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１．インドネシア投資環境 
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（1）新鉱業法 

＜2009年1月鉱物石炭鉱業法（以下「新鉱業法」）公布、施行＞ 

「国家利益の最大化、国民福祉向上」 

 

① 鉱業権は鉱業事業許可制度に一本化（国又は地方政府から発給） ⇒地方政府による許可の乱発 

② 外国投資に活用されてきた鉱業事業契約（Contract of Work: COW)制度は廃止 ⇒COW再交渉 

③ 鉱業事業許可（IUP）と特別鉱業事業許可（IUPK）に分類。更に、探鉱許可と生産許可の2段階制  

④ 許可取得可能者はインドネシア法人（内国資本、外国資本の差別無し）又は自然人。ただし、外資法人には、生産
開始後６年目から、国、地方政府、インドネシア民間企業等に一部資本移譲義務 ⇒ 当初政令では最低20％であ
ったが、2012年２月の改正により51％に引き上げ 

⑤ IUP取得に入札制導入。IUPKは国営企業等に優先付与⇒詳細規定未制定（近々制定予定） 

⑥ 国内での生産物高付加価値化義務（精製・製錬）を新たに追加。既存COWにより生産を行っている者も、5年以内に
国内高付加価値化を実施義務 ⇒2012年2月詳細規定制定。2012年5月より鉱石輸出規制実施（最高裁違法判決
へ） 

⑦ 政府に生産量、輸出量をコントロールする権限を付与 

⑧ 国内鉱業サービス会社使用義務 

⑨ 既存COWは契約期限内有効。ただし、1年以内に新法に適合 ⇒COW再交渉 

⑩ 関連政省令は1年以内に制定 ⇒4政令は制定済みであるが、省令は半数以上が未制定 
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（2）主要関連政省（大臣）令制定状況 - ① 

（注）「→」は法令上の主な委任関係等を示す。

エネルギー鉱物資源大臣決定
Ministerial Decree

国内供給優先最低比率 （年次規定）

鉱物・石炭鉱業に関する法律 ：2009年 No. 4

政令：Government Regulation 

2010年 No. 22 

鉱業区域

エネルギー鉱物資源大臣令：Ministerial Regulation by Ministry of Energy and Mineral Resources 

2010年 No. 23

鉱業事業活動
↓

改正政令：2012年No. 24

2010年 No. 55

鉱物・石炭事業の管理、指導

監督

2010年 No. 78

鉱業後再生・処理

2009年 No. 28

鉱業サービス会社実施規

定

2009年No. 34

鉱物・石炭供給国内優先

規定

2010年 No. 17

鉱物・石炭標準価格決定

手順規定

2011年 No. 12

鉱業事業区域（WUP）規定

手順及び鉱物・石炭鉱業区

域（WP）情報システム規定

2012年 No. 7

鉱物高付加価値化規定

↓

改正大臣令：2012年 No.11 

（検討中のもの） 鉱業許可手順

鉱業許可入札・保証金 特別生産IUP 非金属鉱物・岩石IUP

鉱業事業区域（WUP）

資本移譲

鉱業地域社会・経済開発

労働者・資本財

鉱業後処理

最新：2012年; KEPMEN No. 

1991 K/30/MEM/2011

他関連大臣令等

商業大臣令：2012年No. 29 

鉱産物輸出規定

財務大臣令：2012年No.75

輸出税賦課対象輸出品・輸出

税率決定規定

鉱物資源石炭総局長規程
Director Genaral Regulation

574.K/30/DJB/2012
鉱産物輸出推薦状の手順と要

件規定

999.K/30/DJB/2011

石炭標準価格調整

515.K/32/DJB/2011

石炭標準価格決定

財務大臣決定

956/KM.4/2012
輸出税算出のための輸出価格

決定
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（2）主要関連政省（大臣）令制定状況 - ② 

 政令：予定していた４政令が2010年に全て制定済み。 
 

 ただし、多くの部分の詳細内容は、更に下位のエネルギー鉱物資源大臣令に委任 

 

 鉱業事業活動に関する政令（2010年政令第23号）は、2012年政令第24号で一部改正 

 

