
Ⅲ ヨーロッパ州 

 

アルバニア 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 小国ではあるがクロム、ニッケル、銅など鉱物資源に恵まれ、1980 年代は南ア、ソ連邦に次ぐ世

界第 3位の高品位クロム鉱石の生産を記録している。アルバニアの経済は依然として厳しい状況に

あるものの、97 年初頭のねずみ講破たんによる混乱から立ち直りつつある。外貨獲得の為に鉱業は

重要な位置を占めている。最近では Premier Oil(英国)、Preussag(独)等による石油開発プロジェ

クトのスタート、欧州企業によるクロム産業に関する投資計画等、外国企業による活動が始まって

いる。 

 

(主要鉱物の生産動向) 

(1) 銅 

 国営銅公社 Albbaker によると、97 年初頭の混乱で同公社の生産施設の大部分が破壊され、ほと

んど生産ができない状態になった。同国の銅生産量は 80 年代は 150 千 t/y のレベルであったが、

90 年代に入りこれが激減し、96 年の生産量はわずか 2 千 t であった。同公社では復旧作業を急い

でおり、Rubik 精錬所等の回収を進め、98 年 2月頃からの生産開始をめざしている。計画では 9年

のブリスターカッパ－の生産は 2.7～2.8 千 t で、99 年には 5,000t まで増やす。98 年 6 月から輸

出も再開する予定である。 

 

(2) クロム 

 クロム鉱石の生産は国営の Albkrom が行っている。クロム鉱石の生産量は 80 年代は 1 百万 t/y

を記録したものの、その後施設の老朽化などで生産が低迷して、97 年の生産量は 17.5 万 t であっ

た。英国、イタリア企業によるコンソーシャムが生産設備の近代化に関する投資を計画している。

国営クロム公社では、投資額 41 百万ドルで 2 年後に生産量を鉱石 250 千 t/y、フェロクロム 80 千

t/y とする計画である。アルバニアのクロム資源は消費地である欧州に近く、往年の生産量が回復

するか期待されている。 

 

(探査開発動向) 

 国際協力事業団・金属鉱業事業団はアルバニア地質調査所と共同で、首都ティラナ南東 80km の

シェベニック地域でクロム鉱床を対象に探鉱を行っている。Nebex Resources Ltd.(加)は Albaber 

Corporation of Albania とアルバニア中央部 Munelle 鉱床の探鉱契約に調印し、98 年 3 月から現



地調査に入った。これまでの試錐調査で、鉱化帯 19m(銅 7%、亜鉛 8%、金 7g/t)に着鉱している。

この他、Royal Rod(カナダ)、Karma Mining(カナダ)等が探鉱を行っている。 

(1999 年 4 月 1 日) 

 

 

ブルガリア 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 ブルガリアは、鉱物資源生産量が豊富で、鉄、銅、鉛、亜鉛などの金属、工業原料は自給すると

ともに、輸出も行っている。政府は国営企業の民営化を促進しており、近代的な鉱業法の整備が遅

れて外国企業の進出の足かせとなっているが、Union Miniere(ベルギー)による MDK Pirdop 製錬所

の買収等が進んでいる。 

 1996 年の主要鉱物の生産量は、鉄鉱石 770 千 t、銅鉱石 21 百万 t、銅精鉱(20%)443 千 t。鉛 70

千 t、亜鉛 81 千 t、岩塩 1.6 百万 t、褐炭 3.9 百万 t、リグナイト 28 百万 t等であった。 

 鉱山開発は比較的大規模に行われており、銅鉱山は Ellatsite、Assarel-Medet 鉱床の露天採掘

鉱山の他、Chelopech 銅・金鉱山が操業している。銅精鉱の大部分は輸出されている。銅製錬所と

しては Pirdop 製錬所があり、国内鉱、輸入鉱を処理している。鉛・亜鉛鉱山は KCM-SA(生産能力亜

鉛 55 千 t、鉛 40 千 t)、MDK、Kurdzhali 等が操業している。 

 

(主要鉱物の生産動向) 

(1) 銅・金 

 Pirdop銅製錬所の民営化で、最近政府は、同製錬所の株式の約半分をUnion Miniere社(ベルギー)

に売却し、Union Miniere は、97 年に 8,000 万ドルでシェアの 56%を取得したのち、98 年 1 月には

シェアを 97.5%に上げている。同社は今後 5 年間で 2.2 億ドルを投資し、銅製錬能力を 185 千 t/y、

精錬能力を 120 千 t/y に増加する予定である。同製錬所の現在の生産量は 50 千 t/y である。 

 Chelopech 銅鉱山では Navan Resources 社(アイルランド)と Home Stake Mining(米国)が合弁で

買収し、開発することとなった。Navan Resources 社は、98 年 10 月、ブルガリア政府が Chelopech 

BAD に保有している株式の 75%を買収するオファーを行った。Chelopech BAD は Chelopech 鉱山の操

業を行っている Bimak 社の 32%を所有しており、これに Navan Resources 社が直接保有する 68%と

併せると、合計で 92%となり、実質的に経営を掌握することとなる。同鉱山の生産量を現在の銅 5

千 t/y、金 4 万 oz/y から銅 18 千 t/y、金 16 万 oz/y に増産する予定である。Chelopech 鉱山は地下

深部を中心とした開発を行っており、現在の(infered、indicated)埋蔵量は26.1百万 t(金 3.7g/t、

銅 1.62%)。鉱石生産量 800 千 t で、金 75 千 oz/y、銅 9,000t/y、金カットオフ 5g/t)の生産を予定



している。 

 

(2) 鉛・亜鉛 

 Kurdzhali 鉛・亜鉛工場は現在民営化計画を進めており、同工場は生産設備の拡張、環境関連設

備の増設のための投資を必要としている。同工場の生産量は鉛 33 千 t、亜鉛 28 千 t(1995 年)であ

る。 

 

(鉱業政策) 

 ブルガリア政府は、98 年 7 月、MDK Pirdop Union Miniere 社の銅製錬所の環境改善パイロット

プロジェクト実施のための世銀からの融資契約を承認した。融資総額は 1,600 万ドルで、融資条件

は据え置き期間 5 年、返済期間 20 年となっている。同社は、Union Miniere(ベルギー)が 97 年に

8,000 万ドルでシェアの 56%を取得したのち、98 年 1 月にはシェアを 97.5%に上げている。融資資

金はこの民営化が行われる以前の環境汚染の改善に使われる。 

(1999 年 4 月 1 日) 

 

 

ギリシャ 

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) 

(1) 鉛・亜鉛 

 Madem Lakkos 鉛・亜鉛鉱山は、硫化物鉱石 24.4 万 t(鉛 8.7%、亜鉛 7.3%)、銀 170g/t、鉛精鉱

26,000t、亜鉛精鉱 32,000t を生産した。 

 

(2) ニッケル 

 国有 Larco 社のニッケル生産量は 17,610t であった。ニッケル鉱石はギリシャ国内の 3鉱山で採

掘された。それぞれの生産割合は Euboea(60%)、Larymn(25%)、Kastoria(15%)であった。 

 

(探査開発動向) 

 TVX 社は、Kassandra 鉱山の開発では、Olympiada 鉱山での金の回収を行うために、鉱山の拡張、

金回収設備の建設を行っており、生産量は 35 万 oz/y、操業期間約 8年を予定している。98 年後半

の操業開始を目指しているが、地元住民による反対運動により、計画が予定通り進むかが問題と

なっている。Skouries 鉱床(ポーフィリーカッパー)の探鉱を終え、また、Olympias 鉱床の探鉱も

行っている。 



 Madem Lakkos 鉛・亜鉛鉱山及びその周辺の探鉱によって、Skouries 鉱床(埋蔵量 金 150t、品位

1g/t)が捕捉されている。また、Mavres Petres 鉱床ではプレ F/S が行われており、開発の可能性が

高い。Kyprou Gold 社による金鉱床調査は、Viper 鉱床、St.Demetrios 鉱床、Scrap 鉱床で行われ

ており、埋蔵量は 67.7 万 oz となった。 

 Royal Gold(米)は、Silver & Baryte Ores(ギリシャ)とのジョイントで Milos 島での金鉱床探査

プロジェクトを進めており、98 年 8 月から試錐調査を開始する。 

(1999 年 4 月 1 日) 

 

 

