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～ カナダ全体の鉱業概況 ～ 



3 カナダの鉱業生産、投資環境 

主要鉱産物 
（鉱石） 

銅、亜鉛、鉛、ニッケル、 
金、銀、PGM、ウラン、 
鉄鉱石、コバルト、 

モリブデン、タングステン、 
石炭 

主要鉱産物 
（地金） 

銅、亜鉛、 
鉛、ニッケル 

探鉱投資額 
（2014年暫定値） 

1,933百万C$ 

トロント証券取引所 
（TSX/TSX-V） 

フロースルー株制度 

探鉱資金調達の中心地 豊富な資源 

鉱産物生産額 
（2014年暫定値） 

44,746百万C$ 

鉱業投資 
ランキング 

上位10位に5州 
がランクイン 

優れた投資環境 

権限・土地請求 

利益・雇用追求 

高まる先住民の存在 

連邦政府 

州政府 

環境許認可の重複 
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7.2% 
12.8% 

カリウム 

カナダ ロシア 中国 
ベラルーシ ドイツ イスラエル 
その他 

（Mineral Commodity Summary 2015, USGS及びWorld Nuclear Association Websiteより） 

68.5%

15.6%

6.8%

4.5%

2.3%

2.4%

プラチナ

南アフリカ ロシア ジンバブエ

カナダ 米国 その他

42.6%

31.5%

8.9% 6.4%
5.3% 5.3%

パラジウム

ロシア 南アフリカ カナダ

米国 ジンバブエ その他

82.8%

4.4%

2.7% 2.4% 1.6%

6.1%

タングステン

中国 ロシア カナダ

ベトナム ボリビア その他

49.9%

6.4%

6.2%

5.8%
5.6%

3.7%

22.4%

コバルト

コンゴ 中国 カナダ 豪州

ロシア キューバ その他

89.8%

8.5%
1.7%

ニオブ

ブラジル カナダ その他

41.1%

16.2%

8.9%

7.2%

5.8%

5.3%
4.3% 3.4%

7.7%

ウラン

カザフスタン カナダ 豪州
ニジェール ナミビア ロシア
ウズベキスタン 米国 その他

4 カナダの主要鉱石生産量 

3位 

他にも、アルミニウム(3位), 金(5位), モリブデン（6位）, 亜鉛（8位）, 銅（9位）, 鉄鉱石(10位) 
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5 カナダ各州の鉱産物生産額 

ブリティッシュ・コロンビア州 

石炭、銅が中心 
亜鉛、金、銀、モリブデンも 

アルバータ州 

石炭が中心 

サスカチュワン州 

ウラン、金が中心 

オンタリオ州 

銅、ニッケル、金が中心 
亜鉛、銀、コバルトも 

ニューファンドランド・ラブラドール州 

鉄鉱石、銅、ニッケル 
亜鉛、金、銀、コバルトも 

ケベック州 

鉄鉱石、金、亜鉛、ニッケルが中心 
銅、銀、コバルトも 

北西準州 

タングステン 

ヌナブト準州 

金 

ユーコン準州 

銅、金、銀が中心 
亜鉛、鉛も 

（出典：Preliminary estimate of the mineral production of Canada, by province, 2013） 

マニトバ州 

亜鉛、ニッケルが中心 
銅、金、コバルトも 

（※金属、非金属及び石炭） 



6 カナダの鉱業投資環境 

Fraser Institude社が2015年2月に発表した「Survey of Mining 
Companies」の最新レポートでは、鉱業政策と地質ポテンシャルの両方
を加味した投資魅力度指数において、対象となった122の国・州（準州
含む）のうち、上位10の中にカナダの13の州・準州のうち5つがランク
イン。 

サスカチュワン州 2位 
マニトバ州 4位 
ケベック州 6位 
ニューファンドランド・ラブラドール州 8位 
ユーコン準州 9位 

北西準州 15位 
ニューブランズウィック州 21位 
アルバータ州 22位 
オンタリオ州 23位 
ブリティッシュ・コロンビア州 28位 
ヌナブト準州 29位 
ノバスコシア州 42位 

政治・政策の安定性と資源ポテンシャルの両面が評価され、
例年上位にランクイン 



7 カナダの探鉱投資額 

カナダは最大の探鉱投資先の1つ 
（出典：World Exploration Trends 2015, SNL Metals & Mining） 



～ カナダ総選挙の結果と鉱業への影響 ～ 



9 カナダ総選挙の結果 

（※）カレント・トピックス「カナダの政権交代に伴う鉱業への影響」参照 

トルドー自由党党首 
（次期首相） 

ハーパー保守党党首 
（現首相） 

新民主党（NDP） 



10 トルドー新首相及び新内閣 

（※）カレント・トピックス「カナダの政権交代に伴う鉱業への影響」参照 
10 

ジャスティン・トルドー新首相 
 

1971年生まれ、43歳。カナダで史上 
 ２番目に若い首相。父は、元首相の 
 ピエール・トルドー（2000年没）で、 
 公用語を英仏二か国語にする多文化 
 主義等の功績によりカナダで最も偉 
 大な首相と評されている。元モデル 
 の妻ソフィーとの間に3人の子供。 

