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平成18年12月21日

金属資源開発調査企画グループ
神谷 夏実

主要資源国の資源開発環境

ロシア、カザフスタン、モンゴル、中国



1ロシアの政治経済動向と資源開発環境

政治経済動向
•2005年のGDP実質成長率は6.4％を確保し、貿易収入も油価高騰によるエネルギー資源の輸出に
支えられて1,202億ドルの黒字。

•プーチン政権は権威主義的で、中央集権化、権力体系再編を進め、西側諸国は警戒。
•資源国家管理強化（サハリンII、大手石油企業ユコス解体、国有化（2004年）。
•エネルギー資源大国を目指し、企業活動への介入、積極的資源外交を展開。
•1991年の旧ソ連崩壊後の鉱物資源生産も低下したが、1995年以降増加に転じる。

資源開発環境
•世界的な資源生産国であり、資源ポテンシャルもきわめて高い。
•新鉱業法の制定の遅れ、資源国家管理強化の懸念がある。
•ウランに関しては、ロシア国内での原発増設計画を受けて、積極的な開発を推進する計画あり。
日本企業参入の動きが見られる。

•戦略資源に対する外資規制の動向に注視が必要。
＊戦略的鉱床：国防的位置、ウラン、ダイヤモンド、高純度石英、レアアース等、一定規模以上の
鉱床（石油150百万t、ガス1兆㎥、銅10百万t、金700t以上）

•近年、鉱物資源探鉱開発に外国企業の参入が見られる一方で、大規模開発案件の入札から外資
企業を排除する動きがある。

•1991年のソ連崩壊後は、鉱物資源生産が低下したが、1995年以降は増加に転じている。



2ロシアの鉱業政策

鉱業政策
•2005年6月、新地下資源法案が閣議で了承されたが、その後、議会での法案審議は難航。
2006年12月現在未成立。

•2006年3月の修正案では、①合弁企業、②政府との地下資源利用契約、③戦略的鉱床に関係する
合弁への外資支配権付与の禁止等については整理がついた模様。
論点は、①鉱区入札方法、②ライセンスの譲渡、③採掘権の付与等で、外資に不利な条件付けの
可能性あり。

•周辺国との積極的資源外交
中国：プーチン大統領訪中（2006年3月）により、経済・環境・金融等15分野の協力関係強化で合意し、
合弁石油会社設立等で合意。中国企業によるシベリア東部のベースメタル鉱床開発も協議か？
カザフスタン：Budenovskoyeウラン鉱山開発（2006年3月）
ウズベキスタン：Aktauウラン鉱床開発の共同開発の方針（2006年5月）。
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•主要金属埋蔵量
多くの鉱物資源が賦存し、金、白金族金属、クロム、マンガンについては世界一の埋蔵量。（世界
シェアは、金40％、白金族金属88％、クロム78％、マンガン80％） 。

•主要金属生産物
金、白金、クロム、バナジウムの鉱石生産は世界一で、チタン、マンガン鉱石は世界第2位。
金、白金、鉄鉱石、マンガン、フェロクロム、クロム鉱石等の主要輸出国でもある。

•大規模鉱床開発への影響
Udokan銅鉱床（チタ州、銅埋蔵量19.95百万t）の入札延期（時期未定）。
SukhoiLog金鉱床（イルクーツク州、金埋蔵量1,029t）の入札時期も未定。

・ウラン生産
天然資源省と連邦原子力庁は、2020年までの天然ウラン生産の6倍増産計画を発表。（2006年2月）
（原子力発電所新規40基建設、原子力エネルギーシェアを2030年までに15％から25％にアップ）
日本企業もウラン開発に参入の動き（三井物産、ユージナヤ鉱山開発（サハ））

•フレイザーレポートによる政策評価
35点/53ヶ国（2003/04年）→17点(2004/05年)→23点(2005/06年)

ロシアの鉱業の概要



4カザフスタンの政治経済動向・資源開発環境

政治経済動向
•2005年のGDP実質成長率は9.4％と6年連続で10％前後の高成長率を持続し、貿易収支もエネ
ルギー関連の伸びに支えられて105億US$の黒字。
•2005年12月に行われた独立以来2度目の大統領選挙で、ナザルバエフ大統領が圧勝のもとに
再選され、政治的安定と経済成長が持続する模様。

