要求するサンタ・マリア鉱山の元共同組合員らが鉱山を

占拠し、労働者らを宿舎から追い出し、家財を取り上げるという事件が発生した。 

・  (2009 年 9 月 25 日) ワヌニ鉱山の元共同組合員らが安定雇用を企業側に要求。正

しい雇用情報が得られず、国営化の際に行なわれた採用に漏れたというのが理由で

あった。 

・ (2009 年 9 月 29 日) インティ・ライミ鉱山の周辺村落住民らが環境破壊に対する補

償（1500US$/世帯）と雇用を求めて同鉱山を占拠。会社側は住民らに解決のための

提案書を提出を約し、住民は提案がなされるまでの間鉱山の操業を許すことで合意

した。 

・ (2009 年 10 月 17 日) 雇用と鉱山を巡る権利を求めて農民らがヒマラヤ鉱山を占拠。

事態は雇用を失った労働者と雇用を求める農民の間で紛争となり数ヶ月に渡って続

いたが、農民を代理する COMIBOL と鉱山側がそれまでの貸借契約を合弁契約に変更

することで合意した。 

・ (2009 年 10 月 19 日) ポーポ湖はじめデサグアデロ川、ワヌニ、アンテケラ水系の

住民が鉱業活動による水質と土壌の高濃度汚染を理由に同地域を環境非常事態地域

に指定することを求めて政府（ラパス）までデモ行進を行なった。汚染された飲料

水によるガン発症や作物の収穫減少を訴えた。 

・ (2010 年 1 月 19 日) Arisur Inc. が COMIBOL と貸借契約を結んで操業する

Ockoruru 鉱山(トマス・フリアス郡)を、付近住民が包囲。住民らは同鉱山が社会経

済的役割を果たしていないとしている。現在、地域への特典改善に向け折衝中であ

る。 

・ (2010 年 1 月 20 日) 雇用を求める鉱山労働者らが Mining Co.が営業する Chojlla

鉱山（Sud Yungas)の第 150 層を占拠。占拠したのは同鉱山の元労働者らで恩典の付

与と第 100、120、130 層での採掘（鉱山会社が 10 年間操業を停止する）で合意に達

した。 

・ (2010 年 1 月 26 日) San Pablo de Lipez (Sud Lipez 郡)のメルセデス鉱山を住民

らが占拠。同鉱山は COMIBOL との貸借契約によって操業しているが、住民側は 50 年
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にわたるヌエボ・ムンド共同組合による再生不可能な天然資源の採掘（鉛、銀、亜

鉛）は何の利益ももたらさず、社会的な役割を果たしていないと訴え、国際労働機

関の協定第 168 号第 14、15 条にも違反していると指摘した。 

 

４．一般情報 
 

ボリビア多民族国（Estado Plurinacional de Bolivia：2009 年 3 月 18 日に名称変更） 

 

４－１．対象国の概要 

４－１－１．地理 

位置：南緯 9度 38 分‐22 度 53 分、西経 57 度 26 分‐69 度 38 分に位置。 

面積：1,098,550 平方キロメートル（日本の約 3倍） 

時差：日本との時差は△13 時間 

 

４－１－２．地勢及び気候・気象 

ボリビアの地形は平野、盆地（渓谷）またはユンガス、そしてアンデス地帯の三つに分

けられているため、環境気温は緯度だけでなく、海抜の高さに左右される。つまり、標高

100 メートルの上昇ごとに 0.55℃気温が下がり、標高が高いほど気温は低くなる。このよ

うに、レアル山脈（東部）とオクシデンタル山脈（西部）からボリビアの西部にかけて気

候は標高によって左右されている。永遠の雪に覆われ、極地並みの寒さの峰もあれば、同

じ緯度でも亜熱帯性・熱帯性気候の平野が広がっている地区もある。 

① アマゾン地帯(平野) 

ボリビアの北東部、サンタクルス県、ベニー県及びパンド県がこの地帯に属しており、

標高は 500m 以下で国土の約 59％を占める。アマゾンの熱帯地域の夏、12 月から 2月頃は

高温多湿で平均気温が 22℃、30℃を容易に超えることも多く、アマゾンから流れてくる風

が雨をもたらす。一方 5月以降は湿度が下がり乾いた風が吹き、雨量が減るために晴れた

日が多い。7月から 8月は定期的に冷たい南風「スラソ」が吹くため急激に寒くなる。ア

マゾン地帯は主に米、大豆、サトウキビ、綿などに加え、柑橘果樹、パパイヤ、スターフ

ルーツ、マンゴー、バナナなど熱帯果樹の生産地である。 

② アンデス地帯 

ボリビアの中央から南西部、オルロ県、ラパス県、ポトシ県、コチャバンバ県、チュキ

サカケ県それぞれの県の一部がこの地帯に属しており、国土の 28％に及ぶ。標高は 3000m

以上あり、年中乾燥していて寒冷な気候なうえ常に寒風が吹いている。標高 4000m のラパ

スのエルアルトからオルロにかけて広大な高原が広がり、日中の年間平均気温は 15℃から

20℃まで上昇する一方、夜は急激に温度が下がり 0℃以下まで下がることも少なくない。

毎月のように霜と雪に見舞われる。生産物はジャガイモ、オカイモ、キヌア、大麦、カラ

ス麦、ソラマメなどである。 

③ 盆地（渓谷）地帯 

盆地(バージェ)は国土の 13％を占め、アンデス地帯とアマゾン地帯の間に位置しており、

コチャバンバ県、チュキサカ県、タリハ県、ポトシ県それぞれの県の一部から成り立って

いる。標高は 600m から 2900ｍの間に位置しているため気候は温暖で年間を通して極端な

気温差があまりない。ブドウ、モモ、リンゴ、果樹栽培、野菜の生産に適しており、高質

なコーヒーやコカの葉も栽培されている。 
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４－１－３．言語 

