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（写真）鉱業開発エコロジー省 “鉱物埋蔵地帯「Arco Minero del Oricono」の違法採掘が行われた現場” 
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月１日 米国政府はベネズエラの GOLD 取引

に対して制裁を発動した。 

制裁を科す理由はベネズエラの金資源が汚職で無駄

に流れており、且つベネズエラで環境に配慮しない

違法採掘が行われていることなど。 

 

以前から GOLDやその他鉱物採掘では汚職が横行して

いると言われているが、内容を調べたことがなかっ

たので、今回の制裁を機に、ベネズエラの鉱物埋蔵地

帯「Arco Minero del Orinoco」について現状を紹介

したい。 

 

 

２０１６年２月 マドゥロ大統領は鉱物資源が集積

する一帯に「Arco Minero del Orinoco（オリノコ鉱

物アーチ）」（以下、AMO）という名称を付け、同地

域の鉱物資源開発を推進する政策を発表した。 

 

同地域の総面積は１１１，８４３．７平方 KM（全体

図は次ページの地図参照）。ベネズエラ国土の約１

２％を占める大規模な開発区である。 

 

なお、パナマの国土は７８，５６９平方 KM、キュー

バは１０９，８８４並行 KM なので AMO は、一国

の領土よりも広い面積ということになる。 

 

 

鉱物埋蔵地帯 Arco Minero del Orinoco 
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AMO は４つのエリアに分かれている。 

 

エリア１（下図の AREA １）にはボーキサイト、ダ

イヤモンド、コルタン。 

 

エリア２（下図の AREA ２）には鉄鉱石、GOLD。 

 

 

（出所）非営利環境保護団体「Exploraprojects」 

 

エリア３（AREA ３）にはボーキサイト、GOLD、鉄

鉱石。 

 

エリア４（AREA ４）には GOLD、ボーキサイト、

銅、コルタン、ダイヤモンドが存在している。 
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（出所）非営利環境保護団体「Exploraprojects」 

 

特に埋蔵量が多いとされるのは GOLD。政府の発表

では７００万トンが同地域に眠っているという。 

「WORLD GOLD COUNCIL」によると、GOLD の埋

蔵量が最も多いのは米国で８１３．４万トン。ベネズ

エラ政府の数字が正しいのであれば、世界で２番目

の GOLD 埋蔵量を誇る国ということになる。 

 

 

ただし、７００万トンというのはベネズエラ政府の

発表した数値で、一般的にはベネズエラの GOLD 埋

蔵量は４０．３万トンと言われており世界１４位に

なる。 

 

他、ボーキサイト（BAUXITA）が２億トン、ダイヤ

モンド（DIAMANTE）が３，３８０万トン、鉄鉱石

（HIERRO）が４億メートルトン、銅（COBRE）が約

１．１億ポンド、コルタン（COLTAN、埋蔵量不明）

などが AMO に存在するとされている。 

 

 

AMO の資源開発を進めるためベネズエラ政府は、３

５カ国１５０社の国内外企業に対して同地域での開

発を許可したと発表している。 

 

後述するが AMO はマフィアと軍と汚職に支配され

た地域との報道が多く確認されている。 

 

開発会社がどのように現地で活動しているのか、実

態を把握することは困難だが、いくつか政府と合弁

会社を組織して活動している主な会社を紹介したい。 

 

１社目はカナダの金開発会社「GOLD RESERVE」。同

社はベネズエラの金鉱区「Las Brisas」で金開発を行

っていたが、０９年に政府に接収され、国際投資紛争

解決センター（ICSID）に提訴。 

GOLD RESEVE が勝訴し、ベネズエラ政府は同社に

約７．７億ドルを支払うよう命じられていた。 

その後、１６年８月に GOLD RESERVE は政府との

賠償金返済スケジュールで合意。 

 

１５０の国内外企業が資源開発に関与 



 
Venezuela Weekly Report 

No.０７１   ２０１８年１１月７日（水曜） 

4 

 

ベネズエラの金開発事業に再び参入するため、政府

５ ５ ％ 、 GOLD RESERVE ４ ５ ％ の 合 弁 会 社

「Ecosocialista Siembra Minera」を設立した。 

 

報道によると、採掘した GOLD の７０％は政府の手

に渡り、残りの３０％は GOLD RESERVE 社が留保

できるという内容のようだ。 

 

他にもカナダの「MPE International Inc」と金開発事

業で合意を締結。 

 

コルタン分野ではカナダの「Energol Mineral」と合

弁会社「Ecosocialista Metales del Sur」を設立した。 

ベネズエラ資本の「Corporacion Faoz CA」、コンゴ

共 和 国 の 企 業 「 Afridam Dwc Llc 」、 米 国 企 業

「Guaniamo Ming」などともコルタン開発で合意を

締結している。 

 