 
 

新内閣 

１１月４日発足。新大臣は、これまでの経歴で専門性を有しておら
ず、今後の取り組みを注視。 

・天然資源省：James Gordon Carr大臣 
・環境・気候変動省：Catherine Mary McKenna大臣 
・先住民・北方関係省：Carolyn Ann Bennett大臣 



11 トルドー新政権誕生による鉱業への影響 

鉱業投資促進 

フロースルー株式制度や鉱物探査税額控除等の鉱業促進税制は維持。 
北部やリモートエリアにおけるインフラ整備や地質的研究、職業訓練
等の支援のほか、公正かつ効率的な規制手続きの構築を約束。 

 

先住民との関係改善 

連邦政府が積極的に関与し、先住民との新たな関係を構築。 
先住民側の要望は多種多様であり、協議や合意の進展は未知数。 
 

環境許認可プロセスの見直し 

ハーパー政権下で行われたカナダ環境影響評価法改正による環境許認
可プロセスの合理化を見直す方針。 

プロセス見直しに伴う許認可の遅れや長期化が懸念。 

（※）カレント・トピックス「カナダの政権交代に伴う鉱業への影響」参照 



～ 主な州・準州の鉱業トピックス ～ 



13 

連邦最高裁のTsilhqot’in判決 （2014年6月） 

先住権原申請への機運の高まりや、協議（Consultation）が先住民族と
の合意に至るためのプロセスへと位置付けの変化。 

連邦・州政府と先住民との協議（BC Treaty交渉）は最高裁判決後も大
きな進展はなく、連邦・州政府と先住民の間には依然として大きな意識
の違い。 

 

Mount Polley鉱山の鉱滓ダム決壊 （2014年8月）※ 

 2015年1月30日、専門家パネルによる調査結果報告書が公開。決壊メカ
ニズムは、ダムにより加えられた荷重が基礎地盤の限界能力を上回った
ことに伴うせん断破壊。 

主要な要因として、基礎地盤中に存在した氷河湖底堆積層（GLU層）の
見落としと、段階的に建設された盛土の不適切な法面勾配の2点を指摘。
予見可能性と監督官庁の責任は否定。 

最善の技術の導入や規制・体制の強化等7つの改善策を提案。州政府は
即時実行を明言。 

① ブリティッシュコロンビア州  2014年発生の２大イベントの影響 

（※金属資源レポート「Mount Polley鉱山の鉱滓ダム決壊の概要と影響」参照） 



14 ① ブリティッシュコロンビア州  ２大イベント後も相次ぐ鉱山開発 

BC州政府は引き続き鉱業を支援 

 2015年1月のRoundup2015において、鉱業の更なる発展を支援する意向を
明らかにし、翌年度予算案における鉱業関連予算の強化や様々な鉱業促
進策を発表※ 。 

 

2015年も相次ぐ許認可発行 

 6月19日 Red Chris鉱山（銅・金）が必要な全ての許認可を取得 
     （同年2月には試験操業目的の暫定許認可で精鉱生産を開始） 

 6月29日 Silvertrip鉱山（銀・鉛・亜鉛）が開発許認可を取得 

 7月 9日 Mount Polley鉱山（銅・金）が操業再開許可を取得 
     （ただし、生産能力の半分に制限） 

 7月31日 Brucejack鉱山（金・銀）が開発許認可を取得 

 10月5日 Murry River炭鉱（石炭）が環境認可を取得 

（※カレント・トピックス「ブリティッシュ・コロンビア州の2014年鉱業活動と州政府の鉱業促進策」参照） 



15 ② サスカチュワン州  中国・インドへウラン輸出を拡大 

Cigar Lake鉱山の開山 

 McArthur River鉱山に次ぐ大規模高品位ウラン鉱山として、2014年
3月に鉱石生産、10月に精鉱生産を開始し、2015年9月に開山式典を
開催。 

 2018年には年間180万lbs（約8,165t）のフル生産に達する予定。
（カナダ全体の2014年生産量は9,134t） 

 

中国・インドへのウラン輸出 

連邦政府が、2012年7月に中国政府、2013年4月（同年9月施行）に
インド政府と、それぞれ原子力協力協定を締結。両国へのウラン輸
出が容易に。 

 2015年4月、Cameco社がインド原子力庁とウランの長期供給契約を
締結。2020年までに7.1百万lbs（約3,331t）のウラン精鉱を供給。 



16 ③ オンタリオ州  Ring of Fire（RoF）地域は開発足踏み 

Ring of Fire地域の経済ポテンシャルと開発課題 

州商工会議所の試算では、10年間で最大94億C$のGDP、幅広い分野で250
億C$以上の経済活動、 670億C$の州政府の税収、鉱業界で62億C$の収益
が生じ、年間最大5,500人の持続的雇用が創出。 