 エネ鉱大臣令：現時点で５大臣令が制定済み。ただし、予定の半数以上とな
る９件が未制定。 
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（3）新鉱業法下における政策上の主要課題-① 

①鉱業事業許可（IUP）の発行・管理・鉱区重複問題 
 多くの許可発行権限が地方政府（州又は県）に移譲されたことに起因し、地方政府による過

度の発行や管理能力不足等により、鉱区重複や正規の手続きに基づかない不適合発行 

 過度の発行：移譲前は500件程度→IUP総発行数10,235件（2012年5月） 

 乱開発により新鉱業法制定以前に比べ、鉱物輸出量の増大、環境問題の拡大 

 2012年5月からの輸出規制実施の主要因の一つ 

 

 政府側の対処 

 ワーキングチームを設立、全発行済みIUPの審査を実施（継続中）。新規IUP発行は停止中 

 10,235件中、半数以下の4,386件のみが適法認定：Clean & Clear（C&C) 

   （C&Cは、5月から実施の鉱石輸出規制後の許可取得要件の一つ） 

 エネ鉱省は早期に入札制導入を検討（中央政府監視の下） 

 

 今後のポイント 

 最近の動向として、地方政府側は、IUP発行管理やC&C認定などへの中央政府の介在は、地方分権
法や新鉱業法の規定に抵触しているものと主張 

 →後述の輸出規制違法判決に対するAPKASI（地方政府協会）の主張と同様 
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②既存鉱業事業契約（Contract Of Work：COW）条件の見直し・再交渉 
 新鉱業法制定以前、外国資本による大規模鉱山開発は、政府との契約に基づき実施 

 鉱物資源はCOW：Contract of Work）、石炭はCCOW（Coal Contract of Work）。以下総称してCOW 

 COWは各世代（第1世代から第7世代）や契約ごとに条件が異なる 

 政府方針：現契約内容は基本的に尊重し、事業者との交渉により条件改定 

 各COWを新鉱業法下の諸条件に適合させるべく、政府はCOW評価チームを設置（大統領
決定2012年第3号）し、交渉 

 経済担当調整相を長とし、エネ鉱大臣他関係閣僚メンバーにより各COWの個別評価や条件再交渉
を実施。期限は2013年末 

 焦点となる条件項目は、ロイヤルティ率、鉱石高付加価値化、資本移譲、鉱区縮小等 

 COW事業者は全１１８社。政府の発表ではこれまでに65％が再交渉完了 

 今後のポイント 

 各社ごとに、現契約期間満了と投資計画を睨みつつ、どのような条件で折り合いを付けるかがポイ
ント 

 一つの指標として、一番の大型案件とされるGrasberg銅金鉱山の再交渉がFreeport社と進行中で
あり、交渉の進展に注目 （現COW期限は2021年）：ロイヤルティ率の引上げ：１％→４％前後、同
社資本権益引下げ：90.64％→49％など。 

（3）新鉱業法下における政策上の主要課題-② 
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（3）新鉱業法下における政策上の主要課題-③ 

③外国資本率制限の拡大 
 2012年政令第24号（2010年政令第23号の改正政令）により、急遽、国内資本への移譲比率

を大幅に引上げ：従来２０％→改定後５１％ 

 鉱山生産開始から以下の区分により最低国内資本比率を規定 

6年目：20％、7年目：30％、8年目：37％、9年目：44％、10年目：51％ 

 資本移譲先は、中央政府、地方政府、国営企業、地方政府関連企業、国内企業の順 

 資源ナショナリズムの強まりの一つの代表例 

 今後のポイント 

 詳細規定は今後制定される予定であるが、現状、内容未定のため、その方法等は不
透明 

 特に欧米企業は強く懸念 ⇒今後の探鉱・鉱山投資に影響？ 

 Batu Hijau銅金鉱山権益を巡る混乱・訴訟の前例もあり、同様のリスクが内在する可
能性 

⇒移譲条件や、インドネシア国内での中央政府、地方政府、尼企業間の綱引きなど 

 一つのリスク回避策として、IDX（インドネシア証券取引所）上場が有効か？ 
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（3）新鉱業法下における政策上の主要課題 -④ 