ポーランド 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 ポーランドの鉱業は、石炭、銅、鉛、亜鉛、銀等が重要である。国営銅公社 KGHM Polska Miedz SA

による銅の採掘、製錬事業は年産銅量 400 千 t と世界有数の生産量があり、ポーランドを代表する

産業である。政府は、KGHM の民営化を 97 年 7 月に行い、シェアの 3 分の 1 をロンドン、ワルシャ

ワ市場に上場した。今後、より収益性を高め、戦略的に事業の展開を図っていく。鉛・亜鉛鉱山は、

鉱量枯渇、設備老朽化等の問題があり、早急に新規鉱床の開発を行う必要がある。しかし、新規プ

ロジェクトの開発は、地下水汚染等の環境問題をどのようにクリアするかが鍵となっている。地質

調査所は、外国企業などによる探査活動を支援するために、過去(ソ連邦時代)の地質、探査データ

をコンパイルするなどの情報整備を行っている。石炭は、鉱量はあるものの、設備の老朽化、採掘

深部化(-1,200m)でコストが高くなっている。しかし、同国の一次エネルギーの 60%が石炭によるも

ので、引き続き石炭採掘は重要な産業である。 

 政府は、石炭産業を中心とした鉱業セクターの構造改革を実行しており、鉱山労働者の削減等が

行われている。96 年における鉱山労働者数は 35.7 万人(内石炭 29.3 万人)であった。 

 

(主要鉱物の生産動向) 

(1) 銅・銀 

 ポーランドの銅鉱石は、国営銅公社 KGHM Polska Miedz SA によって開発されている。同社は

Lubin(鉱石生産能力7.2百万t/y)、Polkowice-Sieroszowice(鉱石生産能力10.2百万t/y)、Rudna(鉱

石生産能力 11.5 百万 t/y)の 3 鉱山を操業している。Polkowice 鉱山と Sieroszowice 鉱山は、95

年までは別々に開発されていたが、現在は同じユニットとして開発されている。ポーランドの銅生

産量は 1970 年頃から急速に伸び、1978 年頃に生産量が 300 千 t をこえてから現在まで、このレベ

ルを保っている。埋蔵量は 34 億 t(銅含有量 63.3 百万 t)とみられる。また銅以外に、銀、金、鉛、



ヒ素、ニッケル、セレン、亜鉛、レニウム等の回収も行っており、特に銀の生産量は世界的レベル

である。 

 KGHM の 97 年の鉱山生産量は、銅 44 万 t、銀 1,023t であった。また、97 年の利益は 470 百万ズ

ロチとなり、96 年の利益 1 億 4,720 万ズロチを大幅に上まわった。同社によると、97 年は銅価格

が下落したが、生産、経営改善の結果、生産コストを押さえることができた。97 年の生産コストは

1,653ドル/tであったが、長期的には1,430ドル/tまでコストを下げ、競争力をつける予定である。 

 KGHM は 97 年は増益となったが、98 年の収益は悪化しており、上半期の利益は、前年の 264 百万

ズロチから、143 百万ズロチへと低下した。これは銅価格の低迷と、ポーランドズロチの切り下げ

によるとしている。98 年上半期の生産量は、精製銅 222 千 t、銀 546t であった。また、98 年 3 月

から 4月には、Rudna、Lubin、Polkowice-Sieroszowice 鉱山でストライキが起きている。 

 生産面では、品質管理システムの強化、銅回収効率の増加、環境対策の強化などを押し進めてい

る。また、精鉱品位の増加、金銀回収量の増加、薄層(2m)の開発、SX-EW、鉛回収などの技術開発

を行っている。 

 

(2) 鉛・亜鉛 

 Silesia-Cracow で開発されている。96 年の鉛、亜鉛の鉱石生産量は 503 万 t であった。また、

金属生産量は鉛 66 千 t、亜鉛 165 千 t であった。 

 亜鉛鉱石の生産の 55%は、ZGH Boleslaw プラント(Olkusz)で生産されており、この他に Pomorzany

鉱山(鉱石生産能力 2.2 百万 t/y)、Olkusz 鉱山(鉱石生産能力 0.6 百万 t/y)、Boleslaw 鉱山(鉱石

生産能力 0.85 百万 t/y)、Trzebionka プラント(鉱石生産能力 2.2 百万 t/y)等がある。 

(1999 年 4 月 1 日) 

 

 

ルーマニア 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 ルーマニアの経済改革は他の東欧諸国に比べ遅れをとり、大幅な国際収支の赤字、政府の財政赤

字などの問題を抱えてきたが、96 年 12 月のコンスタンティネスク大統領就任以来、改革の速度が

早まっている。鉱業は GDP の 13%、就業人口の 8%を占めており、石油、天然ガスをはじめとして、

塩、リグナイト、鉄、ボーキサイト、銅、鉛、亜鉛等を産する。地下資源の開発は、旧共産党時代

から一貫して国営企業体が行ってきたが、鉱床の低品位化、過剰な従業員、低い生産性、環境問題

などがあり、これら国営企業体の民営化などが最大の課題となっている。97 年 12 月には、新鉱業

法が発効した。これにより、外国企業による鉱物資源探査も活発化すると期待されている。新鉱業



法では、国内外企業に対する探査権(5 年)、開発権(20 年、5年延長可)が認められる。 

 

(主要鉱物の生産動向) 

 96 年の国内鉱山の生産量は、銅 24.6 千 t、鉛 18.7 千 t、亜鉛 31,200t(いずれも金属量)であっ

た。また、褐炭、リグナイト、天然ガスにも比較的恵まれ、現在自給率は、石炭、天然ガスで 80%

程度、石油で 40%程度となっている。 

 地下資源の開発を行っている国営企業体(Regiea Autonoma)は、現在 8 企業あり、金属、石炭、

リグナイト・褐炭、岩塩、ミネラルウォーターの開発を行っている。また、これとは別に探査を専

門に行う企業体も、コモディティー、地域ごとに 10 社あり、探査と開発が別組織により行われる

体制となっている。従業員数は、前者が 18 万人、後者が 1 万人といわれる。 

 現在開発が行われている鉱床は、旧共産党の時代から探査、開発が行われてきたものがほとんど

で、調査は綿密に行われているものの、経済性を無視した評価がされたり、広い地域を総合的に評

価していないなど、今後、再評価を行う余地が十分にあると考えられる。また、非鉄金属鉱業に起

因する環境問題として、Baia Mare 鉱山の大気汚染、ズラトナ製錬所による河川汚染などの深刻化

が指摘されている。 

 

 主要な金属生産企業体は、以下のとおりである。 

・Autonomousu Administration of Deva：ブカレストの北西 300km の Deva に位置し、露天掘り鉱

山 3、坑内採掘鉱山 5を有し、96 年の金属生産量は、銅 15,380t、鉛 2,460t、亜鉛 4,850t であっ

た。主力鉱山は RosiaPoieni 鉱山(ポーフィリーカッパー)である。 

・Autonomous Administration of Baia Mare：ブカレスト北西 550km の BaiaMare に位置し、鉛・

亜鉛を主体として生産する。露天採掘、坑内採掘併せて 10 鉱山を有し、96 年の金属生産量は、

銅 8,976t、鉛 16,214t、亜鉛 26,190t であった。 

 

(探査開発動向) 

 Baia Mare 鉱山では、オーストラリアとの合弁による Aurul SA 社が、選鉱尾鉱からの金の回収プ

ラントの建設計画を進めている。対象尾鉱は 1,500 万 t で、7 年間で金 1.6t/y、銀 6t/y を生産す

る。総投資額は 2,850 万ドル。 

 Gabriel Resources 社(オーストラリア)は、Rusia Montana 金プロジェクトを進めている。埋蔵

量は 4,500 万 t(品位金 1.7g/t、金量 246 万 oz)で、キャッシュコスト＄160/t という低コストの採

掘が可能とされている。 

 



(鉱業政策) 