新憲法「多言語（第五条）」では、スペイン語以外にもすべての先住民族言語（３６言

語）が公用語として認められ、スペイン語に加えてもう一つの言語を利用することが義務

づけられている。しかし 36 先住民族言語が公用語と規定されているものの、実際に文字

文化が発達しているのはスペイン語で、その他の言語はどちらかといえばそれぞれの地域

で話し言葉としてのみ使われているのが現状である。人口の 40％がスペイン語のみを公用

語として利用し、その他は、ケチュア語、アイマラ語、グアラニー語、その他の 33 言語

をスペイン語と並行して使っている。 

憲法で示している先住民言語は次のとおりである。 

アイマラ語、アラ語、アラオナ語、バウレ語、ベシロ(チキタノ)語、カニチャナ  語、

カヴィネニョ語、カユババ語、チャコボ語、チマン語、エセエハ語、グアラニー語、グア

ラスエ語、 グアラユ語、イトナマ語、レコ語、マチャフヤイカリャワヤ(カッァワヤ)語、

マチネリ(マチゲンガ)語、マロパ語、モヘニョ-トリニタリオ語、モヘニョーイグナシア

ノ語、モレ語、モセテン(チマネ)語、モヴィマ語、パカワラ語、プキナ語、ケチュア語、

シリオノ語、タカナ語、タピエテ語、トロモナ語、ウルチパヤ語、ウェニャイェク 語、

ヤミナワ語、ユキ語、ユラカレ語、サムコ語、 アヨレオ語 

 

４－１－４．歴史 

① スペイン植民地時代前  

・ 西暦紀元前 20,000 年～西暦紀元前 2,500 年：ビスカチャーニ文化の繁栄 

・ 西暦紀元前 20,000 年～西暦紀元前 5,000 年：ハイワイコ文化の繁栄 

・ 西暦紀元前 20,000 年～西暦紀元前 1,200 年：アマゾン文化の繁栄 

・ 西暦紀元前 800 年～西暦紀元前 1,200 年：灌漑システム技術を基盤とした生活を営

んだモホス文化の繁栄 

・ 西暦紀元前 1,500 年～西暦 200 年：チリパ文化(ラパス)、ワンカラニ文化(オルロ)、

ティワナク文化(第 1期、第 2期)の繁栄 

・ 1 世紀～12 世紀：ティワナク文化（第 3 期、4 期）ボリビアの中心部(盆地)のトｳプ

ラヤ、モホコヤ、オメレケ、ヤンパラ文化の繁栄 

・ 12 世紀～14 世紀：アイマラ諸王国コーリャ、ルパカ、パカサ、モーリョ、ウルス、

カランガ、チャルカ、チチャ文化の繁栄 (チチカカ湖沿岸) 

・ 13 世紀の後半～15 世紀の半ば：インカ文明高地からアマゾンまで支配 

現在のボリビアは 10 世紀頃、ペルーのクスコを中心に勢力を広げてきたインカ族（ケ

チュア族系）の侵入により、1400 年代にインカ帝国の一部となった。 

② スペイン植民地時代 

・ 1532 年：スペイン人によるインカ帝国の征服。アタワルパインカが逮捕され処刑さ

れる。 

・ 1538 年：スペイン人による植民地化の始まり。ポトシの鉱山でインディオのミタに

よる強制労働が始まる。主植民地都市の建設が始まる(ラ・プラタ、ラパス、コチャ

バンバ、サンタクルス、タリハ、オルロ)。 

・ 1545 年：セロ・リコデ・ポトシの銀鉱山が発見される。 

・ 1780 年～81 年：インデｲオの反乱、トｳパク・カタリの指揮によりラパスの街を囲む。 

・ 1809 年～11 年：ラ・プラタ、ラパス、コチャバンバ、オルロ、サンタクルスの民衆

の反乱 

・ 1809 年～25 年：独立前の内戦 

・ 1810 年～17 年：アルゼンチンからの応援隊が到着する。 

③ ボリビア共和国独立 

・ 1825 年：ボリビア共和国独立 
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・ 1829 年～35 年：シモン・ボリバル初代大統領、ホセ・アントニオデ・スクレ、アン

ドレス・デ・サンタクルース大統領と続く。 

・ 1836 年：サンタクルースがペルーボリビア連合を結成するもチリ軍に敗れて崩壊 

・ 1870 年：メルガレホ大統領によるインデｲオのコミュニティ土地の配布 

・ 1879 年：チリとの国境紛争（太平洋戦争）で太平洋岸の領土を失い内陸国となる。 

④ 共和国時代 1880 年～1952 年 

・ 1899 年：保守派による鉱山の独占支配政治が盛んになる。その後保守派が敗れ自由

主義派の意向により政治首都をスクレからラパスに移転 

・ 1899 年～1920 年：自由主義派による政治で錫の採掘がはじまる。 

・ 1904 年：ブラジルとのアクレ戦争に敗れ土地を奪われる。 

・ 1932 年～36 年：パラグアイとのチャコ戦争に敗れ土地を奪われる。 

・ 1952 年：革命ナショナル運動（MNR）により独占支配層に対する反乱が起きる。 

⑤ 共和国時代 1953 年～2005 年 

・ 1953 年：パス・エステンソロ政権に代わり鉱山国有化、農地改革、参政権などを実

行 

・ 1952 年～64 年：革命ナショナル運動の政府による国家改革 

・ 1964 年～82 年：軍事政権 

⑥ 民主主義政治回復時代 

・ 1982 年～2005 年： 参加政治党派 MNR、ADN、MIR、 MNR 

・ 1983 年～1985 年： 深いインフレの渦に巻き込まれインフレ率が 23,000％上昇。第

一次世界大戦後のドイツで起こった現象に類似 

・ 1985 年：自由市場経済モデルを取り入れる。 

・ 2000 年：コチャバンバ水戦争 

・ 2003 年：コチャバンバガス戦争。サンチェス・デ・ロサーダ大統領の経済方針に反

対して氾濫が起き、60 人の死者と約 500 人の負傷者を出し、大統領は辞任をせざる

を得ない状態に追込まれた（通称「ガスの戦争」と呼ばれた）。 

・ 2005 年：当時のメサ大統領に対し炭化水素の国有化をめぐる政治的、社会的問題が

押し迫り大統領は辞任、後任のロドリゲス大統領は次期大統領選挙を早め、現在の

エボ・モラレス大統領が選ばれた。 

⑦ 多民族国時代 

・ 2006 年～2009 年：ボリビア史上初の先住民出身の大統領であるエボ・モラレス政権

（社会主義運動 MAS）。新自由主義路線脱却、米国からの自立、先住民権利拡大、

YPFB 石油会社・ENTEL 電話会社・ビント精錬所等の国有化、文盲根絶達成、憲法改

正達成。正式国名をボリビア共和国からボリビア多民族国へ変更（2009 年 2 月）。

有権者登録で指紋照合システム導入 

・ 2010 年：2009 年 12 月 6 日、新憲法に基づき大統領選挙が実施され、再選されたモ

ラレスは 1月 22 日を多民族国創立記念日と定めた。正式に国会で大統領就任式を終

え、今後は新憲法に基づき、各分野の法律をひとつひとつ改正する予定である。 

 