資源開発環境
•非鉄金属資源の多種・豊富な埋蔵量に恵まれ、ソ連邦崩壊まではロシアに対する重要な非鉄
金属供給地としての位置づけ。
•2005年10月地下資源法改正。おもに石油天然ガス等戦略資源に対する国の関与を強化する
傾向が顕著に。
•2005年の非鉄金属を含む固体鉱物資源分野に対する投資は前年34％増の2,362百万US$
•中国やロシアとの資源外交も盛んで、ウラン開発をめぐる協力の動きも積極化。
•CIS鉱業企業として初めてロンドン市場でIPOを行ったKazakhmys社を先鞭とするIPOブームの
兆しや、M&Aや企業再編が進む。
•鉱業は非常に盛んであるが、地金のほとんどは輸出向けであり、内陸国であることから鉱石輸
送が問題。（通常鉄道輸送による輸出を行う）



5カザフスタンの鉱業政策

鉱業政策
•2004年12月、地下資源法改正。地下資源利用者の権益に対する国の先買権認める。
•2005年10月、地下資源法改正。主に石油天然ガス等戦略資源に対する政府関与を強める傾向が顕
著になる。国の経済安全保障に問題となるようなプロジェクト権利の集中化を阻止するため、地下資
源利用権譲渡に条件付け。
①国に拒否権の発動を認める
②子会社や企業相続(承継）は国の許可必要

•国営企業の民営化の推進。
①UKTMK、Vasilkovskoye J/V、Kazzinc、Zyryanovsk鉛コンビナートの民営化
②政府が一部権益を所有する非鉄金属、レアメタル開発企業を統合させ鉱山・製錬持ち株企業とし

てロンドン市場に上場させる計画（2007年秋を目処)
•ウラン生産開発に対し積極的政策および外交展開。
①ウラン生産は、2010年までに15,000t/年体制を築き、世界最大のウラン生産を目指す。
(Kazatomprom社計画に大統領承認） （2,006年3月）
②日本ーカザフスタン政府間ハイレベル協議によりウラン鉱山開発での協力に合意。（2005年11月）
③ロシアーカザフスタン政府間の原子力平野利用協力が合意され、ウラン採掘・処理を行うJV設立。



6カザフスタンの鉱業の概要

•主要金属埋蔵量
非鉄金属鉱物資源の埋蔵では、クロムが、ドンスコイ・クロム鉱山の鉱床のみで世界第1
位を占め、亜鉛、カドミウムが世界第4位、鉛が世界第5位、レニウム、鉄鉱石が世界第6
位、ビスマスが世界第7位、モリブデンが世界第9位とされているほか、銅の埋蔵も多い。

•主要金属生産物
クロム鉱石の生産が世界第3位を占めるのを始めとして、スポンジチタンの生産が
日本、ロシアに次ぐ世界第3位。
スポンジチタン生産の副産物のマグネシウム地金生産が世界第6位。
テルルが世界第5位を占めるほか、多くのベースメタル、レアメタルの生産が行わ
れている。

•ウラン開発
日本企業もウラン開発に参入の動き（住友商事-関西電力）

•フレイザーレポートによる政策評価
38点/53ヶ国（2003/04年）→30点(2004/05年)→34点(2005/06年)



7

政治経済動向
•2005年6月、大統領選挙でエンフバヤル大統領就任、その後2006年1月に内閣総
辞職し、新政権が人民革命党主体に新たな連立政権スタート。
•モンゴル政府は、同国輸出額の約60％を鉱業産品(金、銅、石炭等）が占める現状
に鑑み、市場開放、外資導入による同国鉱業の活性化を図っている。
•モンゴルは2004年10%を越える経済成長率を達成し、経済発展のために鉱業
を重視し、鉱産物の輸出の拡大を目指している。

資源開発環境
•稼行中の大規模鉱山はエルデネット銅・モリブデン鉱山（モンゴル・ロシア合弁）、
のほか、亜鉛、金がある。
•資源ポテンシャルはあるものの、内陸国ゆえに輸送の問題あり。銅鉱石は全量中
国へ輸出される。
•資金不足のため資源開発は外資系企業に頼らざるを得ない状況である。
•外国企業の鉱業投資が加速。特にIvanhoeMines社/RioTinto社が南ゴビ地区にお
いて世界最大級のOyu Tolgoi銅・金鉱山開発に向けて本格化している。

モンゴルの政治経済動向・資源開発環境



8モンゴルの鉱業政策/鉱業の概要

鉱業政策
•1997年の鉱業法改正後、外資導入を図り探鉱も活発化。2百万ドル超えの鉱業投資に対
して税安定化協定締結が可能。
•新鉱業法導入により、戦略的鉱物資源開発案件の権益34％を政府所有の可能性。
•超過利得税導入を国会で可決（2006年５月）を突然発表するなど、資源ナショナリズムの
強化の動きがある。