また、スイスの資源会社「Glencore」がニッケル開発

で政府と合意し、アラグア州でニッケル開発に関わ

っているとされる。 

 

ダイヤモンド分野では「ENDIAMA」と言う会社がダ

イヤモンドの埋蔵量調査、開発などを行っているよ

うだ。 

 

他にも多くの会社が政府と合意を締結し AMO で資

源を開発しており、ベネズエラ防衛省傘下の会社

「Caminpeg」もその中に含まれる。 

 

「Caminpeg」の従業員は軍関係者が多く、大きな武

力を持った営利事業者として、AMO の汚職に関わっ

ているとされている。 

 

 

AMO の中でも GOLD 開発が盛んなボリバル州 Piar

市、El Callao 市、SIFONTES 市（エリア１）はマフ

ィアが幅を利かせているようだ。 

 

冒頭で紹介した通り政府が本腰を入れて AMO 地域

の開発を促進すると発表したのは１６年のこと。 

 

それまでベネズエラ政府としては事実上、この地域

の資源開発は野放しだったが、先住民の訴えによる

と、０５年頃からマフィアグループによる違法採掘

が拡大し始めたという。 

 

マフィアグループは、自然保護区などの開発が禁止

されている地域でも違法採掘を行い、水銀を川で使

用し、GOLD を産出しているという。 

 

水銀を流す川の流域には先住民の居住区があり、そ

の水を生活で使用するため人体に悪影響が出ている。 

との報道もある 

 

１６年からベネズエラ政府が同地域での資源開発に

介入を始めた際、マフィアグループと対峙した。 

結局、マフィアグループは国軍関係者や検察関係者

に賄賂を支払う事で、引き続きこの地域での GOLD

事業を管理しているとの報道が多い。 

 

賄賂を受け取っている軍や検察関係者は違法採掘や

水銀の使用などの取り締りは積極的に行わず、状況

は改善していないと報じられている。 

 

  

マフィアグループが一帯を管理 
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以下はボリバル州を拠点とする野党政党「La Causa 

R」のアメリゴ・デ・グラシア議員が、GOLD 事業に

関わるマフィアと政府関係者との関係を説明した図。 

 

①で鉱山採掘事業者は GOLD を採掘。成果物をマフ

ィアに引き渡す。 

②採掘した GOLD の３０％は採掘者が受け取る。 

また、GOLD をさばく販売業者は収入の１０％を受

け取る。なお、GOLD の売価はマフィアが決める。 

 

 

③マフィアは収入の一部を関係者で共有。同地域の

治安には軍・警察はあまり関与せず、マフィアが中心

となって管理する。 

 

④マフィアは政府高官・軍上層部に賄賂を支払う。 

マフィアは自分たちが決めたルールに従わない人物

を殺害。武器は軍部などが融通する。 

 

GOLD はアルーバなどで違法に販売される。 

 



 
Venezuela Weekly Report 

No.０７１   ２０１８年１１月７日（水曜） 

6 

 

つまり、採掘した GOLD の受け取り、販売、その後

の収入の分配、町の治安維持などマフィアグループ

は採掘地域全体を管理している。 

 

なお、法律に従えば採掘した GOLD は全てベネズエ

ラ金開発公社「Minarven」に売却する必要がある。 

 

恐らく政府に文句を言われない程度は Minarven に

売却し、一定の量はマフィアや軍関係者で共有して

いるのではないか。 

 

１０月１５日 ボリバル州シフォンテス市のトゥメ

レモ地区でコロンビアゲリラ集団「ELN」と

「Coporo」と呼ばれる地元グループとの間で紛争が

起き７名が死亡した（「ベネズエラ・トゥデイ

No.203」１０月１６日付の記事参照）。 

 

また、数日前にサアブ検事総長は「Molino La 

Vanguardia」という会社が違法なルートで GOLD

を販売していたとして、同社社長とその地域を管轄

していた検事に指名手配を出した。 

 

ただし、サアブ検事総長が訴えた「Molino La 

Vanguardia」はベネズエラ政府が GOLD 採掘事業

者として認定した会社であり、且つ最近 SEBIN 司

令官を解任されたグスターボ・ゴンサレス・ロペス

氏が事実上のオーナーとの野党議員の指摘もある。 

 

もし事実であれば、ゴンサレス・ロペス氏が SEBIN

司令官を解任され、治安維持部隊のトップとしての

権限を失ったことで、これまで行われていた違法行

為を継続できなくなったのではないか。 

 

 

 

いずれにせよ GOLD 開発に関わる違法行為はかなり

根が深そうだ。 

 

仮に政権が野党に代わったとしてもそんなに簡単に

鉱物事業がクリーンな産業になることはなさそうな

気がする。 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2721bc39e8ce3a3e9214e7c24c026c35.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/2721bc39e8ce3a3e9214e7c24c026c35.pdf