 鉱業分野での最大の課題は、国営の鉱業企業体 8 社と、探査企業 10 社の経営改善及び民営化問

題である。これら鉱業企業体のうちの 3社(岩塩、ミネラルウォーター、リグナイト)を除き、経営

は赤字で、政府が財政支援している。これらの国営企業の生産性は、一人当り鉱石生産量 218t/y

ときわめて低い水準にとどまっている。また、世銀の支援による鉱業セクターの改革も始まってお

り、鉱業管理を行う鉱物資源庁の設立、鉱業法の改正等の改革が行われている。 

 石油開発の分野では、金属鉱業より先行して改革が行われた。96 年 3月に、新石油鉱業法が施行

され、排他的な鉱区権の設定、ロイヤリティ、開発に有利な税制などが明文化された。これにより

内陸及び黒海沿岸地域で、シェル、アモコ等の外国石油開発企業による探査活動が活発化している。 

 その他の鉱物資源に関する新鉱業法は、地下資源の開発に関する権利等を明確に規定し、開発に

向けての公平な競争原理を働かせるとともに、民間企業による探査活動を促進することを目的とし

ている。 

 

 

旧ユーゴスラビア(マケドニア、セルビア・モンテネグロ) 

前ロンドン海外調査員 神谷夏実報告 

(概況) 

 旧ユーゴスラビアでは、マケドニア、セルビア・モンテネグロを中心に、銅、鉛、亜鉛、ニッケ

ル等の非鉄金属の生産がある。内戦に対する国連の経済制裁も 95 年末で終了し、またボスニア・

ヘルツェゴビナも内戦から立ち直りつつあり、非鉄金属分野での復興計画が期待されている。両地

域とも内戦の直接の影響は受けなかったものの、92～95 年にかけて経済的には低迷した。 

 マケドニアは、旧ユーゴの中心的な資源開発地域で銅の 12%、鉛亜鉛の 37%を、また、ベントナ

イト、ドロマイト等の工業原料の半分以上を生産していた。マケドニアは、いわゆるユーゴ紛争に

直接巻き込まれていなかったが、大きな影響を受け、生産量の低迷が続いている。90 年の生産レベ

ルに比べて、97 年の生産量はアルミニウム 73%、フェロアロイ 94%、鉄鋼 36%、鉛・亜鉛鉱石 63%

の レ ベ ル に と ど ま っ て い る 。 国 営 企 業 の 民 営 化 が 進 め ら れ て お り 、 Jugohrom 

Hemijsko-Electrometalurski Kombinat(フェロアロイ)、Fenimak(フェロニッケル)、Rudnici I 

Zeljezarnica Skopje(鉄鋼)等の企業の民営化がされようとしている。外国企業として、Samsung(韓

国)、Balkan International(フランス)、Duferco(スイス)等が交渉を行っている。 

 セルビア・モンテネグロは、92 年までは旧ユーゴにおける主要な非鉄金属、鉄鉱石、鉄鋼生産地

域であったが、その後経済低迷により鉱物資源生産量も低迷していた。96 年から 97 年にかけて生

産量は急速に回復した。ユーゴ最大の銅生産社である RTB Bor 社、鉛・亜鉛生産コンビナート Trepca 

Complex、ニッケル生産者である Ferro-Nickel DD(FNDD)等がある。 



(主要鉱物の生産動向) 

(1) 銅 

・RTB Bor 銅公社 

 銅鉱山、選鉱、製錬を行う総合的なコンビナートである。銅鉱石は、Bor Majdanpek、Veliki Krivelj

鉱山で採掘しており、97 年の銅の鉱山生産量は 82.5 万 t とみられる。 

 97 年の金属銅の生産量は、92 年と同じレベルの 114 千 t まで回復した。経済制裁で中断してい

た委託製錬も 96 年から再開した。 

 

(2) 鉛・亜鉛 

・Trepca Complex of Kosovska Mitrovica 

 96 年の輸出額が 94 百万ドルとなり、セルビア最大の輸出産業となった。同コンプレックスの生

産量は、精製鉛 70 千 t、亜鉛 55 千 t、自動車バッテリー12 千 t 等であり、生産の 80%は主にギリ

シャ向けの輸出で、97 年の輸出額は 96 年の 2 倍になるとみられている。同コンプレックスは、14

鉛・亜鉛鉱山、9選鉱場、2製錬所、14 加工工場から構成されている。 

 

(3) ニッケル 

 フェロニッケルは Ferro-NickelDD(FNDD)で生産されているが、1996 年の生産量は 3,000t であっ

た。1997 年には、経済制裁以前の生産レベルである 6,000t/y まで回復する計画である。電力の不

足が生産の障害となっている。 

(1999 年 4 月 1 日) 

 

 

フィンランド 

ロンドン海外調査員 森脇久光報告 

(主要鉱産物の生産動向) 

 フィンランドの鉱業はこれまでクロム、ニッケル、亜鉛、銅など国内の金属工業産業への原料供

給の役割を果たしてきたが、近年、閉山が相次ぎ海外鉱石に依存せざるを得ない状況になりつつあ

る。フィンランドの 1997 年の GDP は 6,180 億マルカであったが、そのうち鉱業の占める割合はわ

ずか 0.4%と落ち込んでいる。 

 鉱業活動の中心的存在である Outokumpu 社は生き残りをかけて製錬、金属製品生産部門等の下流

部門の増産に力を入れているが、これに必要となるニッケルなどの原料確保が問題となっている。 

 1997 年における鉱石・鉱物総生産量は合計 17.2 百万 tとなり、前年の 16.4 百万 tをわずかに上

回った。そのうち金属鉱物の生産は合計 3.5 百万 t(前年 3.4 百万 t)である。1997 年時点では 7 鉱



山が鉱石生産を行っている。 

 Kemi クロム鉱山：7鉱山中最大規模で、年間のクロム鉱石生産量は約 1百万 t。 

 Pyhasalmi 亜鉛・銅鉱山：年間の亜鉛・銅鉱石生産量は約 0.9 百万 t。 

 Hitura ニッケル・銅鉱山：年間のニッケル・銅鉱石生産量は 0.6 百万 t。 

 Pahtavaara 金鉱山：金の年間粗鉱生産量は 47 万 t、品位 2～3g/t。 

 Orivesi 金鉱山：金年間粗鉱生産量は 21 万 t、品位 10～11g/t。 

 また、Terra Mining Oy 社の Pahtavaara 金鉱山では、露天掘り方式により鉱石の生産を開始した。

さらに、Outokump Mining Oy 社の Mullkkorame 銅・亜鉛鉱山でも、坑内掘り方式により 1997 年末

から生産開始されている。 

 

(探査、開発動向) 

 貿易産業省は、フィンランド地質調査所の探査活動により発見されたSuurikuusikko金鉱床(フィ

ンランド北部 Kittil の北方に位置)の国際入札を実施し、Riddarhyttan Resources AB 社(スウェー

デン)が落札した。また、Kalvia イルメナイト鉱山の鉱業権は、同省により Kalvinit Oy 社(フィン

ランド)に売却された。 

 

(鉱業政策) 

 1994 年初頭に鉱業法を改正し、EU 国籍の企業がフィンランドにおける探査・鉱業活動の許可を

取得することができるようにして以来、外国企業による金、ダイヤモンド等への探鉱活動が活発化

している。また合わせて政府は、同国地質調査所を通じて国内資源の探査活動も支援している。 

(1999 年 5 月 10 日) 

 

 

グリーンランド 

ロンドン海外調査員 森脇久光報告 

(主要鉱産物の生産動向) 

1973 年から 1990 年まで稼動した Greenex A/S 社(Cominco 社、Boliden 社所有)の Black Angel

鉛・亜鉛・銀鉱山の閉山後、グリーンランドでは現在稼動中の鉱山は存在していない。 

 

(探査、開発動向) 