４－１－５．文化 

① 人口 

国立統計局 (INE: Instituto Nacional de Estadística) が発表している 2001 年の国

勢調査(Censo Nacional)結果と 2009 年推定の比較は以下のとおり。 

 

項 目 2001 年 2009 年推定 

総人口 8,274,325 10,227,299 

      

男女の比率 49.80/50.20 49.88/50.12 
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居住地比率 

都市と地方 

62.42/37.57 

  

65.98/34.02 

  

      

人口密度 7.56/Km2 9.34/Km2 

 

主な都市の状況は以下のとおりである。 

 

 

② 年間人口増加率：2.24％（2000－2005） 

③ 平均寿命：女性 65 歳、男性 63 歳 （2010 年） 

④ 文盲率：0％（2008 年） 

⑤ 民族構成 

ボリビアの先住民族は大きく分けて二つに分類される。 

・ アンデス民族：アイマラ（ラパス県、オルロ県、ポトシ県）及びケチュア（コチャ

バンバ県、チュサカ県、ラパス県、ポトシ県、オルロ県） 

・ 東部アマゾン民族：グアラニー、タカナス、パノス、アラウコス、チャパクラス、

ボトクドス、サムコス、モヘーニョス、ユラカレ等（サンタクルス県、ベニー県、

パンド県） 

2003 年にインデｲヘナ次官室により整理された資料では以下に分類される。 

・ ケチュア人 30％（2,539,044 人） 

・ アイマラ人 25％ (2,084,171 万人） 

・ メステｲソ 30％ (2,500,000 人) 

・ 白人（スペイン人が も多い）15％ (1,250,000 人) 

・ アジア系(18,600 人、内日系人 14,000 人)。 

 

 

 

県名 県庁所在地 

2001 年 

（国勢調査）

人口 

2008 年 

(推定) 

人口 

面積 Kｍ2 標高ｍ 

ラパス ラパス 2,350,466 2,756,989 133,985 3,640

サンタクル

ス 

サンタクル

ー ス ・ デ

ラ・シエラ 

2,029,471 2,626,697 370,621 416

コチャバン

バ  

コチャバン

バ 

1,455,711 1,786,040 55,631 2,558

ポトシ ポトシ 709,013 780,392 118,218 4,070

チュキサカ スクレ 531,522 631,062 51,524 2,790

オルロ オルロ 391,870 444,093 53,558 3,709

タリハ  タリハ 391,226 496,988 37,623 1,866

ベニー   トリニダ 362,521 430,049 213,564 236

パンド   コビハ 52,525 75,335 63,827 221

合計  8,274,325 10,027,645 1,098,550 
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⑥ 宗教 

信仰の自由を認めたうえでローマ・カトリックを国教に定めている。2001 年の国勢調査

によれば国民の 78％がローマ・カトリックを信仰しており、プロテスタント・福音派は

19％と近年勢力を増している。2.5％が無宗教、0.2％がその他の宗教を信仰している。一

方インディオの多くはカトリックと先祖から伝えられた多神教である融合宗教を実践して

おり、たとえば大地の女神「パチャママ」、コパカバーナのマリア像、ウルクピーニャ、

タタ・サンテｲアーゴ、アイマラの物質の神様エケコ、グアラニーのトｳパーの神様などは

インディオの間で今でも根強く生きている。エボ・モラレス大統領時代に入り、カトリッ

クの公的儀式に代わってインディオ先祖代々に伝わってきた儀式を実践しインディオとし

て名誉を取り戻す動きがあり、2009 年には 高法令によりアイマラ暦の正月を冬至の日に

テｲワナク遺跡で祝うことが決定された。また 2010 年 1 月 21 日にはテｲワナク文化遺跡で

大統領第二期の就任式が先住民の信仰に基づき盛大に行われた。 

 

４－２．政治制度 

４－２－１．制度の変遷 

2006 年に先住民出身のエボ・モラレス大統領へと政権が移り、政治制度がより細かく制

定された。改定された新憲法は旧憲法より 177 条増え、変更された条項も多くある。 

憲法改正後ボリビアは単一社会国家として多民族共同体の権利を有し、自由、独立、主

権国家、民主的、多様文化、地方分権、自治権を持った国として成り立っている。 

 

４－２－２．新憲法に基づいた政治制度 

新憲法第１部、3章に基づき政治制度は次のように定められている。 

 

  

図６．ボリビアの政治制度 
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・ 政治制度は直接的参加、代表制及び共同体に基づき男女平等な条件のもと民主化政

策を取る(11 条)。 

・ 民主化政策は法に基づき次のように実施する。 

  直接的参加：国民投票 

代表制：法に基づいた直接総選挙 

共同体：法に基づいた先住民その他の地域代表を選任 

・ 政府構成及び組織は、行政機能、司法機能、立法機能及び選挙管理機能で成り立っ

ている。それぞれの四機能が自立、分立、連携、協力の基で成り立っている。 

・ 政府の役割には統制、市民及び国の防衛がある。それぞれの公共機関は統一機能で

あってはならない、またお互いに委任しあうことは不可能である（12 条)。 

・ 政府の機能的構成及び組織 

2009 年 2 月 7 日 (公布) の新憲法第 2部に基づき、政府の機能は次の 4つで成り

立つと定められている。 

o 立法機能(Órgano Legistativo) 