④鉱物資源高付加価値化義務（2014年1月）及び輸出規制（2012年5月） 
 ④-１ 鉱物資源高付加価値化義務（2014年1月） 

 2012年2月、エネ鉱大臣令第7号により詳細規定が制定 

 金属鉱物、非金属鉱物、鉱石が対象となり、鉱物ごとに最低精製錬基準が定められ、基準を満た
さないものは輸出禁止。施行は2014年1月から。 

 石炭も対象にする方向で検討されていたが、精製技術未確立のため、今回は見送り 

 製錬所建設計画の動向 

 2012年2月大臣令制定前の企業からの提出計画書は19件（公表済） 

 2012年5月以降、輸出許可条件の一つとしたこともあり、185件に大幅増。 

⇒エネ鉱省としては、好ましい結果としながらも、全ての必要性は無いとして、審査中。 

 今後のポイント 

 一部エネ鉱省関係者コメントでは、必要な場合の基準の見直しは可能との見解あり 

 インドネシア鉱業協会：政・官・学・民関係者による製錬所建設の経済実現性を議論する検討会（
Focus Group Discussion）を8月以降、個別鉱物ごとに開催。11月29日にファイナル会合を開催 

 経済産業省など日本政府及び日本鉱業協会を中心とした関連業界は、2014年1月からの鉱石完
全輸出禁止に対し、各機会ごとに懸念の表明－両国首脳、閣僚級会談、日尼経済合同フォーラム
など。また、本件個別対話の場として、8月に「日尼・素材資源産業官民対話」を開催 
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鉱種 鉱物（副産物） 国外向け販売の最低製品基準 

銅 

黄銅鉱、斑銅鉱、赤銅鉱、銅藍 
・製錬プロセス 
 （アノードスライム） 
 （テルル化銅） 
・リーチングプロセス 

 
・銅カソード> 99,9% Cu 
・Au、Ag、Pd、Pt、Se、Te＞各99％ 
・Cu、Te＞各99％ 
・Cu、Au、Ag、Pd、Pt、Se、Te>各99% 

錫 

錫石 
 （脈石鉱物） 

・ジルコン 
・イルメナイト 
・ルチル 
・モナザイト 
・ゼノタイム 

  
（スラグ） 

・Sn＞99.85％ 
 
・(ZrO2+Hf) >99% 
・FeTiO3  >99% 
・TiO2>98% 
・希土類酸化金属(REO)(＞99%) 
・希土類酸化金属(REOH)(＞99%) 
・希少金属 ＞99％ 
・W＞99%、・Ta2O5＞99%、・Nb2O5＞99%、・Sb2O5 ＞99% 

ニッケル・ 
コバルト 

ペントランド鉱他 
・製錬プロセス： 

サプロライト、リモナイト 
  
 
・リーチング・プロセス： 

 リモナイト 
・還元プロセス： 
 サプロライト、リモナイト 

 
・Ni マット > 70% Ni 
・ニッケル銑鉄（サプロライト） > 16% Ni 
・ニッケル銑鉄（リモナイト・混合） > 10% Ni 
・NPI（ニッケル銑鉄> 6% Ni 
・MHP (混合水酸化物) > 25% Ni 
・MSP (混合硫化物) >45% Ni 
・Ni、Co、Cr＞各99％ 
スポンジFeNi> 4% Ni 

ボーキサイト ギブス石他 
スメルターグレードアルミナ > 99% Al2O3 

ケミカルグレードアルミナ > 99% Al2O3等 

（3）新鉱業法下における政策上の主要課題 -④ 
最低精製錬基準（抜粋） 
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（3）新鉱業法下における政策上の主要課題 -④ 

④鉱物資源高付加価値化義務（2014年1月）及び輸出規制（2012年5月） 
 ④-２ 輸出規制（2012年5月） 

 エネ鉱大臣令第7号第21条等に、急遽、5月からの輸出規制を規定 

 政府側の説明では、主要鉱物（ニッケル、ボーキサイト、銅など）の輸出量が2008年と比較し、2011
年の水準が異常な拡大を示したため、その抑制を行うため実施 

 ⇒2014年1月からの鉱石輸出禁止前の駆込み的な乱採掘により、資源枯渇や環境破壊問題を懸念 

 鉱物65品目の輸出に関し、商業省からの輸出許可取得を義務付け、輸出には20％の輸出税が課
税。さらに各社への輸出量の割り当て（3か月ごとに見直し）。 

 輸出許可取得にはエネ鉱省鉱物石炭総局長の推薦状が必要→推薦状発行申請添付書類：製精
錬所建設計画（又は建設協力計画）、エンドユーザーとの鉱産品売買契約、C&C認定、新鉱業法
遵守の同意書など 