 グリーンランドでは 1992 年に鉱業法が改正され、外国投資が自由化されたため、探鉱活動が活

発化している。 

 Platinova A/C 社：Citronen Fjord 地域(グリーンランド北部、Peary Land)の古生代 Franklinian



ベーズンの大規模塊状硫化物鉱床の探査活動を継続中で、93～97 年に実施したボーリング調査結果

からは鉱量 25 百万 t(1% Zn、7% Pb)が見込まれている。 

 Nunaoil A/S 社：Nalunaq 地域(グリーンランド南西部)で、93～95 年にかけ金の徴候地でボーリ

ング調査を実施。その結果、98 年半ばから小規模プロジェクト(金鉱石 2 万 t、品位 20～30g/t)に

よる生産を開始する予定となった。また同社は Storo 地域(Nuuk 近郊)で 95 年より金の探査を実施

中で、ボーリング調査により鉱化帯を捕捉している。報告によれば、鉱化帯は石英脈中と変質角閃

岩中に存在し、高品位ゾーンは脈幅 1.7m、品位 32.7g/t、また低品位ゾーンは脈幅 8～17m、3g/t

となっている。 

 また、カナダ北部と地質環境が類似していることから、Voisey Bay タイプの鉱床発見が期待され

るため、活発に行われた探査活動の結果、ダイヤモンド鉱床関連鉱物が、グリーンランド西部数か

所で発見され、ダイヤモンドラッシュを引き起こした。 

 Platinova A/C 社：96 年ダイヤモンドを含有するキンバーライトの存在を確認。 

 Lexam Exploration Inc.社：キンバーライトサンプル約 800kg 中から、41 のダイヤモンドを発見

し、そのうちの 3分の 1 はマクロ・ダイヤモンドであったと発表した。 

 その他に、Aber Resources 社、Dia Met Minerals 社、Fjordl and Minerals 社、Major General 

Resources Ltd.社、Monopros Ltd.社、Platinove A/S 社、Quadrant Resources Pty 社などが探査

許可を取得している。 

 グリーンランドには広大な未探鉱地域が残されており、地質的ポテンシャルも高く、またカント

リーリスクは極めて低く、政府の積極的鉱業投資政策など魅力高い地域である。このためこの 2、3

年間において鉱業探査活動は非常に活発化している。デンマーク・グリーンランド政府はさらに探

査活動を促進するため、空中物理探査を実施中である。92～97 年の間に 30 万測線 km に及ぶ精密空

中電磁探査(Geotem)、及び磁気探査を実施している。これらの結果は、まとまり次第公表される予

定である。 

 

(鉱業政策) 

 水産業以外に主だった産業のないグリーンランドにおいては、鉱業は重要な産業であり、そのた

めこの分野での外資導入を積極的に行っている。現在では氷に被われていない土地のうち、約 15%

に鉱業権が認可されている。 

 グリーンランドはデンマーク領であり、これまでの鉱業政策は、グリーンランド資源局(MRA)と

デンマーク・グリーンランド地質調査所(GEUS)が所管していたが、1998 年 7 月 1 日より、MRA の業

務はグリーンランド自治政府(Greenland Home Rule Government)に移管され、Bureau of Minerals 

and Petroleum がその業務を遂行している。 

(1999 年 5 月 10 日) 



アイルランド 

ロンドン海外調査員 森脇久光報告 

(主要鉱産物の生産及び探査、開発動向) 

 1998 年、Outokump Zinc 社は、Co.Meath の Navan に在る Tara 鉱山で亜鉛精鉱 28.7 万 t(56% Zn)、

鉛精鉱 6.4 万 t(68% Pb)を生産した。本鉱山では探鉱活動が活発に実施されており、現在の確認埋

蔵量は 16.4 百万 t(8.1% Zn、2.5% Pb)であるが、今後鉱量増が期待されており、予想鉱量は 20.3

百万 t(6.8% Zn、2.1% Pb)となる予定である。 

 97 年後半に Arcon International 社の Galmoy 鉱山(County Killenny)が生産を開始し、12 月末

までに 40 万 t の鉱石を処理し、亜鉛精鉱 5.9 万 t、鉛精鉱 2.9 千 t を生産した。また探鉱により、

新たな鉱量増が見込まれており、可採埋蔵鉱量は 8百万 t(12.69% Zn)を上回ると予想されている。 

 Lisheen 鉛・亜鉛鉱山は 1998 年 9 月に開発に着手した。同鉱山の開発は、過去 20 年間における

アイルランド最大のプロジェクトで、開発予定コストは約 2 億 6,600 万米ドル、生産開始は 99 年

秋頃となる見込である。現在も探鉱活動が継続中で、確認埋蔵鉱量は 18.94 百万 t(12.75% Zn、2.2% 

Pb)に増加している。採掘手法は room and pillar 方式による坑内掘りを予定しており、年間 1.5

百万 tの粗鉱採掘が行われ、亜鉛精鉱 23 万 t/y、鉛精鉱 4 万 t/y の生産を計画している。同鉱山は

Minorco 社が株式の 50%を保有するとともにプロジェクトを運営しており、残りの 50%は Ivernia 

West plc(アイルランドの上場企業)が保有している。 

 

(鉱業政策) 

 アイルランドでは、行政機構の再編が行われており、非鉄金属分野は新設の｢海洋、天然資源省｣

(Dept.of the Marine and Natural Resources)が鉱物・石油資源開発を管轄することとなった。 

(1999 年 5 月 10 日) 

 

 

ノルウェー 

ロンドン海外調査員 森脇久光報告 

(主要鉱産物の生産動向) 

 鉄鉱石・ベースメタルに関して、近年生産は低迷しており、現在の枯渇または採算性の悪化して

いる鉱山に替わるような新規鉱山の発見も行われていない。 

 既存の鉱山は現在 3 か所であるが、Grong Gruber 社の(Joma、Gjersvik)鉱山は 99 年 5 月には閉

山の予定である。また Bleikvassli 鉛・亜鉛鉱山は、97 年秋、水力発電貯水池の貯水が坑内に流入

し、坑内が水没したため生産を停止していたが、99 年夏から操業再開の予定となった。Nikkel og 

Olivin(Outokumpu 社)は 3 鉱山のうちでは最も新しく、現在操業は安定しており、埋蔵量の増加を



目指し周辺でのボーリング調査も継続中である。 

 ノルウェーでは工業用原料鉱物の生産が安定的に増加しており、輸出総額20億クローネを上回っ

た。この増加傾向に大きく貢献しているのが Hustadmarmor 社であり、87 年には生産を約 20 万 t/y

拡大した。方解石は Molde 近郊の港に近隣したプラントで精製されている。このプラントは、近隣

からの石灰石の供給能力を上回っており、このため、その供給源として Bronnoysund(ノルウェー北

部)近郊に石灰石鉱山を開山した。 

 

(探査、開発動向) 

 Du Pont社(Conoco Norge Invetments社の子会社)はルチル鉱を胚胎するEngebo鉱床(Sognefjord、

ノルウェー西部)の探査を実施している。現時点での推定鉱量は 4 億 t(ルチル品位 5%)と見積もら

れている。97 年以降、延べ 15,000m のボーリング調査が実施され、99 年にはその結果の評価が行

われる予定である。しかし周辺は同国有数な観光地でもあり、開発には環境への配慮が重要な課題

となっている。 

 上記以外は、大企業による探鉱活動は停止しており、かわりにジュニアカンパニーが当地での活

動の中心となっている。 

(1999 年 5 月 10 日) 

 

 

スウェーデン 

ロンドン海外調査員 森脇久光報告 

(主要鉱産物の生産動向) 

 スウェーデンに於ける金属鉱業生産は、鉱工業生産の全体の 1.1%、GDP の 0.3%を占めるに過ぎな

い。探査活動は活発に行われているものの、その大半は Rio Tinto、BHP、North 等の国外企業によ

るものである。探査活動のうち半数以上は金、ベースメタルを対象としており、97 年中には 2つの

金鉱床の発見が発表されている。 

 しかし同時に、鉱山開発に対する環境保護団体の活動も活発で、Tricorona における Sevensk 

Kopper 社の露天掘り銅鉱山開発計画が同団体の反対等により鉱業監督局より却下されている。 

 Bliden AB 社は 97 年に Trelleborg 社の子会社から独立し、Toronto Stock Exchange に上場する

とともに、企業重役、本社をトロントに移転させた。しかし、Trelleborg 社は依然として株式の

44.9%を所有する最大株主である。 

 

(探査、開発動向) 

 Boliden AB 社は、スウェーデンに於ける最大の鉱山会社で、97 年時点で 11 のベースメタル鉱山



及び金鉱山を操業し、全体の粗鉱生産量は 21.2 百万 tであった。そのうち、Aitik 露天掘り銅鉱山

での銅生産が 17 百万 t を占め、その他、Laisvall 鉛・亜鉛鉱山では 1.8 百万 t の鉛・亜鉛粗鉱を

生産した。また、新規金・銀・銅鉱床が Kristineberg 鉱山で発見され、現在、ボーリング調査が

実施されている。 

 Terra Mining 社はトロントに本社の在る William Resources Inc.社が所有しているが、Bjorkdal

鉱山にて 97 年には金粗鉱 1.8 百万 t を生産した。探査活動は Bjorkdal、Barsele 地域に集中して

行われ、Bjorkdal で確認された埋蔵量は 8.4 百万 t で、今後さらに 10.5 百万 t に増加する可能性

がある。 

 Zinkgruvan Mining AB 社は昨年までの Ammberg Mining 社から改名したが、依然としてオースト

ラリアの North Ltd.社の 100%子会社である。鉛・亜鉛粗鉱生産量は 96 年の 644 千 t から 97 年は

709 千 t へ増大している。 

 

