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イラン 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 国営銅公社(NCII)は、カソード銅生産量を現在の 12 万 t から今後 3 年間で倍増し、最終的には

同生産量を50万t/yまで増産する拡張計画をもっている。拡張計画では、Sarcheshmeh銅加工工場、

製錬所、Mayduk 及び Sangun 両鉱山が対象となっている。このために、4億ドル及び 14 億 rials の

資金が必要となるとみられている。同国の銅埋蔵量は世界第 6位を占めている。また政府は、現在、

鉱物、金属製品に対してとられている輸出規制について、輸出促進、手続きの簡素化等の政策を発

表している。 

 米国は、依然として対イラン経済制裁措置(投資金額 2,000 万 t/y 以上が対象)をとっているが、

石油パイプラインプロジェクトなどで柔軟な対応がとられてきている。Broken Hill Pty(BHP)、

Svedala(スウェーデン、鉱山機械)などは、石油パイプラインプロジェクト、鉱物資源開発などに

興味を示している。 

 

(主要鉱物の生産動向) 

 同国の主力銅生産企業である National Copper Industries of Iran(NCII)は、97 年度の銅生産

は 105 千 t であったが、98 年度は 120 千 t の生産を計画している。また、今後 3 年間に生産量を倍

増させたいとしており、このために外貨 4 億ドル、内貨 1 兆 4,000 億 rials(4.7 億ドル)の資金が

必要となっている。Sarcheshmeh 銅加工工場と製錬所、Mayduk、Sungun 両銅鉱山の拡張計画が計画

されている。 

 

(鉱業政策) 

 イラン政府は、資源開発分野での国際協力に関心を示しており、98 年 5 月には、イランがシリア

のリン鉱石、鉄資源の開発について協力することで、両国が覚書を締結した。また、両国の地質調

査所間でも地化学調査、物理探査、地質調査などの協力を行う内容の覚書を締結した。イラン側関

係者によると、シリアはシオニスト国家と対峙するような地政学的な位置にあり、イスラム国家間

の経済支援体制強化の一環として、このようなアラブ諸国間での協力を行う意義があると説明して

いる。具体的には、Raju 地域の鉄資源の調査、開発プロジェクトが計画されている。また、6月に

は、オーストリアと資源分野を含めた経済協力の拡大する方向で合意している。両国はすでに

Golegohar、Choghart 鉄鉱山プロジェクトなどを実施している。 

 イラン政府は鉱業法改正法案を準備しており、これにより、民間投資の促進、国際マーケットと



競争できる生産、品質の確保を行いたいとしている。イランは、サウジアラビア、ノルウェーに次

ぐ石油輸出国であるが、石油依存体制からの脱却を目指しており、外貨獲得が比較的容易な鉱業を

重要産業と位置付けている。97 年度の同国の鉱業セクターの輸出額は 500 百万ドルであった。政府

は、2,000～2,500 億 rials($1＝3,000rials)を支出し、国内資源の探鉱を行う予定である。 

(1999 年 4 月 1 日) 

 

 

オマーン 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 オマーンは有史以前から鉱物資源が盛んに行われてきており、クロマイト、銅、マンガン鉱石、

金、銀、鉛、亜鉛等が生産されてきた。現在、主要な生産者は Oman Mining(銅)、Rakah 鉱山(金)

である。 

 

(主要鉱物の生産動向) 

(1) 銅・金 

 Oman Mining は、輸入銅精鉱を処理して年産 20,400t/y の銅の生産を行っている。Rakah 鉱山に

おける金の生産も続いている。 

 

(2) クロマイト 

 Oman Chromite の生産は伸びており、クロマイトの生産量は 96 年 15,000t、97 年 18,000t であ

った。 

 

(探査開発動向) 

 国際協力事業団・金属鉱業事業団とオマーン政府の共同による南バチナコーストプロジェクトは、

これまでに物理探査、試錐調査などによって Ghuzayn 地域で優勢な塊状硫化鉱床を調査している。 

 Oman Chromite では、フェロクロム工場の建設が計画されている。 

 

(鉱業政策) 

 商工業省鉱物総局は、全国を対象として鉱物資源調査及び地質調査を実施しており、調査結果は

外国企業等にも提供可能となっている。政府は新鉱業法の改正案に対する政府各省庁からのコメン

トを受け付けている。 

(1999 年 4 月 1 日) 



サウジアラビア 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 政府内では、鉱物資源省(DMMR)が鉱物資源の探鉱、地質情報提供、鉱山開発投資促進等の政策を

行っている。また外国の民間投資促進のために、鉱業法の改正作業も行っている。 

 最近では、Wadi Sawawin 鉄鉱山、AlJalamid リン鉱山開発プロジェクトの F/S、AzZabirah ボー

キサイト鉱山、Khnaiguiyah 亜鉛・銅鉱山開発プロジェクトのプレ F/S 等が行われている。 

 1997 年には、Petromin から鉱山開発に関する業務を引き継いだ Ma’aden 公社(資本金 10 億ドル)