 これら具体的な実施規定は施行前後に決定されたため、実質1か月程度輸出停止状態となった。：
商業大臣令（輸出許可手続き等）第29号：5月7日、財務大臣令第75号：5月16日、財務大臣決定第
1956号（課税輸出価格決定）：6月1日、エネ鉱省鉱物石炭総局長規程（輸出推薦状等）第574号：5
月11日など 

 今後のポイント 

 インドネシア・ニッケル協会、APKASI（地方自治政府協会）が、この輸出規制に関し地方自治法及
び新鉱業法に違反しているとし、最高裁に訴え（4月12日）、最高裁はこれを認める判決（9月12日） 

→新ルール策定に向け、政府、業界関係者の間で検討の方向 

→2014年からの輸出禁止自体は今回の判決の対象とはなっていない 

 

 



12 
（4）インドネシアまとめ 

 新鉱業法下で、国内資本化義務の51％への引き上げや、国内高付加価値化義務に関連
した鉱石輸出規制などの資源ナショナリズム傾向が顕著 

 地方分権化の流れもその背景の大きな要因の一つ 

 現政策の状況変化 

 未制定となっている詳細規定（大臣令）の制定動向 

 裁判所判決：輸出規制違法判決（参考：BPMIGAS違法判決） 

 鉱業政策の今後の行方は、以下の動向にも注目 

 国会の動き：第７委員会（エネルギー・鉱物資源・技術・環境等担当） 

 地方政府、業界の動向 

 現ユドヨノ政権後の2014年以降の次期政権の動向 

 他の注目すべき点 

 経済成長が続く中、他の産業も含め、これまでの低賃金水準に対する労働者の賃上
げ要求気運が高まっており、ストライキ、デモなどが度々発生、大規模・過激化 

⇒３か月に及ぶGrasberg鉱山での賃金を巡る労働ストライキの例 
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２．ミャンマー投資環境 
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（1）投資環境・動向全般 

 2011年3月の民政移管によるテイン・セイン政権誕生後、ミャンマーでは民主化、市場
経済化が大きく進展し、それに伴う法整備も大がかり、かつ急ピッチで進行中 

 

 新政権による民主化の進展に対する国際的な評価も進行し、欧米による経済制裁解
除の方向 

 EU：経済制裁の一時停止（2012年4月）、１億US$支援表明（2012年11月） 

 米：経済制裁のほぼ全面解除、オバマ大統領訪緬予定（2012年11月） 

 日本：円借款再開予定 

 

 欧米企業の投資進出活発化 

 

 一方で、地方少数民族問題も依然として存在 
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新外国投資法が11月2日成立 

 

法案成立に至るまでの経緯 

 2012年3月、当初政府案では3年間の所得税免除期間を5年に延長する内容など
、外国投資をより優遇・緩和する内容で国会に提出 

 国会では、外資を優遇し過ぎとの声が上がり、政府案に対して外資出資額の引き
上げや特定分野での出資比率の引き締めなどの修正がなされ、9月に国会で可
決 

 これに対し、政府は保護主義的な修正案を不服とし、11項目の見直しを国会に求
め、国会は最終的に10項目の修正に応じ、成立 

 

外資出資比率上限（規制分野あり）、税優遇措置、最低資本金額などの撤廃や大幅緩
和が盛り込まれたが、多くは具体的な数値を非明示とし、投資委員会等が個別に判断
する内容 

 

細則は90日以内に制定予定 

（2）新外国投資法 
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（3）鉱業投資関連法 

鉱業関連する法令は、1994年制定の鉱山法（Myanmar Mines Law - 1994）及びその詳
細を規定した1996年制定の実施細則（Myanmar Mines Rules - 1996） 