(鉱業政策) 

 スウェーデンでは、1991 年の鉱業法の改正により外国企業による探鉱開発が促進されている。ま

た、1997 年には環境保護のため探鉱中止時におけるデータ登録の義務化、及び鉱業監督行政の効率

化のための鉱業監督局の改組が実施されている。 

(1999 年 5 月 10 日) 

 

 

英国 

ロンドン海外調査員 森脇久光報告 

(主要鉱産物の生産動向) 

 英国唯一の金属鉱山であった South Crofty 錫鉱山(Cornwall、Camborne)では、1997 年は錫鉱石

約20万 t(粗鉱品位1.4%)を採掘し、Truno近郊のWheal Jane選錫場にてこの粗鉱から錫精鉱2,397t

を生産した。1997 年 8 月 7日に錫価格の低迷、ポンドの対ドル高を理由に閉山を発表し、公的支援

を求めたものの却下されたため、98 年 3 月 6日に採掘を停止するとともに、その数日後に選錫場を

閉鎖し、従業員 200 人を解雇した。 

 英国では約 3000 年間に亘り断続的に錫が採掘されており、この鉱山でも 1670 年以来、銅、錫の

生産が続けられ、欧州最後の錫鉱山でもあったがこの歴史に幕を下ろすこととなった。閉山後坑内

は現在水没中で、坑口からの坑内水の流出は 2001 年の初めになる予定である。採掘時の坑内水処

理量は約 100l/分で、銅、亜鉛、ヒ素、鉄などを含有しており、環境庁では現在その処理について

コスト負担、手法等を検討中である。 

 



(探査、開発動向) 

 国内探鉱活動は数件報告されている。ベースメタルは、Anglesey Mining 社が North Wales に在

る旧銅鉱山(多金属硫化鉱)の鉱床モデルを改訂し、ボーリング調査(5 孔)を実施しており、作業は

98 年に完了し 99 年初めには解析が纏まる予定である。 

 また金の探鉱については、Irish MinMet 社所有の Crediton Minerals 社は、Devon の Crediton 

Trough で地表に金の徴候を発見し、二畳紀の砂岩中に介在する火山岩をターゲットとしてボーリ

ング作業を実施し、地表から 25～30m の間に金の濃集帯を発見している。 

 

(鉱業政策) 

 公的機関の民営化を進めている英国において、貿易産業省(DTI)が 1994 年から行っている公益研

究機関の効率性の見直しの結果、英国地質研究所(BGS、1835 年設立)は公共セクターに留まること

が決定した。 

(1999 年 5 月 10 日) 

 

 

フランス 

パリ海外調査員 西川信康報告 

1. 主要鉱産物の生産動向 

 フランスは鉱石ではボーキサイト、金、銀、ウランを、地金ではアルミ、鉛、亜鉛、銅、ニッケ

ル等を生産している。1997 年の主要非鉄金属の生産量は Salsigne 金山及び Le Bourneix 金山から

それぞれ、金 2.7t 及び金 1.8t の計 4.5ｔ(前年 4.7t)、Herault 鉱山及び Bernardan 鉱山からウラ

ン 580t(前年 840t)、また、Auby 製錬所(ユニオンミニエール社)及び Noyelles Godault 製錬所(メ

タロープ社)より、亜鉛地金 347.8 千 t(前年 336.4 千 t)、鉛地金 238.7 千 t(前年 260.7 千 t)、サ

ンドーヴィル製錬所(エラメット社)よりニッケル地金 9 千 t などである。 

 

2. 最近のトピックス 

 最近、仏の鉱業界で起こった主なトピックスを以下に紹介する。 

 

(1) ヤナコチャ金山裁判でニューモント社側勝訴(6 月 4 日付け仏・フィガロ紙) 

 ペルーのヤナコチャ金山を巡る権益問題で、ペルー裁判所はニューモント社側に有利な判決を下

した。この結果、同社は13.35%(およそ 59百万ドルに相当)の追加権益を取得できることになった。 

 ヤナコチャ金山は 1981 年、仏 BRGM により発見され、1992 年には米ニューモント社との J/V で

あるヤナコチャ株式会社が設立された。その後ニューモント(38%)、ブエナベントゥラ(32.3%、ペ



ルー現地企業)、BRGM(24.7%)間で権益が配分されたが、その数か月後、BRGM は自社の株式 49%を豪

ノルマンディ社へ譲渡したことに対し、ニューモント社は、ヤナコチャの資本を譲渡する場合、他

のパートナーに先買権があり BRGM が第 3 者に権益を譲渡したことは契約違反であるとし、法廷に

起訴していた。 

 昨年ヤナコチャ鉱山は 31t の金を 1 トンあたり平均 107 ドルという低コストで生産している。 

 

(2) 仏ラ・スルス社が解散(2 月 2 日付け仏レゼコ紙) 

 2 月 1 日、数億フランに上る損失計上等で経営困難に陥っていた仏ラ・スルス社(豪ノルマンデ

ィ社 61.4%、仏 BRGM38.6%)が事実上解散し、同社の資産はノルマンディ社及び BRGM に分割される

ことが決まった。今後ノルマンディ社は、BRGM に対し 1 億 4,200 万フランを支払い、現在稼行中

のいくつかの鉱山を買い取り、その他を手放すことになる。 

 ノルマンディ社が保持する資産には象牙海岸のイティ金山の株式 51%、トルコのオヴァシク金山

の株式 67%、ギリシャのペラマ・ヒル金開発プロジェクトの株式 44%、トルコのマストラ・プロジ

ェクトの株式 67%などが含まれている。 

 一方、BRGM が所有する資産はスーダンのアリアブ金山、象牙海岸のアンゴヴィアン金山の他、

マリ、スペインの採掘権、探鉱権などで、これら BRGM が所有するいくつかの資産に対し、フラン

スの国営原子力企業コジェマ社が買収を検討中であると言われている。 

 

(3) エラメット社、マンガン会社の買収でコジェマ社と連携(1 月 31 日付仏ルモンド紙) 

 世界 3 位のニッケル生産会社であるエラメット社が、マンガン部門の強化に乗り出した。1996

年にガボンの鉱山会社コミログ社を配下に収めた同社は、1 月 28 日にノルウェーのマンガン会社

エルケム社の買収を発表した。売上高 22 億フラン(約 440 億円)の同社買収により、エラメットは

世界一のマンガン合金生産量を誇ることになる。 

 11 億 3,000 万フラン(約 230 億円)に上るこの取引の 60%がエラメットによって出資され、残り

40%はコジェマ社が出資することになっている。さらにコジェマ社は 1999 年の中頃までにエラメッ

ト社が所有しているコミログ社の株式 10%を取得することにすでに合意しており、この 2 つのグル

ープの連携は将来さらに発展するものと見られる。 

 

(4) 仏政府、エラメット社民営化を計画(2 月 12 日付けの仏レゼコー紙) 

 仏政府は 1982 年に国営化されたエラメット社の民営化計画を明らかにした。 

 現在、仏政府は ERAP(国営のホールディングカンパニー)を通してエラメット社の株式 54.5%を所

有しているが、計画では ERAP の所有株全てを仏の民間メタルグループ Sima 社(35%)、コジェマ社

(30%)及びニューカレドニア民族会社(5%)等に配分される予定であるとし、将来的にはコジェマ社



が主要株主になることを計画していると伝えられている。 

 また、エラメット社は、同社のニューカレドニア現地子会社であるル・ニッケル社(エラメット

社 90%、日新製鋼 10%)の株式 30%をニューカレドニア民族会社に譲渡することも明らかにした。こ

れは、ル・ニッケル社の経営に現地民族資本を参加させることで、ニューカレドニアの新しい政治

体制を軌道に乗せ、独立派の批判をかわすことを狙った政治的な思惑もあると見られている。 

(1999 年 5 月 9 日) 

 

 