超過利得税：金属価格が基準価格を超えた部分について、価格との差額の68％までを課税。報道では
基準価格は銅2600ドル/tが検討されている。

•モンゴル政府は，鉱業法や外国投資法等の法制度の整備のほか、投資環境整備の施策
のひとつとして地質情報の整備を進めている。

鉱業の概要
•主要金属埋蔵量 モリブデン（世界第13位）
•主要金属生産物 銅、亜鉛、金、モリブデン、錫
•主要プロジェクト
Eldenet鉱山（銅、金）（モンゴル政府およびロシア政府のJV) 生産量銅133千ｔ/年（2005）
Tumurtiin Ovo（亜鉛） 生産量亜鉛22.8千ｔ/年（2005）
・フレイザーレポートによる政策評価
－（2003/04年）→33点(2004/05年)→53点(2005/06年)
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政治経済動向
• 持続する経済発展

2005年は経済成長率9.9％と前年を下まわったが、依然として高い成長維持
2004年以降過熱経済抑制のためのマクロ経済コントロール

• 第11次5ヵ年（2006年～2010年）計画
「国家戦略の意図および政府の活動重点の明確化、市場の行動の誘導」

経済成長パターンの転換、資源エネルギー節約・循環型・環境調和型社会建設、

冶金工業の最適化と発展（レアアース、タングステン、錫、アンチモン資源保護）

西部地域開発の推進

• 資源獲得のための積極的資源外交

資源開発環境
• 資源ポテンシャルは高いが、経済発展にともなって、非鉄金属等自給率低下

• 多くの鉱種が国内消費を優先し、輸出制限に動く

• 日本が中国依存する鉱種は、特にレアアース、アンチモン、タングステン、インジウム

今後輸出制限をかける可能性がある

• 西側企業による大型投資はないが、金等の小規模探鉱開発事業、探鉱が徐々に始まる

中国の政治経済動向・資源開発環境
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(1)鉱物資源白書(2003)
• 需給ギャップ解消のための国内供給能力の増加、特に中西部地区の資源開発推進。

• 外資鉱山開発の積極的導入。

• 中国企業の開発海外投資の促進：ザンビア、パキスタン、ラオス、ミャンマー、キルギス、マレーシア、チリ、フィリピン、

豪州、ニューカレドニア、PNG、モンゴル等

(2)鉱物資源輸出制限の動き
①輸出増値税還付率の引き下げ
• 2004年1月より還付率の引き下げ開始。2006年9月(4回目）
• 環境高負荷かつエネルギー多消費産品の輸出抑制
• 過熱経済の抑制、非採算生産者・中小生産者の淘汰・統合
• 貿易黒字、為替対策

• 還付率の引下げは、輸出価格の引上げとなり実質輸出抑制となる

②銅委託加工貿易の禁止（2006年1月1日）
• 資源性商品の委託加工貿易の禁止、国内供給の優先

• エネルギー資源の確保及び環境保全

• 銅スクラップ、精鉱を輸入し、未圧延銅（銅地金、銅合金）を輸出

③輸出関税
• 金属、石炭等の輸出関税（2006年11月1日から適用）
• 鉱石、銅・ニッケル等非鉄金属11品目、原油、石炭等最大15%の課税が対象
• 資源エネルギーの浪費を抑え、技術革新を促す

中国の鉱業政策（１）

2004.1 2005.5 2006.1 2006.9

タングステン 13％ 8％ 5％ 0％

0％

0％

0％

亜鉛 11％ 8％ 5％

錫 13％ 8％ 5％

アンチモン 13％ 8％ 5％

輸出増値税還付率の推移



11中国の鉱業政策（２）

（3）国内外での資源確保戦略
①外資導入
• 中国国内で不足している資源（石油、天然ガス、銅、亜鉛、ニッケル等）
• 国内生産が過剰で外資を規制する資源（希土類、タングステン、アンチモン等）
• ウラン鉱物は探査、開発を禁止

②積極的資源外交
• 中国首脳による直接的な資源外交の展開
• 2006年の主要な首脳外交

2006.4（胡錦濤国家主席：サウジアラビア、モロッコ、ナイジェリア、ケニア
2006.4（胡錦濤国家主席：トルクメニスタン）
2006.4（温家宝首相：豪州、PNG、フィジー、ニュージーランド、カンボジア)
2006.6（温家宝首相のアフリカ訪問：エジプト、ガーナ、コンゴ、アンゴラ、南アフリカ、タンザニア、ウガンダ）