 鉱山省で新鉱山法の草案策定作業に着手、専門家及び一般から広く意見を取り込む形で
作業に取り組んでおり、「環境を重視した持続的鉱業開発保護」及び「市場経済原則に基づ
いた透明性の確保」を大きく盛り込む方針 

 

個別鉱物に関する法令として、宝石法及び同法実施細則（Myanmar Gemstone Law - 
1995及びMyanmar Gemstone Rules - 1995）、真珠法及び同法実施細則（Myanmar 
Pearl Law - 1995及びMyanmar Pearl Rules - 2000）など 

 

その他、主な関連法令は、前述外国投資法の他、会社法（1914年）、国営企業法や、
環境関連では、環境法（2012年） 
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（4）現行鉱業政策 －① 

探鉱投資：予察、探鉱、FS 

 外国企業がミャンマーでの探鉱（予察、探鉱、FSまで）に投資する場合、まず、外交ルートに
より、在ミャンマー各国大使館等から鉱山省へ、投資に関する関心レターの送付が必要 

 

 以後、鉱山省とその内容（現地調査も含む）の協議・検討 

 

 最終的に投資家が投資の実行を決定した場合、地質調査・鉱物探鉱局（DGSE：Department 
of Geological Survey and Mineral Exploration）に投資計画内容（区域、対象鉱物、探鉱、FS
等の事業内容、投資額、適用する技術等）を記載した正式なレターにより投資計画の申請 

 

 当該申請の鉱山省内での審査を経て、省内で投資計画の内容が承認された後、その投資
計画内容に基づいた契約案を作成 

 

 契約案について、最終的にミャンマー投資委員会（MIC：Myanmar Investment Commission）
及び内閣の投資許可を取得した後、改めて契約締結 

 

 探鉱ステージでの各許可の条件は次表のとおり。 
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許可区分 期間（延長） 面積 

予察許可 
Prospecting Permit 

1年以内 
（12月以内） 

4,200㎢以内 

探鉱許可 
Exploration Permit 

3年以内 
（1年以内。2回まで可） 

3,150㎢以内 

Feasibility Study 1年以内 － 

探鉱ステージ許可条件 

（4）現行鉱業政策－② 
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鉱山開発・生産 

 

 ミャンマーで鉱山開発・生産を行う場合、原則として各鉱山公社との生産分与契約（
Production Sharing Contract：PSC）に基づき実施 

 

 PSCシェアは、基本的にLME価格をベースに、鉱物ごとに異なり、通例、金が50：50（企業側：
公社側。以下同様）で、その他の鉱物は70：30などがあるが、最終的には鉱山省及び鉱山
公社との交渉で決定される。 

なお、現在鉱山省では、その他の鉱物の一般的なPSCシェアを85：15などに緩和する方向
で検討中 

 

 鉱山開発・生産許可などは、鉱山省鉱山局（Department of Mines）が所管 

 

 鉱山生産ステージでの許可条件は表2のとおり。 

（4）現行鉱業政策－③ 
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（4）現行鉱業政策－④ 

許可区分 期間（延長） 面積 

大規模採掘許可 

Large Scale Mining Permit 
25年以内 

（5年以内／回） 
鉱床規模による 

小規模採掘許可 

Small Scale Mining Permit 
5年以内 

（1年以内。4回まで可） 
1㎢以内 

鉱山生産ステージ許可条件 



21 
（4）現行鉱業政策－⑤ 

税制等 

 鉱業に関する税制として、鉱区料及び鉱業ロイヤルティが課される 

 

 その他、一般的な税として、法人所得税：25％、個人所得税：居住外国人1～20％、非居住
外国人35％、キャピタルゲイン税：居住外国人10％、非居住外国人40％、物品販売税（鉱産
物の場合）：5％、輸入税などが通常課税 

 