ポルトガル 

パリ海外調査員 西川信康報告 

1. 主要鉱産物の生産動向 

 地質的にはイベリア半島西部の東西に横たわるイベリア黄鉄鉱帯に位置するポルトガルは代表

的な鉱山としてヌベスコルボ銅山があり、ヨーロッパではポーランドに次ぐ産銅国である。1997

年の主要非鉄金属の生産量は銅 10.7 万 t、錫 6.459t、タングステン 1.790t である。また、最近で

は、ポルトガル政府の積極的な外資導入の呼びかけもあり、金を中心とした欧米企業の探鉱活動が

活発化しており、リオ・ティント社、オートクンプ社などが 29 の探鉱ライセンス(内 18 が非鉄金

属)を取得し、精力的な探鉱活動を行っている。 

 

2. 探鉱・開発動向 

 ポルトガルには 1995 年以前には多くの金属鉱山が存在していたが、金属価格の低迷等の影響を

受け、現在では非鉄金属鉱山としてはヌベスコルボ鉱山(銅、錫)、パナスケイラ鉱山(タングステ

ン)、及びアルジュストレル鉱山(銅、鉛、亜鉛、銀、現在 F/S 実施中)の 3 か所に限られている。 

 

(1) ヌベスコルボ(Neves Corvo)鉱山 

 ポルトガルの南部に位置し、1977 年に発見された塊状硫化物鉱床で、銅品位が高く(6.54%)、多

量の錫を含むことが特徴的である。1989 年よりソミンコール社(ポルトガル政府 51%、RTZ49%の権

益比率)によって生産が開始され、1997年には粗鉱量約190万t、銅精鉱約44.4万t、錫精鉱約6,459t

を生産している。1997 年には 1,700 万ドルを投じて坑内掘りのための設備更新及び周辺探鉱によ

りマインライフがさらに 5 年間延長された。 

 

(2) パナスケイラ(Panasqueira)鉱山 

 ポルトガルの中部に位置するこの鉱山は、中央イベリア区域に分布する片岩・グレイワッケ複合

岩体域に位置するタングステン鉱山として知られ、1917 年より生産が始まり、一時閉山したもの



の、1994 年よりカナダのアボセット社の子会社であるベラルト社によって開発が行われている。

バイプロとして銅精鉱及び錫精鉱も生産している。1997年の生産量はタングステン1,790tである。 

 

(3) アルジュストレル(Aljustrel)鉱山 

 鉱量 2,240 万 t、Cu 0.9%、Zn 3.3%、Pb 1.2%、Ag 36g/t、現在休止中。 

 アルジャストレル鉱山はポルトガル南部にあるイベリア黄鉄鉱帯に分布している銅、鉛、亜鉛、

銀鉱山で、1991 年より生産を開始した。当初、銅 0.9%、亜鉛 3.3%、鉛 1.2%、銀 36g/t を含有する

2,240 万 t のモインホ鉱床の埋蔵規模を背景に、年間亜鉛 54,000t、銅 24,500t、鉛 15,000t の精

鉱を生産する計画であった。しかしながら、その後選鉱工程において技術的問題が生じ、精鉱品位

や質の維持が不可能となり 1993 年末に閉山を余儀なくされた。ポルトガル政府は再度生産を開始

すべく資金及び技術的問題の解決のため、国際的なパートナーの参画を呼びかけていたところ、

1998 年 5 月にカナダ・Auspex Minerals 社と International Vestor Resources 社が名乗りを上げ、

ポルトガル鉱山開発公社(EDM)と最終合意に達した。これは同社がアルジャストレル鉱山の 75%の

権益を獲得し、1999 年初頭までに F/S 調査を行うもので、これには 25,000ｍの地表及び坑内ボー

リング調査が含まれ、2000 年の生産開始を目指すと言われている。 

 

(4) 開発準備中もしくは探鉱中のプロジェクト 

・カストロミル(Castromil)鉱山プロジェクト 

 1998 年よりアイルランドの鉱山会社ミンネット社と RTZ が共同で開発予定の金山で、鉱量 250

万 t、金品位 2.5g/t と言われている。 

・ジャレス(Jalles)鉱山探鉱プロジェクト 

 スペイン国境にあるジャレス金山(1992 年に閉山)の周辺探鉱で、Mines Romanas Ltd.(豪)が

現在、実施している。 

(1999 年 5 月 9 日) 

 

 

スペイン 

パリ海外調査員 西川信康報告 

1. 主要鉱産物の生産動向 

 スペインには多種多様の金属鉱物の鉱床が存在するにもかかわらず、鉱産物の生産量は限られて

いる。しかしながら昨今、海外企業を中心にスペイン各地で活発な探鉱活動が繰り広げられており、

今後飛躍的に生産量が増大する可能性がある。1997 年の主要な鉱産物の産出量(金属量)は銅

38,000t、亜鉛 147,000t、金約 1.8t である。 



2. 探鉱・開発動向 

 現在、稼行中の主な非鉄金属鉱山は以下のとおり。 

 

(1) ミゴラス (Migollas)鉱山及びソティエル(Sotiel)鉱山 

 フエルヴバ州にありイベリア・パイライト・ベルトに位置する。現在、Navan Resources 社(ア

イルランド)が所有している。1997 年には、両鉱山から、75 万 t(Migollas：30 万 t、Sotiel：45

万 t)の鉱石を採掘し、銅 6,000t、亜鉛 15,000t、鉛 2,400t が生産された。また、周辺部において

最近、Augas Tenidas 鉱床(鉱量 2,500 万 t、品位 Cu 0.75～1.82%、品位 Zn 1.1～5.2%)が発見され、

現在開発準備中である。鉱石は Sotiel の選鉱場で処理される。 

 

(2) ロス・フライレス(Los Frailes)鉱山 

 セビリヤの北西約 30ｋｍに位置し、ボリデン・アピルサ(Boliden Apirsa)社によって開発が行

われている。同鉱山は、隣接するアズナルコリャール鉱山が 1996 年に枯渇した後、1997 年 2 月に

生産を開始したばかりの露天掘り鉱山である。1998 年は出鉱量 400 万 t(品位 Zn 3.8%、Pb 2.2%、

Cu 0.3%、Ag 60g/t)で、亜鉛 125,000t、鉛 48,000t、銅 4,700t、銀 91t の生産を計画していたが、

98 年 4 月の廃さいダム決壊事故により操業が停止していた。その後、99 年 3 月にスペイン政府か

らの再開許可が下り、4 月に操業が再開された。亜鉛精鉱の生産は 7 月になる見通しである。 

 

(3) フエルバ(Huelva)鉱山 

 スペイン南部のアンダルシア地方にあり、Minas Rio Tonto 社が所有している。1988 年 9 月、同

社は同鉱山の操業を一時停止すると発表した。これは昨今の銅価格の低迷に対応するもので、銅価

格が回復すれば早期に再開するとしている。同鉱山の操業コストは1トン当たり1,800ドルで、1998

年は 5 万 t の銅精鉱の生産を予定していたが、これにより 25,000t になる見通し。99 年 4 月の時

点でまだ再開の目処は立っていない。 

 

(4) レオシン(Reocin)鉱山 

 スペインの北部にある鉛・亜鉛鉱山で、Asturiana de Zinc SA が所有している。1997 年の生産

量は亜鉛 88,658t、鉛 5,938t。 

 

 また、現在、探鉱中の主なプロジェクトは以下のとおり。 

 

①ラス・クルセス(Las Cruces)探鉱プロジェクト 

 リオ・ティント社が所有。セビリアの北約 30 ㎞に位置する。F/S 調査の結果、1,500 万 t 以上の



鉱量(品位 Cu 0.6%、An 6.5g/t)を確認したが、坑内採掘であること(鉱床は地表下 150ｍ～200ｍに

胚胎)、規模が小さすぎるという理由から、25,000 万ドル程度で売却を検討している。現在、オー

ストラリアとカナダの鉱山会社が興味を示していると伝えられている。 

 

②アグア・ブランカ(Agua Blanca)探鉱プロジェクト 

 Atlantic Copper 社 50%、州政府 50%の銅及びニッケル鉱床を対象としたプロジェクトで、鉱量は

2,500 万～3,000 万 t(Ni 0.5%、Cu 0.5%)と言われている。 

 