極北地域の輸送インフラ不足、エネルギーコスト削減、先住民コミュニ
ティの要望への対応、労働者不足、環境保全対策等が課題。 

 2015年3月、広範な鉱区でクロムプロジェクトを保有するCliffs Natural 
Resources社がプロジェクトの売却を発表。商工会議所はRoF開発促進が
一向に進んでいないと批判し、州政府の取り組みを低評価。 

 

鉱物開発戦略の見直し 

①鉱物投資の誘致・拡大、②競争力のある規制環境や経済環境の提供、
③持続可能な探査・鉱業活動を通じた全州民のビジネス・チャンスの拡
大、を戦略目標に、鉱物開発戦略（Mineral Development Strategy）を改訂中。 

パブリック・コメント等も踏まえて策定中で、2015年末にリリース予定。 



17 ④ ケベック州  Plan Nordの進展が鍵 

投資環境の透明性が改善 

鉱業法改正（2013年12月施行）、鉱業税法改正（2015年5月実質的成
立）により、法規制の不透明さが解消。 

 2014年4月の州議会選挙で経済集う推進派のケベック自由党が単独過半
数与党になったことにより、政治の安定化とPlan Nord復活に期待。 

 

北部開発計画「Plan Nord」の進捗 

州政府は、2014-2015年度予算でPlan Nordの再始動を宣言し、Plan 
Nord事務局をはじめ関連組織の設立や、先住民への職業訓練、鉄道新
設に関する調査、関連基金創設等の取り組みを発表。2015年4月には、
2035年までの長期目標と5年間の短期的優先取り組み課題を発表。 

インフラ整備による鉱業促進に期待は高まるが、財源確保の面等で課
題も多く、実現可能性は不透明。 



18 ⑤ ニューファンドランド・ラブラドール州  州鉱業を牽引する鉄鉱石も苦戦 

多くの鉄鉱石プロジェクトは悪戦苦闘 

 Carol Lake鉱山は、拡張プログラムにより精鉱生産能力が年間18百万t
から22百万tに増加。Wabush3新鉱床の開発を含め、2017年までにフル生
産へ。先住民による9億C$の損害賠償請求の行方が懸念。 

 DSO鉱山は、QC州とNL州にまたがる開発中の高品位鉱山で、年間6百万t
のフル生産に向けて増産中。短期的にはフル生産への移行を目指すが、
長期的には開発計画の最適化やCAPEXの削減、コスト削減等が必要。 

 Kamiプロジェクトは、2014年に環境許認可を取得（年産8百万t）したが、
資金調達に苦労しており開発が進んでいない。 

 Wabush鉱山は2014年に閉山を決定。 
 

ニッケル・銅はVoisey’s Bay鉱山に一極集中 

 Duck Pond銅・亜鉛鉱山の閉山（鉱量枯渇）により、NL州のニッケル・
銅はVoisey's Bay鉱山に集中。同鉱山は2014年に新設したLong Harbour
湿式製錬所での製錬開始や近傍鉱床の坑内掘り開発決定等視界良好。 



19 ⑥ 3準州  インフラ不足とコスト高が課題 

各準州政府の鉱業投資環境改善に向けた取り組み 

ユーコン準州は、鉱業会議所が2014-2019年の5か年戦略計画を策定。準
州政府も鉱物ライセンス改善イニシアティブ（規制当局の役割の明確化、許認

可のタイムライン、透明性、効率性、産業界や先住民との緊密な連携等の改善）、鉱物
開発戦略策定（2016年公表予定）等の取り組みを開始。 

北西準州は、2013年11月に北西準州鉱物開発戦略を策定。2014年6月に
は探鉱企業へ資金を提供する新たな鉱業インセンティブプログラムを発
表。 

ヌナブト準州は、2007年に策定した鉱物戦略に基づき、労働者教育や地
球科学的調査を強化。 

 

準州における鉱業の課題 

複数の開発案件も控えるが、過酷な環境、インフラや技術労働者の不足、
それに伴うコスト高等が課題。カナダ鉱業界は、カナダ南部と比較して
お北部地域やリモートエリアの探鉱開発コストが2.5倍になると試算し
ており、連邦・州政府による支援を求めている。 



～ まとめ ～ 



21 まとめ 

 カナダは豊富な資源と優れた投資環境で引き続き魅力的な鉱業投資先
の一つ。 

 カナダ総選挙では政権交代が行われたが、鉱業分野での影響は軽微。 

 世界的に鉱物資源投資が冷え込む中で、カナダの鉱業発展のために、
連邦・州・準州政府による更なる鉱業投資促進策が期待されている。 

- 税制優遇等鉱業政策の維持・強化 

- 長期戦略等による中長期的な不確実性の排除 

- 許認可プロセスにおける透明性の確保や合理化 

- 先住民の関係強化と連邦・州政府の積極的な関与 

- 北部地域やリモートエリアでの探鉱開発促進策の強化 
（インフラ整備、地球科学データの提供、職業訓練、エネルギー
コストの削減等） 
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