• 中国ーアフリカ協力フォーラム（2006年11月）

③走出去戦略（海外進出、対外投資)
• 開発途上国、アジア諸国を対象とした海外進出、対外投資重視の戦略
• 国内不足資源（石油、天然ガス、鉄鉱石、銅、アルミニウム、ニッケル等）の確保
• 五鉱集団公司、中国有色金属建設集団公司等の国有企業を中心産学官共同で実施
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•主要金属埋蔵量
特にアンチモン、ビスマス、カドミウム、鉛、マグネシウム、モリブデン、希土類、錫、タングステン、
バナジウム、イットリウム、亜鉛、イルメナイトの埋蔵については世界第1位、銀、インジウムが第2位、
銅、金、リチウムが第3位。
その他鉱物資源の賦存ランキング・占有率についても高い位置を
占める等世界でも有数の資源保有国である。
内蒙古自治区のBayan Obo鉱山は世界最大の希土類埋蔵量｡

•主要金属生産量
アルミニウム地金、アンチモン鉱石、錫鉱石、鉛鉱石、鉛地金、錫地金、亜鉛鉱石、亜鉛地金、
マグネシウム地金、マンガン鉱石、タングステン鉱石、バナジウム、希土類が世界第1位、
銅地金、カドミウム地金が第2位等世界における非鉄金属の主要生産国。
特に希土類、タングステン、アンチモンについては世界供給の8割以上を占める寡占的供給国。

•フレイザーレポートによる鉱業政策指標(%)
50点/53ヶ国（2003/04年）→49点/64ヶ国(2004/05年)→40点/64ヶ国(2005/06年)

中国の鉱業の概要

世界の生産に

占める割合

日本の消費にお
ける中国依存率

中国の輸出制限 輸出増値税還付

希土類 13％ 92％ 輸出許可発行遅延（2002）

なし

輸出許可発行制限（2000年後半）

なし

撤廃（2005年5月）

アンチモン 11％ 94％ 撤廃予定（2006年12月）

タングステン 13％ 87％ 撤廃予定（2006年12月）

インジウム 13％ 71％ 撤廃（2005年5月）
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フレイザーレポート( カナダ）による鉱業投資阻害要因

・フレイザー研究所(カナダ）による、鉱業企業1,435社に対する投資環境調査（回答率22％、322社）

・政策項目の数字は、各政策項目に対し、投資阻害要因があるとする企業の比率(%)（高い方が阻害要因が多い）

・総合政策評価(下表最下段）は、各項目で1位国・地域を100点、最下位国・地域を0点とする。(高い方が阻害要因が少なく、
投資リスクが低いと評価されている）

・WA(豪州・西オーストラリア州）は、先進国鉱業地域として参考データ

政策項目 中国 ロシア カザフスタン モンゴル 豪ＷＡ

既存の法規定に対する管理、解釈、
強化に関する不確実性

42 66 42 １７ 10

環境規制 14 18 11 ４ 3

二 重 規 制 お よ び 矛 盾 す る 規 制
（国家と地方、および国家と州等）

48 60 23 １４ 9

税制（対人課税、法人税、所得税、資
本税あるいは税制遵守に伴う複雑さ）

24 68 40 ２２ 12

先住民による土地所有権に関する不確実性 7 13 8 ０ 41

原生自然環境保全地域に関する不確実性 13 13 18 ６ 16

インフラ 20 44 31 ２８ 5

社会経済的な取り決め 35 35 26 14 10

政情安定性 29 62 39 13 3

労働基準・雇用に関する取り決め 10 31 16 13 9

地質データベース 26 32 21 ３７ 7

安全性 25 31 21 ３７ 8

総合政策評価 40 23 34 53 72

・出典：Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2005/2006
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・地下資源法、鉱業法改正
ロシア、モンゴルにおいて新地下資源法・鉱業法改正計画があり、国家の資源管理強化が懸
念されるが、政府内での審議が滞り先行き不透明。カザフスタンでは、地下資源法が改正され、
国家管理強化がみられるものの、政治的安定感があり資源投資先として期待。

・国家資源管理強化
ロシア、モンゴル、カザフスタンとも国家の資源管理強化の方向にあると見られる。
中国では輸出増値税還付率引き下げ、輸出関税創設等の政策によって、資源輸出を抑制す
る政策がとられ、今後日本向けの資源輸出に影響が懸念される。

・資源外交の展開
ロシア、カザフスタン、中国がウラン開発において積極的な資源外交を展開し、共同の開発体
制を構築。 日本はカザフスタンとウラン開発で協力。
中国は、石油、鉱物資源に関し、首脳による、直接的な資源外交を展開。

・ウラン開発
ウラン探鉱開発の活発化に伴い、日本企業もロシア、カザフスタン等への進出がみられる。