③アストリアス(Asturias)地域金探鉱プロジェクト 

 1997 年にカナダに本社を持つ Rio Narcea Gold Mines 社がスペイン北部の Asturias 地方にある

Rio Narcea 金鉱床地帯の北部に位置している Godan 地域の鉱区(15.3km2)を取得。これは同社が

Anglo American 社の現地法人である Minera de Salas SA 社より 532,000US ドルで買収したもの。

同地域では試錐調査により金品位 20.6g/t(深度 77m、コア長 1.8m)、金品位 7.2g/t(深度 237m、コ

ア長 11m)等の鉱徴が確認されており、浅熱性とスカルン性金鉱床の賦存が期待されている。 

(1999 年 5 月 9 日) 

 

 

カザフスタン 

アルマティ海外調査員 安田浩司報告 

1. 鉱業の概況 

 カザフスタンは地下天然資源が豊富なことで知られている。天然資源・環境省の推計によれば、

カザフスタンの地下資源の価値は 1 兆ドルに及ぶ(天然ガス、石油を除く)とされている。金属資源

関係で世界的な埋蔵量を誇るものも多く、鉄は世界の約 8%に及ぶほか、鉛、タングステン、モリブ

デン、バライトは世界一の埋蔵量となっている。以下は主要金属の埋蔵量ランキングである。 

第 2位 クロム、銀、亜鉛 

第 3位 マンガン 

第 4位 銅 

第 7位 鉄 

第 9位 金 

 戦略企画庁の専門家によれば、近年の金属産業の成長は、主に金、チタン(スポンジチタン)、亜

鉛、銅地金の成長によるものである。特に海外企業による投資に伴い、新しい企業経営手法及び新

テクノロジーが導入されたことも近年の成長の大きな要因となっている。国家統計庁の推計では、

97 年の鉄の伸びは 26%、非鉄金属の伸びは 12%となっている。 



 カザフスタンの金属産業は将来性のある鉱床が多数存在することから、今後とも成長が見込まれ

る。主な鉱床は次の通りである。Vasilkovskoe、Akbakayskoe、Bakyrchik(金)、BerkhneBogutinskoe、

Kairaktinskoe(タングステン、モリブデン)、Zhairemskoe(鉛、亜鉛、マンガン)。 

 数多くの企業グループは、近代的な探鉱機器及び近代技術を駆使して探鉱投資を実施しており、

今後、高品位鉱床の発見が相次ぐものと期待される。また、政府は非鉄の代表的企業 2 社、

Ust-kamenogorsk Titanium and Magnesium Plant(UTK)及び Kazakhmys 社の株式をブルーチップ計

画に基づき 98 年前半にもカザフスタン株式市場に上場する計画である。 

 

カザフスタンの主要非鉄金属生産量 (単位：千 t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: National Statistics Agency, KS estimates 

(カザフスタンのオフィシャル Home Page｢Kazakhstan Economic Research, 98.1｣) 

 

2. 鉱業関連の動向 

(鉱業一般) 

・カズミンコ－BHP 探鉱契約で合意 (98.8.20 Almaty Herald) 

 KazMinCo JSC Agadyr(カズミンコ 67%所有の子会社)と BHP World Exploration Inc.はセントラ

ルカザフ州のアガドウール鉱区の探鉱開発を共同で実施する基本契約の締結に合意した。同鉱区は

広さ 10,000 ㎞ 2に及び、1996 年にカズミンコが 25 年間の期限付きで貴金属及びベースメタルの探

鉱開発を目的として取得したもの。 

 基本契約の内容は、JSC Agadyr と BHP は新たにジョイントベンチャーを設立し、同鉱区の探鉱開

発を行うが、Agadyr が検討中の新たに取得する鉱区については対象外とするというもの。 

 契約期間は 2002 年 3 月末までとして BHP がオペレーターとなって探鉱活動をマネージする。ま

た結果が良好であれば、BHP は 51%の権益を取得するというもの。同期間中の最低の探鉱投資額は

1.75 百万ドル。 

 



・カザフスタン政府、メジャーマイニング企業株式を放出(数字の引用は 98.10.9 Mining Journal

等) 

 カザフスタン政府は 11 月 11 日、同国の主要鉱山企業 4社の政府保有株式を競争入札で放出する

と発表した。当地のロシア語新聞カザフスタンスカヤ・プラウダに 11 日付けでカザフ財務省民営

化局が公示したもの。 

 概要は以下の通り。 

 アルミ系企業 Aluminy Kazakhstana 16% 

 鉄系企業 Sokolvosko-Sarbaiskoe 24.5% 

 亜鉛系企業 Kaztsink 29.7% 

 クロム系企業 Kazkhrom 24.5% 

 テンダーの対象は、内外の投資家全般とし、応募の締め切りは 1998 年 12 月 10 日。 

(コメント) 

 カザフスタン経済の減速に伴い、同国の財政が悪化しており、98 年の予算は 25%削減、99 年予算

編成もスケジュールが大幅に遅れるなどの状況となっている。今回の政府保有株式の放出は、不足

が予想される財政資金を民営化資金で穴埋めしようとのねらいがあるものと思われる。 

 今回の株式放出対象となった企業はいずれもカザフスタンではそれぞれの分野での No.1 企業で

あるが(事実上製品の輸出権を独占しているとの見方もある。)、いずれの企業もすでに第 1段階の

民営化が完了し、外資系企業のカラーに染まっており、今回のシェアを獲得したところで経営の主

導権を獲得することは困難と推定され、新たに参入の名乗りを上げる企業が現れるのか極めて注目

される。 

 因みに、アルミのアルミヌ・カザクスターナはイギリスの TWA-Whiteswan が 56%、鉄のソコルボ

スコ・サルバイスコエはアイスランドの Ivedon-International が 51%、亜鉛のカズジンクはスイス

の Glencore が 62%、クロムのカズクロムは Japan Chrom Corp.が 57%それぞれ株式を保有している。 

 

(銅関係) 

・カザフスタン、新銅鉱床開発に着手－サムソン経営のカザクムス (98.5.14 USKC) 

 韓国企業サムソングループが経営するカザフスタンの主要銅生産企業の一つカザクムス

(Kazakhmys)は、同国南部(キルギスとの国境付近)のジャンブル地方の鉱山、シャトルコル鉱床の

開発に着手した。 

 計画では、鉱石は鉄道基地チュウから 52 ㎞支線を敷設し、約 400 ㎞北に位置する同社のバルハシ

製錬所まで鉄道で運び処理する計画。品位は明らかでないが、鉱石には銅、金、銀を含有する模様。 

 同社は、昨年からジェズカズガン地区でもジランドウ鉱山の生産を開始しており、遅くとも 98

年の夏にも最初の銅製品が回収される見込み。 



 最近の資料によれば、カザクムスは、東南アジアの財政危機の深刻な影響をもろに受けたばかり

でなく、最近の銅価格の低迷により、これまでの利益を帳消にしかねない状況にあったものと見ら

れる。 

 専門家筋によれば、前年並みの利益を確保するためには、コストを今までと同じレベルに保った

上で、生産を前期の30万tから今期は34万tにまで増産する必要があるとの分析がなされている。 

 なお、韓国企業サムソングループはカザクムスのジェズカズガンとバルハシの企業群の経営を

行っている。 

 

・カザフスタンで銅増産 (98.9.22 USKC) 

 カザフスタンで 98 年度銅の生産量が 35.6 万 t に増産されることが明らかとなった。97 年の生産

量は 30.1 万 t。 

 この増産は銅の国際価格が低迷している環境下でなされるもの。カザフスタンに於ける事実上の

銅地金生産の独占企業カザクムスの首脳キム・ウラジミール氏がロイター記者に明らかにしたもの。

同氏によれば、国際価格は約 30%下落したが、生産がこれを下回る低いコストで達成できているの

で十分儲かっているとのこと。 

 カザクムスは、韓国企業サムソンのコントロール下にあり、ジェズカズガン、バルハシ等の銅精

錬関係企業群を傘下におさめている他、主要な発電設備を所有している。 

 キム氏によれば、同社の 97 年の銅の売り上げは 868.4 百万ドル、このうち 10%はヨーロッパ市場

で販売している。また 97 年の投資額は 72 百万ドル、98 年はこれまで 35 百万ドル投資している。 

(コメント) 