立法権は多民族立法国会にあり、副大統領が議長を務め、上院議員 36 名、

下院議員は 130 人で構成されている。国会の役割は法律を否可決すること

である。新憲法では先住民族に立法権への参加が設けられている。 

o 行政機能(Órgano Ejecutivo) 

大統領、副大統領、大臣(2009 年時点では 20 名)で成り立っており、大

統領と副大統領は国民の直接選挙で選出され、任期は５年。両者とも継続

して何度も再選できる。行政組織として各県、地域、市の分権化政府で成

り立っている。行政機関の役割は数多くあるが主に憲法その他の法律を執

行することであり、また国のために政治政策を立て実施することにある。 

o 司法機能(Órgano Judicial) 

通常司法裁判は 高裁(司法官)、各県法裁、第一審裁、裁判官によって

構成されている。農業環境裁判は農業環境の司法官、判事によって構成さ

れている。先住民族に対する裁判は先住民独自の原則、規範に基づいて裁

かれ、通常の司法制と併存される。その他裁判審議会、憲法のコントロー

ル、解釈、管理を実施するための 高機関である憲法裁判所で構成されて

いる。2010 年の 優先課題では司法機能の具体的な法律規則の検討が挙げ

られている。 

o 選挙管理機能 (Órgano elecctoral) 

高選挙裁判所(多民族国会より選定された 7 名)、県選挙裁判所、選挙

裁判所、陪審員、選挙公証人 

 

４－２－３．地方行政 

新憲法では 5つの行政制度が掲げられており、多民族国レベル、県自治レベル、郡自治

レベル、市自治レベル及び先住民自治レベル、それぞれが直接選挙にて選ばれる。 

地方自治については、「デパルタメント（県）」、「プロビンシア（郡）」、「ムニシ

ピオ(市)」、「先住民族・農民テリトリー」によって領域的に編成されているとしており、

更に「デパルタメント」、「ムニシピオ」、「先住民族・農民テリトリー」、及び複数の

ムニシピオあるいはプロビンシアの連合体によって構成される「地域」における自治が認

められている。更にこうした領域的な自治体は、憲法上同じレベルにあるものとされ、相

互に従属するものではないとされている。 

地方自治の代表者は、各地方の住民による直接選挙により選ばれる。特に「先住民族・

農民自治」においては、「先住民族の自決権の行使としての自治」が謳われており、先住

民族・農民自治体がこれまでの 小行政単位であった「ムニシピオ」と併存することが想

定されている。 

－36－



また、国家及び各自治体の権限が規定されているが、金融、通貨政策、外交などに加え

て、土地政策、炭化水素、鉱物資源、水資源、水源などが国家の権限下に置かれることが

明記されている。 

 

４－２－４．外交 

(1)外交目標    

ボリビアは次のような外交を目指している 

・ チリ国に戦争で奪われた太平洋側の陸の返還を永久的に求める。 

・ 米州自由貿易地(ALCA)の交渉に活発に参加するための構造を強化する。 

・ アンデス共同体(CAN)、南米諸国連合、南米南部共同市場（メルコスール）を通じて

政治、社会、経済の強化を具体的な活動を通して行う。 

・ 以下の項目に関する近隣国との外交の向上を目指す。 

o 水圏流域 

o 国境間の協力及び統合 

o 移住の流動 

o 環境保護 

o 近隣国との統合 

o 貿易及び投資 

o 南米間での麻薬取締活動への参加 

o 防衛、安全保障のための国同士の協力 

o 近隣国との信頼関係を深めるための両国合意 

o 国連条約で決められた平和と安全保障達成のための国軍の参加 

・ 具体的な次の活動を通し米州機構（OEA）に貢献する。 

o 中南米間の民主主義を強化 

o 人権保護の実施 

o リオグループ間、中南米間の大統領同士の協調を実施 

o ボリビアの多様な社会、文化を海外へ伝える。 

o 中南米の中心地に位置する国の役割として周辺の国々を統合させる。 

o 世界各国との友情と協力を深める。 

o ボリビアの外交はミレニアム開発目標を到達するために社会開発および貧

困撲滅に励む。このために外国資金協力を通じて組織の強化や施設の改善、

麻薬取締の強化を行いながら外国との関係を改善する。 

o ボリビア多民族国の新憲法(2009 年)において、平和への振興、国同士の協

力と戦争拒否を制定する。 

o 外国の軍事基地を国内に設置することを禁止する。 

 

 (2)加盟国際機関 

米州機構(OEA)、アンデス共同体(CAN)、 南米諸国連合、南米南部共同市場（メルコス

ール）、ラテンアメリカ統合連合(ALADI）、リオの条約、リオグループ、アマゾン協定、

「米州ボリバル代替構想」(ALBA-TCP)、米州開発銀行(BID)、アンデス開発公社(CAF)、国

連 に加盟している。 

 

(3)外交の現状 

① 対アメリカ 

ボリビア国駐在のコールドバーグ米国大使はボリビア政府の承認を得ずにサンタクルス、

タリハ、ベニ、パンド県の知事との公式会合をもち、大使はこれを地方との協力協定を結

ぶためとしたが、外務省は分裂主義者を支持するものとして警告、2008 年 9 月 11 日にエ

ボ・モラレス大統領がコールドバーグ米国大使に「好ましからざる人物」として追放を命
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じた。ボリビアが同国駐在のアメリカ大使を追放したことを受けて、アメリカ政府は「全