が設立され、民間投資促進の要として活動している。同公社は、Mahd Ad’Dahab金鉱山、Saudi Company 

for Precious Metals(SCPM)(50%、Boliden との合弁)等を所有している。同公社自身の民営化も検

討されている。 

 

(主要鉱物の生産動向) 

 Mahd Ad’Dahab では金及び銀を坑内採掘しており、97 年の生産量は、金 5.32t、銀 16.9t であっ

た。一部古い尾鉱のヒープリーチングによる金、銀回収も行われている。可採埋蔵量は 94 万 t(金

17.6g/t、銀 95g/t、銅 0.78%、亜鉛 2.44%)である。 

 Petromin と Boliden(スウェーデン)の合弁による The Saudi Company forPreciouse Metals(SCPM)

は、Jiddah の北東 520km に位置する Sukhaybarat の East 鉱山にて露天採掘を行っており、97年は金

1.94t を生産した。このうち、1.47t は CIL により、0.46t はヒープリーチングにより回収された。 

 

(探査開発動向) 

 Petromin Mahd Ad’Dahab 社は、Al Amar 金・亜鉛鉱床(埋蔵量 3.5 百万 t、金 7.0g/t、銀 14g/t、

亜鉛 3.7%、銅 0.5%)、AL Hajar 鉱床(ファイナル F/S 終了、埋蔵量 4.2 百万 t、金 2.6g/t、銀 30g/t、

露天採掘及びヒープリーチング)、As Suq 鉱床(F/S実施中、埋蔵量210万 t、金 2.79g/t、銀 6.01g/t、

露天採掘及びヒープリーチング)等の開発計画を進めている。 

 DMMR は、94 年、Khanaiguiyah 亜鉛・銅鉱床のプレ F/S を終え、現在採掘のためのテンダーの評

価が行われている。埋蔵量は露天採掘で190万t(銅0.9%、亜鉛15.3%)、坑内採掘で320万t(銅0.8%、

亜鉛 12.2%)とされている。 

 Al Masane ポリメタル鉱床では、Arabian Shield Development Co.が開発権を与えられた。埋蔵

量は 720 万 t(亜鉛 5.2%、銅 1.42%、金 1.19g/t、銀 40g/t)。鉱石処理量は 70 万 t/y で、亜鉛精鉱

5.9 万 t、銅精鉱 3.5 万 t を生産する予定である。 

(1999 年 4 月 1 日) 

 



トルコ 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(主要鉱物の生産動向) 

 Cayeli 鉱山(Gama/Inmet の合弁)の生産能力は銅精鉱 11 万 t、亜鉛精鉱 7 万 t であるが、鉱石処

理の難しさから実際の生産量はこれを大きく下回っている模様である。 

 Cinko Kursun Metal(Cinkur)は、96 年に民営化され、KMM Kayseri Maden Metal Ticaret AS が

生産をしているが、鉛生産量 6,000t/y、亜鉛スラブの生産量 33,650t/y となる見込である。 

 クロマイトの生産量は約 1.0～1.3 百万 t/y 程度で、南ア、カザフスタンに次ぐ第 3 位である。

主要生産者は、Etibank、Egemetal、Bilfer Madencilik 等である。 

 

(探査開発動向) 

 Eurogold 社による Ovacik 鉱山の開発は、裁判所による開発停止の命令にもかかわらず続けられ

ている。同鉱山は Mine Or(66.7%)と Inmet Mining of Canada(33.3%)のジョイントで進められてい

る。カーボン・イン・リーチによって 11 万 oz/y の金の回収を計画しているが、地元住民がシアン

の使用に反対している。会社側は早ければ 97 年中には生産を開始したいとしている。可採埋蔵量

は 1.28 百万 t(金品位 11.7g/t)である。 

(1999 年 4 月 1 日) 

 

 

イエメン 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 北イエメンと南イエメンの統合から 8年がすぎたが、部族闘争は依然として続いており、爆破テ

ロ、外国人誘拐などが起きている。政府はコモディティー輸入、鉱業開発、石油探鉱、外国投資等

に対する規制を緩和する政策をとっており、探鉱活動が活発化している。 

(探査開発動向) 

 Cluff Abela Minerals (Yemen) Ltd.は、北部 Sadah 地区で金、南部の Tabaq, Awdah で鉛・亜鉛

の探鉱を行っている。Menora Resources Inc.は、1996 年から Medden 鉱床、Ghabar 鉱床で金の探

鉱を行っている。Mountain Minerals Ltd.(カナダ)と Goldtex Resources Ltd.は、97 年の探鉱権

取得以来、北西部の 52,500km2にわたり地化学探査を行い、金の異常帯を発見した。今後 2年間で、

試錐調査を含み 600 万ドルを投資する予定である。 

(1999 年 4 月 1 日) 
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