 外国投資法に基づき許可を受けた場合は、優遇税制を受けられる 

区分 率 

金属鉱物 3～4％ 

貴金属鉱物 4～5％ 

工業原料鉱物 1～3％ 

ルビー、サファイア、翡翠、ダイアモンド 20％ 

その他の宝石 10％ 

（注）鉱産物売価に課税 

鉱業ロイヤルティ 
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（4）現行鉱業政策－⑥ 

区分 金属鉱物 貴金属鉱物 工業原料鉱物 

Prospecting       

1年目 100,000 200,000 50,000 

2年目 200,000 400,000 100,000 

Exploration       

1年目 200,000 400,000 100,000 

2年目 400,000 800,000 200,000 

3年目 800,000 1,600,000 400,000 

4年目 1,200,000 2,400,000 600,000 

5年目 1,600,000 3,200,000 800,000 

FS       

1年目 1,600,000 3,200,000 800,000 

2年目 1,600,000 3,200,000 1,200,000 

Developing       

1年目 1,800,000 3,600,000 1,400,000 

2年目 2,100,000 4,200,000 1,600,000 

3年目 2,400,000 4,800,000 2,000,000 

Production       

1～20年目 3,000,000 6,000,000 2,000,000 

鉱 区 料 ：単位:Kyats/㎢ 

※851.00 Kyats/US＄（10/19ミャンマー中央銀行為替レート 
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（4）現行鉱業政策－⑦ 

その他鉱業投資を行う上で、留意すべき事項 

 

 未処理・未加工鉱石の輸出は不可：高付加価値処理が必要（具体的な基準は不明）。－政
府は最新技術による国内での選鉱・製錬処理を奨励 

 

 ミャンマーでの土地私有は禁じられている（原則、全て国有地）ため、土地を利用する場合、
使用権（リース）を得る必要がある。従来、外資の場合、政府からのみリースが可能であった
が、2011年9月の大統領令（2011年第39号）により、民間企業からもリース可能となった。 

 

 調査、操業地域での環境面、人権面での配慮。特に地方少数民族問題を抱える地域におい
ては、地域コミュニティへのより一層の配慮が求められる。 
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（5）鉱業行政組織－① 

ミャンマー鉱山省 組織図
Ministry of Mines, Myanmar

鉱山大臣

Union Minister

大臣官房

Minister Office

鉱山局
Department of 

Mines

地質調査・
鉱物探鉱局

Department of 

Geological Survey 

/ Mineral 
Exploration

第１鉱山公社
No. 1 Mining  Enterprise

第３鉱山公社
No. 3 Mining  Enterprise

宝石公社
Gems  Enterprise

真珠公社
Pearl  Enterprise

製塩・海洋化合物公社

Sa lt and Marine

Chemical Enterprise

第２鉱山公社

No. 2 Mining  Enterprise
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（5）鉱業行政組織－② 

 鉱業を所管する行政組織は鉱山省（Ministry of Mines）となる。鉱山大臣の下、鉱山局と地質調査
・鉱物探鉱局の２局と、６つの公社を傘下に置く 

 鉱山局 

鉱業政策・計画、規則の策定及び鉱山の監査、鉱山保安、鉱物資源の保護、鉱山環境に関する事項 

 地質調査・鉱物探鉱局 

国内全土の地質図作成、鉱物資源の予察調査、探鉱の実施並びに探鉱許可に関する事項 

 第１鉱山公社 

鉛、亜鉛、銀、銅、鉄、アンチモン、ニッケル、クロムの生産 

 第２鉱山公社 

錫、タングステン、金の生産 

 第３鉱山公社 

石炭、マンガン、工業用原料鉱物の生産。原則、生産物は国内市場向け。 

 宝石公社 

宝石採掘事業の許可・監督並びに宝石小売店舗の販売許可及び促進 

 真珠公社 

大規模・高品質な真珠の生産 

 製塩・海洋化合物公社 

食塩、ヨウ素添加塩、塩化マグネシウム、硫酸マグネシウム、塩化カリウム等の海水からの化合製品製
造事業の許可・監督 
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（6）外国企業による鉱業活動動向－① 

 鉱山生産 

主要な金属鉱産物は、銅、鉛・亜鉛、錫、タングステン、金、アンチモン、銀、ニッケル、鉄等。外資による鉱山
投資は7件を数え、豪州、中国、ロシア、タイ、ベトナム企業により、亜鉛、鉄鉱石、ニッケル、金、錫、大理石
鉱山への投資が行なわれている。 