く根拠のない行為への代償」として同 11 日、米国駐在のボリビア大使追放をボリビア政

府に通告し実行した。2010 年現在、両国の大使館は存在しているが大使の不在状態が続い

ている。 

同年９月、アメリカ政府はボリビアの麻薬取締対策が不十分だという理由で「麻薬取り

締まり対策の一環としての課税免除法(ＡＴＰＤＥＡ)」（http://www.fenaboja.com/ABJ 

tsushin2008/142-11/08_11_bolivia.htm）を取り消したため、ボリビアの衣類、革製品な

どの輸出業に影響を与えた。前記の理由でアメリカとボリビアの関係は現在疎遠状態にあ

る。 

②対チリ 

ボリビアは 1879 年から 1883 年にかけて太平洋戦争を行い、その結果リトラル県(現在

のアントファガスタ)を永久的に失った。1904 年にはチリ、ボリビア間で「平和友好条

約」が結ばれ、お互いの国境が明確にされた。この条約では、ボリビア側はアントファガ

スタ地区をチリ に渡すこと、その代償としてアリカ、ラパス間を結ぶ鉄道を建設し、ボ

リビア側がチリの領土を通過する場合全ての関税免税を行うこと、またアントファガスタ

港及びアリカ港を利用する場合も関税の免税を実施することが制定された。その後ボリビ

ア側は海に面する領土を取り戻す動きを何度も見せたがお互いの関係は思わしくなく、

1978 年以来相互の外交関係は断たれ、領事館のみが機能している。チリ側がなかなかボリ

ビアの要求に応じてくれない状態が継続している。 

 

４－２－５． 近の政治動向 

ボリビアは 1964 年から 1982 年まで軍事政権により統治され、その後 1982 年から 2005

年までは新自由主義の政治が続いた。2006 年に入り、炭化水素法の改正、天然ガス収入の

地元住民への還元など、さまざまな要求事項を掲げた各社会団体の抗議が目立つようにな

り、2006 年 12 月に行われた総選挙では先住民派のフアン・エボ・モラレス・アイマが大

統領に就任した。 

新大統領は貧富格差の緩和と先住民の権利拡大を掲げて憲法改正を行い、米国主導の麻

薬撲滅政策や急速な経済自由化に強く反対し、天然資源による収益のボリビア国民への一

層の還元を進めた。2007 年 5 月には、炭化水素資源（天然ガスが中心）の「国有化」に係

わる大統領令を発令し（実際には、株式の過半数取得を目的に外国企業と契約を改正する

とともに、生産・輸送・精製・販売・価格決定に関する国家管理を強化する内容）、2007

年 11 月には鉱業税制改正法を公布した。 

野党及び比較的豊かな東部 4県は、憲法改正の試みに反対し、地方自治の強化を要求。

2008 年 5 月から 6月にかけて東部 4県が独自の自治憲の制定の是非を問う県民投票を順次

実施し、いずれも 80％以上の賛成を獲得した。8月、不信任国民投票実施法案に基づき国

会で可決された、大統領、副大統領及び各県知事の不信任国民投票が実施され、大統領及

び副大統領は信任（支持率 67.41％）、ポトシ県、オルロ県及び東部 4県知事も信任され

た。その後政府と反対勢力の対立は一時激化したが、9月、南米諸国連合（UNASUR）等国

際社会の働きかけにより漸く両者の対話が再開され、10 月、地方自治や先住民の扱い等を

含め新憲法に係る政治的合意が達成された。上記合意を踏まえ、2009 年 1 月 25 日に憲法

改正のための国民投票が実施された。その結果、先住民の権利拡大、地方分権推進、農地

改革・土地所有制限(5,000ha)、天然資源の国家による所有等を定めた新憲法案が 61.43％    

の支持を得て勝利した。 

また、新憲法(2009 年 2 月 7 日公布)に基づき、次期大統領選挙・総選挙が 2009 年 12 月

6 日行われた。12 月 22 日の国家選挙管理委員会の発表によると 2009 年の選挙では外国に

住んでいるボリビア人 (アルゼンチン、ブラジル、スペイン、アメリカ) のうち 3.3％の

投票者登録を可能にし、合計 5,139,554 人のボリビア内外での選挙投票者登録が実施され
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た。この選挙の投票率は史上 高の 95.4％で、国民の高い政治への関心を示した。選挙結

果は、社会主義運動(MAS、左翼)の現職エボ・モラレス候補(副大統領候補も現職のアルバ

ロ・ガルシア)が、64.22％を獲得し他の党派に対し圧勝した。同時に行われた国会議員選

挙でも、社会主義運動(MAS)は、上院で 36 議席中 25 席(69.4％)を獲得し、議席は 3分の 2

近くとなった。また、下院議員では 130 中 85 人(65.3％)の議席を獲得した。2009 年 12 月

の選挙でボリビア国民は、過去 4年間のエボ・モラレス政権の自主的な外交、自立的な国

民経済の追求、新自由主義の負の遺産と闘い大多数の国民の福祉を考えた社会変革に取り

組む姿勢を強く支持した。これにより、同政権のラテンアメリカにおける自主的な外交の

追求、新自由主義と決別し国民本位の経済政策を実施する流れは変わらないことが示され

た。今後改正後の憲法に基づく具体的な政策は、エボ第 2期政権として新国会の下におい

て制定される法律により定められる予定であり、2010 年 1 月 22 日以降、改正憲法に基づ

く約 100 の法律(反汚職法、年金法、自治法、司法権改正、教育法、農業保健、ユニバー

サル健康保険、鉱業法、司法構成法 等)を承認する予定である。特に司法機能改正の抵

抗が強く、今後楽観を許さない状況にある。 

 

４－３．経済 

経済分野でもやはり新憲法は大きな変化をもたらすと考えられ、2010 年以降は新憲法に

基づき経済の動きが進められる。新憲法第４部では国家構造と経済的組織は三つの表題に

分かれており、第１表題の国家の経済組織、第２表題の環境及び自然資源、第３表題の持

続的総合農村部開発に分類されている。 

 

４－３－１．現在の経済情勢 

ボリビアの経済が国際経済情勢によって影響を受けたのは言うまでもないが、国家の方

針ではボリビアの経済において安定のみが目的ではなく、国家経済開発の条件を整えるこ

とが重要としている。2006 年 5 月に始まった戦略的な企業と天然資源の国有化によって、

経済を均衡化させ、ボリビア開発銀行（Banco de Desarrollo Productivo）によって零細

企業に融資を通して支援し、児童手当（Bono Juancito Pinto）、母子手当、老人手当等

の戦略で貧困レベルを縮小することができた。同時に国内需要をカバーし、国際的経済危

機にも関わらず GDP を延ばすことができた。 

2008 年の前半は天然資源国際価格の上昇によりボリビアの国内総生産 (GDP) が 6.5％

まで上昇した。2008 年の後半においては価格の急激な下落、海外の経済危機、2008 年 9

月に取り消された「麻薬取り締まり対策の一環としての課税免除法」(ATPDEA)などの影響

を受けアメリカへの輸出が減少したにもかかわらず、サン・クリストバル 銀・亜鉛・鉛

鉱山事業の生産により、2009 年の GDP 伸び率がラテンアメリカでも 2.83％という一番高

い数字を示した。一方国家統計局（INE）の数字では同じ GDP の指数を 3.2％というより高

い指数を示している。国民一人当たりの GDP は 2008 年において 1,363 ドルであった。

2010 年の政府の GDP 予測では 4.5％まで上昇すると推定されている。 

国家統計局によれば、2009 年の鉱業生産分野は 10.69％まで伸び率を示し、ボリビアで

も高い伸び率となっている。次に伸びている分野は 8.85％の建築業である。鉱業冶金大

臣の発表では 2009 年末までに鉱業生産分野は 13％まで上昇したと発表された。 

2010 年 1 月 7日の政府の発表では、ボリビア国の総合開発は自然資源の産業化を柱に経

済内閣 (開発企画省、経済・財務省、公共事業省、炭化水素・エネルギー省、通信次官室、

通産次官室、農村経済開発省) の活性化を試みる方針を示した。 

 

 

 

 

－39－



４－３－２．貿易・投資状況 

(1)貿易 

ボリビアの輸出物のほとんどが鉱物や炭化水素といった原料であり、主な輸出物 10 品

目のうち 3 品目のみが非伝統的な生産物(植物油性生産物)である。1995 年から 2009 年ま

での輸出動向では、2005 年から徐々に上昇し 2008 年では過去最高の約 62 億ドルという輸

出額を示している。2009 年の指数は予測である。 

 

 

 

            ボリビア輸出動向（1995 ～ 2009 年）  

（単位：百万 US$）

  

                                    （出典：国立統計局 (INE)） 

 

ボリビアの主な輸出の柱は鉱物、炭化水素及び非伝統的生産物の 3 本立てになっている。

2008 年の後半 3 カ月間には、鉱物及び大豆の国際価格の下落によって若干の影響を受けた

ものの 69 億 US$の総輸出額を示し、2007 年及び 2009 年に比べ最高額となっている。2009

年は世界の不況および「課税免除法」(ATPDEA)の取り消しなどの影響を受け、輸出推定額

は 53.9 億 US$にとどまった。特に輸出減少に影響した分野は非伝統的生産物の衣類の輸出

であり、去年に比べ約 22％も減少した。 

ボリビアの主な貿易条約は、メルコスール、北米自由貿易協定（NAFTA）、アンデス共

同体(CAN)、UE、AELC、バンコク合意、日本（表 4－9）と行っている。輸入総額に関して

述べると、2008 年には CIF 額 49 億 US$に到達している。2007 年と比較すれば 44％の伸び

である。もう一方では農業に必要としている重油、石油の輸入が伸びている。2008 年の貿

易収支 22 億 US$、2009 年には約 23 億 US$の貿易収支を見せている。 
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 貿易収支（2007～ 2009 年） 

 
 

2009 年の主な輸出国は、ブラジル (天然ガス)、韓国(鉱物、亜鉛、銀、鉛)、アメリカ

(工業製品)、アルゼンチン（天然ガス）、ペルー（銀、大豆製品）、ベネズエラ(工業製

品繊維)、日本（亜鉛、銀、鉛）、 コロンビア（大豆）加工品）、スイス、ベルギー（亜

鉛）などである。 
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           ボリビアの相手国別輸出額（2008・2009年) 
                                (単位：百万 US$) 

 

 