 Monywa銅鉱山 

ミャンマーのMyanmar Yang Tse Copper社が操業。SX-EWにより銅地金を生産。年産能力は2.5万ｔ。資
源量は銅品位平均0.136％で約10億ｔ。なお、同鉱山の権益の50％を保有していたIvanhoe Mines Ltdの
撤退後、中国有数の軍需産業企業グループである中国北方工業公司（NORICO：China North 
Industries Corporation）がその権益を取得し、Sabetaung、Sabetaung South、Kyisintaungの3つの鉱床
開発を目的としたPSCの下、2012年3月に鉱床開発及び建設に着手している。 

 Tagaung Taungニッケル鉱山 

中国有色鉱業集団公司（CNMC：China Nonferrous Metal Mining (Group) Co. Ltd.)と鉱山公社とのPSC
による操業。2011年3月に採掘を開始し、現在製錬プラントを建設中であり、ニッケル・マットを生産する
計画。 

 Heinda錫鉱山 

タイ資本のMyanmar – Pongpipat社が第2鉱山公社とのPSCにより操業。 

 その他 

錫・タングステンはMawchi鉱山、Kanbauk鉱山などで、鉛・亜鉛はBaudwin鉱山、Yadanar Theingi鉱山な
どで生産されている。また、アンチモンは40カ所での小規模採掘が実施又は計画されており、そのうち、
Thabyu鉱床及びLyhamyar鉱床は大規模開発となる期待が寄せられている。 
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（6）外国企業による鉱業活動動向－② 

 探鉱 

中国、カナダ、ロシア、豪州、日本の企業が、DGSEとのJVによる探鉱プロジェクトを実施又は実施の申請を行
っている。プロジェクト数は16件を数え、内訳は次のとおりであるが、これまでの経緯から中国の進出が目立
つ。 

 探鉱実施中2件： 

・Nobel Gold Ltd（露）：Banmauk地域金プロジェクト 

・North Mining Ltd（中）：Mwe Taung地域ニッケル・プロジェクト 

 探鉱許可申請中：14件 

・Brila Corp. Ltd（加）：Indainggyi地域石灰石プロジェクト 

・Singquest Ltd（加）：Kani地域銅・金プロジェクト 

・Zhong Chuan Co. Ltd.（中）：Ngaphe地域石炭プロジェクト 

・Xingye Gp Co. Ltd.（中）：Heho地域銅・鉛・亜鉛プロジェクト 

・Poly mining Co. Ltd.（中）：Dawei地域錫・タングステン・プロジェクト 

・De Rui Feng Co. Ltd.（中）：Dawei River地域錫プロジェクト 

・日鉄鉱業（日）：Dawei River地域錫プロジェクト 

・Baoyi Gp Ltd（中）：Marliphant地域鉄鉱石プロジェクト 

・NFC Ltd.（中）：Panwa地域鉛・亜鉛・レアアース・プロジェクト 

・Guilin Research Co.（中）：Wuntho地域ニッケル・クロム・プロジェクト 

・HeChiShengHong Co.（中）：Mahochaung地域鉛・亜鉛プロジェクト 

・Asia Pacific Ltd.（豪）：Namtu Bawdwin地域鉛・亜鉛プロジェクト 

・Guilin Research Co.（中）：Tagaung地域ニッケル・クロム・プロジェクト 

・Guilin Research Co.（中）： Monywa地域銅プロジェクト 
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（6）外国企業による鉱業活動動向－③ 

探鉱プロジェクト位置図  （出典：鉱山省） 
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（7）ミャンマーまとめ 

 2011年3月の民政移管によるテイン・セイン政権誕生後、ミャンマーでは民主化、市場経
済化が大きく進展し、それに伴う法整備も大がかり、かつ急ピッチで進展 

 

欧米諸国による経済制裁解除の動きも進む中、投資環境は著しく改善する方向にあり、
欧米企業の進出が今後急激に拡大する見通し 

 

一方で、法制度は全体的にまだまだ未整備な点が多いのも事実であり、また、外資法改
正で見られるように、政府の急激な改革に対し、国会でも反対する声が上がるなどの動
きあり 

 

地方少数民族問題などの課題もあり、新政権による改革は不安定な要素を抱えているこ
とも否定できない 

 

 これらの点を踏まえつつ、改革の進展や法制度の整備、特に鉱業投資では予定されてい
る鉱山法の改正状況も注視しながら、同国での投資のタイミングを判断することが肝要 