(2)外国からの投資 

ボリビア中央銀行が発表している投資額は、2005 年では 2 億 9100 万 US$、2006 年には

2 億 7800 万 US$、2007 年には 3 億 6200 万 US$、2008 年には 5 億 800 万 US$で、2007 年に

比べ 40％増加した。中央銀行が発表した前年度との比較分析では、2008 年の第 1 四半期

に比べ 2009 年の第１四半期では直接投資額が 58％減額している。しかし長いスタンスで

計算すれば、1985 年から 2005 年までの直接投資額が 2 億 9600 万 US$であるのに対し、

2006 年から 2008 年までの 3 年間における平均投資額は 3 億 8300 万 US$であり、むしろモ

ラレス政権に代わってからの直接投資額は 23％増額しているといえる。2008 年に直接投

資額がボリビアの GDP に寄与している額はわずか 3％で 2009 年には 2％に満たない。一方

2000 年から 2002 年までの直接投資額がボリビアの GDP に寄与している平均額は 9.1％で

ある。しかし 2008 年の GDP は過去最高額となっていることから、いかに直接投資額に左

右されないかということが理解できる。 

2008 年の主な対外直接投資分野は、採掘分野 (炭化水素 29％、鉱物 37％)、商業分野

(電力、その他のサービス 22％)、交通、保管、通信(14％)、工業(8％)である。 

2009 年の主な対外直接投資分野は、採掘分野 (炭化水素 41％、鉱物 10％)、商業分野

(電力、その他のサービス 14％)、工業(28％)である。最も多く投資した企業はペトロブラ

ス（2億 6300万 US$）、次にレプソル（2億 9200万 US$）である。 

2008 年国別対外直接投資は次のとおりである；アメリカ 23％、スエーデン 25％、ブラ

ジル 12％、カナリア諸島 7％、アルゼンチン 6％、、カナダ 4％、イギリス 4％、フランス

3％、その他 16％ 
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４－３－３．その他参考資料 

(1)国家の経済組織 

新憲法第４部では国家構造と経済的組織は三つの表題に分かれているが、第 1表題の国

家の経済組織についての憲法内容を記す。 

①� 基本原則 

・ ボリビアの経済モデルは多元的であり、生活の質の向上とボリビア国民すべての良

き生き方のためにある（第 306 条、第 1 項）。多元的な経済とは共同体、国家、

民間、社会・共同組合といった経済組織の形態から構成されるものである（第 2

項）。多元的経済は相互補完、互恵、連帯、再分配、平等、司法の安定、活路、

均衡、正義、透明性といった原則に基づき経済組織の様々な形態を結ぶものであ

る（第 3 項）。本憲法のなかで認められた経済組織の形態は官民連携企業の設立

を許すものである（第 4項）。 

・ 国家はその たる価値を人間に見いだし、社会政策、保険、教育、文化、そして生

産的経済発展への再投資における公平な再分配を通して発展を保障する（第 5

項）。 

・ 国家は共同体の経済組織を認め、尊重し、擁護、育成に努める。共同体の経済組織

の形態は、先住民族と農民独自の原則・見解に基づいた社会生活の生産と再生産

の体系を包括している（第 307 条）。 

・ 国家は経済的、社会的発展に寄与し国の経済的独立を強化するため、民間のイニシ

アティブを認め、尊重し、擁護する（第 1項、308 条）。 

・ 企業の自由と法によって管理される企業活動の完全な行使はこれを保障するもので

ある（第 2項）。 

・ 国家の経済組織の形態は、次のことを目標に掲げる国家所有の企業とその他の経済

機関を包括している；ボリビア国民の名において天然資源の所有権を運営し、上

記資源の生産ラインと工業化プロセスの戦略的管理を行なう。上下水道の基本的

サービス事業を直接または共同体か組合もしくはその複合形態の公社を通して運

営する。財とサービスを直接創出する。住民の経済的民主主義と食糧に関する主

権の達成を奨励する。その組織と運営に対する参加および社会的管理、並びに労

働者による決定と裨益への参加を保障する（第 309 条）。 

・ 国家は営利目的ではない連帯的かつ協力的労働形態としての協同組合を認め、擁護

する（310 条）。 

・ 本憲法に定められた経済組織の形態はすべて法の前に司法の平等を有する（第 311

条、第 1項）。 

・ 多元的経済は以下の面を有する；国家は経済発展とその立案過程の総合的な指導を

行なう。天然資源はボリビア国民の所有物であり国家によって管理されるもので

ある。土地に関する個人と集団の所有権はそれを尊重し擁護する。農業、畜産お

よび保護動物種を含まない狩猟と漁労活動は本憲法の第四部、国家構造と経済組

織のなかにある規定に従って運営される。原材料輸出への依存を乗り越え生産的

な基盤経済を確立するため、自然との共生と活路ある開発という枠組みの中で天

然資源の工業化を目指す。国家はボリビア国民すべての生活の質を擁護するため

供給の保障を目指し、戦略的部門の一貫した生産ラインに介入することができる。

企業のイニシアティブと司法の安定を尊重する。国家は農村と都市部における連

帯的選択肢として、経済の共同体的領域を培い、奨励する（第 2項）。 

・ すべての経済活動は国の経済的主権の強化に貢献すべきである。国家の経済的主権

を脅かすような私的な経済力の蓄積はこれを認めない（第 312、第 1項）。 

・ 経済組織のあらゆる形態は、尊厳ある労働を創出し、不平等の削減と貧困の根絶に

貢献する義務を有する（第 2項）。 
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・ 経済組織のあらゆる形態は環境を保護する義務を有する（第 3項）。 

・ 貧困と社会的経済的除外をなくすため、様々な局面における良き生き方の実現を目

指し、ボリビアの経済組織は以下の目標を定める；個人の権利および国民と民族

の権利の尊重という枠組みの中での社会利益の創出。富と経済的余剰の公平な創

出と分配および再分配。生産手段へのアクセスにおける不平等の削減。地方格差

の削減。天然資源の工業生産的開発。生産機構における公共および共同体経済の

活発な参加（第 313 条） 

・ 財とサービスの生産と商業化を統制し疎外しようとする独占や寡頭独占およびボリ

ビア内外の個人や民間法人の連合や談合など、その他あらゆる形態を禁じる（第

314 条）。 

・ 国家は経済的動機、雇用の創出、財と、あるいはサービスの生産と商業化という目

標達成のために利用される場合に限り、国内で法を遵守して設立された法人すべ

てに対する土地の所有を認める（第 315 条第 1項）。 

・ 前項で言及された法人のうち本憲法以降に設立されたものは表面積を５千ヘクター

ルで割った数に も近くより大きな整数を下回らない数の共同経営者を有する会

社構造であることとする（第 2項）。 

② 経済における国家の役割  

・ 経済における国家の役割は次のことから成り立つ；市民の参加と諮問をあおぎつつ、

経済社会的立案の過程を指導する。本憲法で規定された原則に従って、経済を指

揮し、財とサービスの生産と分配および商業化の過程を調整する。経済の戦略的

部門の指揮管理を行なう。経済の寡頭政治的統制を防ぎ、経済社会的平等を奨励

し、発展を促進するために、経済的財とサービスの助成・生産を通して経済に直

接参加する。経済社会的発展の達成を目指し、生産の様々な形態の統合を奨励す

る。住民のための雇用創出と経済社会的資材を保障するため、環境の尊重と保護

という枠組みのなかで、再生可能及び再生不可能な天然資源の工業化を優先的に

奨励する。不平等と社会的経済的疎外を防ぎ、様々な局面における貧困の根絶を

目標として、富と国の経済資源の公平な分配政策を奨励する。公共の必要性があ

る場合において、不可欠とみなされる生産活動に関しては国家の独占を決定する。

市民の参加と諮問をあおぎつつ、発展計画のガイドラインを定期的に作成するこ

と、またその実践はあらゆる形態の経済組織にとっての義務である。生産と商業

化の活動を奨励するため、研究と技術支援および技術移転のための資金を運営す

る（第 316 条）。 

・ 国家は公共機関と組織された市民社会の代表者を含む参加型立案団体の創出、組織

および活動を保障する（317 条）。 

③ 経済政策（第３章） 

・ 国家は国内の基本的な需要を適切に満たすため、また輸出能力を強化するため、十

分な財とサービスの供給を保障する生産、工業、商業の政策を決定する（第 318

条、第 1項）。 

・ 国家は都市や農村の零細および中小の生産企業に関し、組合構造を持つ組織を是認

しこれを優先する（第 2項）。 

・ 国家は生産部門のための生産や製造工業のインフラストラクチャーと基本的サービ

ス事業を強化する（第 3項）。 

・ 国の発展政策の基礎として農村における生産開発の奨励を優先する（第 4項）。 

・ 国家は付加価値のある財とサービスの輸出を奨励支援する（第 5項）。 

・ 天然資源の工業化は、環境および先住民族と農民の権利並びにそのテリトリーの尊

重と保護という枠組みのなか、経済政策における優先課題である。天然資源の利

用と国内生産機関の連携は国家の経済政策において優先される（第 319 条、第 1

項）。 
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・ 天然資源と戦略的エネルギー資源の商業化において、国家は流通価格の決定のため、

国庫に納められるべき税やロイヤルテｲおよび該当する資本参加を考慮する（第 2

項）。 

・ ボリビアの国内投資は外国からの投資に対して優先される（第 320 条、第 1項）。 

・ 外国からの投資はすべて、司法管轄権と法律およびボリビア当局に従うものであり、

何人も優遇措置を得る目的で例外を求めたり、外交手段に訴えることはできない

（第 2項）。 

・ 外国の国家や企業との経済関係は、独立と相互間の尊重と平等という条件に則って

成立するものである。外国の国家や企業に対して、ボリビア国民に対して規定さ

れた福祉利益以上の条件を譲与することはできない（第 3項）。 

・ 国家は国内の経済政策のあらゆる決定において独立しており、ボリビアや外国の政

府、銀行、金融機関、多国間機関や多国籍企業からの圧力や条件を受け入れない

（第 4項）。 

・ 公共政策はボリビア国内で生産された製品の国内消費を奨励する（第 5項）。 

④ 財政政策 

・ 国家と公共機関すべての経済と財政の運営は予算によって規定される（第 321 条第

1項）。 

・ 支出と公共投資の決定は市民参加と国家の技術的および行政的立案というメカニズ

ムに従って行なわれる。配分は教育や保険、食糧，住宅および生産開発に重点を

おいて行なわれる（第 2項）。 

・ 行政機関は会計年度の終了の少なくとも二ヶ月前には多民族立法議会に対し、公共

部門のあらゆる機関を含む次年度の一般予算案を提出する（第 3項）。 

・ 国家にとって支出や投資を意味する法案すべてはその資金源や支出方法、投資形態

について確定しなければならない（第 4項）。 

・ 行政機関はその分野の省庁を通して公共部門すべての予算と実施済みの支出に関す

る情報にアクセスできる。この情報取得は国軍とボリビア警察の予算と実施済み

の支出に関する情報についても当てはまるものである（第 5項）。 

・ 多民族立法議会は、資本と利子を満たす収入の創出能力が示され、また利子や期間、

金額、その他状況におけるより有利な条件が技術的に証明された場合において、

公債の契約を承認する（第 322 条第 1項）。 

・ 公債は多民族立法議会によって明確に承認され保障された負債でなければ、これを

含まない（第 2項）。 

・ 財務政策は経済能力、平等、発展性、均衡、透明性、普遍性、管理、経営の簡略化、

徴税能力といった原則に則ったものである（第 323 条第 1項）。 

・ 国の徴税分野に帰属する租税は多民族立法議会によって承認される。県や市町村の

自治体だけに対応する領域に該当する租税は各自治体の行政機関からの提出後、

自治体の議会によって承認、改正、あるいは削除される。地方分権化された県と

地方の徴税領域は、それぞれ県税、公共料金、特別税によって構成されている

（第 2項）。 

・ 多民族立法議会は法に照らし、国と県および市町村に該当する徴税領域に属する租

税を分類し決定する（第 3項）。 

・ 限りを持つ自治体に属する租税の創出と廃止および変更は以下の領域に限定される。

徴税領域に関わらず、既存の国税や県税および市町村税に類似する内容の租税を

あらたに設けることはできない。外国でボリビア市民や企業が生産する収入を除

き、管轄地域外に所在する財や収入、活動、財産に課す租税を設けることはでき

ない。管轄地域内において、人や財、活動あるいはサービスの自由な通交と定住

を阻害する租税を設けることはできない。非居住者を差別し居住者への特権を生
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むような租税を設けることはできない。この課税禁止は公共料金、特許および特

別税にも適用される（第 4項）。 

・ 国家に対してもたらされた経済的被害から生じる負債に時効はない（第 324 条）。

経済的不正行為、投機、独占、株式不正投機、高利貸し付け、密輸、脱税その他

関連する経済的犯罪は法律により処罰される（第 325 条）。 

 

(2)その他の指標 

① 外貨準備高 

ボリビア中央銀行が発表している外貨ドル準備高は、2007 年(44 億 9900 万 US$)から

2008 年(68 億 7100 万 US$)の 2 年間に も増大している。この増大は、財政収支が好調

なこと、主に炭化水素の輸出による収入、本国送金、及び融資によるものである。また、

モラレス大統領就任時、ボリビアの外貨ドル準備高は約 12 億 US$にすぎなかったが、

2009 年では 58 億 US$まで増えている。 

② インフレ率 

国家統計局の発表によれば、2009 年のインフレ率は 0.26％であり、過去 10 年間で

も低い値となっており、また、ラテンアメリカでも 低値となっている。 

③ 為替レート： 

     米ドル(US$)対ボリビアーノス(Bs)（買値） 

月 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 

1 月  8.00  7.91  7.53  6.97 

2 月  7.99  7.89  7.49  6.97 

3 月  7.97  7.89  7.42  6.97 

4 月  7.96  7.89  7.30  6.97 

5 月  7.96  7.87  7.21  6.97 

6 月  7.96  7.85  7.12  6.97 

7 月  7.96  7.79  7.04  6.97 

8 月  7.95  7.71  7.01  6.97 

9 月  7.95  7.71  6.99  6.97 

10 月  7.95  7.67  6.97  6.97 

11 月  7.95  7.63  6.97  6.97 

12 月  7.93  7.59  6.97  6.97 
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