 サムソンが支配するカザクムスの増産政策については、当地を訪れるマイニング関係者の見方は

2 つに分かれている。一つは採算性を重視するあまり、いわゆるいいとこ取り採掘をしており、鉱

山の本来の寿命を縮めているのではないかという説。 

 他方、旧ソ連から独立したときに、ただ同然で償却済みの設備を手に入れたばかりでなく、マイ

ニング関係で中枢の情報に近いポジションにあったことは明らかなので、ほぼ探鉱済みの超優良鉱

区の優先割り当てを受けており、相当の含み資産を有しているのではないかと言う説である。 

 

・カザフスタン、銅は増産、鉄は減産 (99.03.23 KZ-NW) 

 カザフスタン最大の産銅企業カザクムス社(韓国サムソン系)は当初の計画から若干の下方修正

は余儀なくされているものの、対前年比 7.8%程度の増産計画を維持することを明らかにした。 

 カザクムス社幹部のウラジスラフ・ニコラエフ氏がロイター記者に明らかにしたもの。同氏によれ

ば、この計画はもちろん銅価格や、特に輸送コストはロシア経由で黒海、バルト海から積み出してい

るのでロシア情勢に左右されるが、今のところ年初 2か月の実績ペース 54,000t を維持できれば達成



可能と説明している。なお、新生産計画は 35万 t(修正前は 35.6 万 t)、前年実績は 32.5 万 t。 

 一方、カザフスタンの鉄鉱石輸出は年初 2か月の合計量が 27.1 万 t と、対前年同期比 78.6%まで

減少している。同国の鉄鉱石輸出は 90%以上をロシアに依存しており、ロシアの製鉄企業がここに

きて価格が相対的に安くなったロシア産鉄鉱石に切り替えつつあることが影響しているものと見

られる。 

 

・カザクムス社の銅製品は全量サムソンへ (99.4.15 KZ-NW) 

 カザクムス社の発表では、同社の 99 年第 1 四半期の生産量は、前年同期比の 3.8%増の 84,222t

に達したと発表した。このままのペースで生産すれば今年の目標 35 万 t は達成できる見通し。 

 カザクムス社長のウラジミール・ニコライエフ氏がロイター記者に語ったところでは、銅製品の大

半は、カザクムスの運営会社サムソンがカザクムス社に有利な条件で買い付けている。サムソン以外

の販売量はわずか 100～300t 程度であり、カザフスタンの地元企業に原材料として引き渡している。 

 サムソンは、カザクムス権益の 40%を保有。90%の経営権を握っているとされる。カザクムス社は、

97 年に設立、ジェズカズガン精錬所、バルハシ精錬所、ジェズケント選鉱工場、東カザフ銅化学工

場の他、3つの発電所及び石炭鉱山を所有している。 

 

(亜鉛関係) 

・カズジンク(カザフスタン最大の亜鉛生産企業)増産計画 (99.7.30 The Almaty Herald) 

 KAZTSINK JSC は、現在の生産レベルから 25%増産する計画を発表した。これは同社の代表 Gennady 

Ziberberg がインターFAX に明らかにしたもの。 

 計画によれば、増産は東カザフ州の都市ズルアノフスクから 18 ㎞に位置するマレーエフ鉱山を

再開発する事により達成されると言うもの。これにより、現在実施中の海外からの輸入鉱石の処理

を中止する予定。 

 カズジンクは 1997 年に設立され、カザフスタンの 3 つの代表的なメタルコンビナート、ウスチ

カメノゴルスク、ズルアーノフ、レニノゴルスクを所有しており、98 年 6 月に政府所有の権益の

62.4%をスイス企業グレンコア社に譲渡したことで知られている。現在の同社の権益の 15%は政府が

所有しており、残りはカザフスタン証券市場で取り引きされている。 

 カズジンク社のジベルバーグ社長によれば、マレーエフ鉱山の埋蔵量は 35 百万 t と推計してお

り、開発資金 65 百万ドルはグレンコア社が直接投資することとなっている。 

 現経営陣は、過去に開発されていた鉱山を再開発する事により、増産は容易に達成できると見込

んでおり、現在の生産量 1百万 tを 1.5 百万 t まで増産する計画。 

 グレンコア社は本年中に 15.7 百万ドルを投資する予定であり、完成は 2001 年になる見込み。こ

のうち 2.2 百万ドルはズルアーノフのプラントの改修費用に充当予定。 



(コメント) 

 カザフスタンの非鉄ベースメタル業界は銅はカザクムス(韓国サムソン系)、亜鉛はカズジンク

(スイス系)、チタン・マンガンは TMK(ベルギー系)がそれぞれリファイナリーを占有しており、こ

の結果として金属製品の輸出権までこれらのグループが独占的に支配しているものと見られる。 

 この時期に来て、各グループとも新規鉱山開発投資に向けて動き始めている様子をうかがうこと

が出来るが、一説によれば国際価格の下落により低下した収益を増産によりカバーしようとしてい

るとの解説も当地でなされている。 

 他方見方を変えると、各グループとも探鉱を完了し、開発をスタンバイしている優良な鉱区を十

分所有していると言うことであり、カザフスタンの資源ポテンシャルの懐の深さを感じさせられる

ところでもある。 

 また、当地の一般的な開発の発想は、コストミニマムにする開発計画によりシステマチックに生

産すると言うことでは必ずしもなく、調達可能な開発資金の範囲で取りあえず細々とでも生産し日

銭を稼ぐとの発想が優先しているともみられ、資本力を有する西側企業の手により容易に増産が達

成できるようである。 

 

・カズジンク売り上げ上昇、利益減 (99.2.8 KZ-NW) 

 カズジンクは 1998 年の売り上げが対前年比 17.5%増加したが、利益は減少したことを明らかにし

た。カズジンク副社長ナクポヴ氏がロイター記者に明らかにしたもの。 

 カズジンクは 1998 年亜鉛アロイ及びインゴットの生産量は 240,000t(97 年/189,000t)、鉛製品

は 80,900t(同 72,000t)と増加、一方、金製品は鉱石供給の減により 7.1t(同 9.3t)と減少した。 

 カズジンクはスイス商社グレンコア社が 62%のシェアと経営権を所有、残りのシェアの内 30%は

政府が保有している。 

 ナクポヴ副社長によれば、99 年の投資額は 32 百万ドル(98 年 19 百万ドル)と増額予定であり、

これは価格が低迷しても実施する。 

 これにより、主力のウスチカメノゴルスク工場の鉛生産量は 17%、亜鉛は 2.3%上昇する見込みで

ある。更に 2001 年までに 65 百万ドルを投じて新規オープンピットを開設する予定。 

 

・カザフスタンで世界最低コストの亜鉛鉱山誕生か (KZ-NW 99.2.12) 

 アイルランドの鉱山企業 Ennex International Plc.が 10 日発表したところによれば、同社の子

会社 Zinc Corporation of Kazakhstan が実施中の Shaimerden Zinc Project を対象として実施庁

の F/S 作業が 3月 19 日をもって終了することを明らかとした。Zinc Corp.は、向こう 10 年間にわ

たり、年間10万 tの亜鉛地金を生産する計画の Shaimerden Projectの権益の 95%を所有している。 

 同社のマネージング・ディレクター、Christian Schaffalitzky の発表によれば、F/S 作業は順



調に進んでおり、現在の見通しでは亜鉛地金生産コストはポンド当たり 27 セント程度となる見込

みであり、これは世界最低水準。 

 現在カザフスタン政府とマイニングコントラクトに関する最終的な交渉を実施中であり、同契約

には税、ロイヤリティー条項が盛り込まれることとなるが、それでも収益性を確保できるとのこと。 

 

・カズジンク西側市場に上場を計画 (99.2.24 KZ-NW) 

 カズジンク社は、2001 年から 2002 年を目標として西側市場に上場する計画であることを明らか

とした。カズジンク社はスイスの商社グレンコア社が 62%のシェアを所有。 

 カズジンク社ポポビッチ社長が 29 日明らかにしたところでは、経理処理基準を国際基準に改め

るなど、経営にヨーロッパまたはアメリカの基準を採用する改革を早急に実施した上で早期に上場

を果たす計画。 

 また、同社は本年 32 百万ドルの投資をする計画であることを明らかにした。この資金はメジャー

シェアホルダーであるグレンコア社が負担。この投資によりマレーエフ鉱山の 2000 年までの開山

を計画している。同社の計画では、現在ポーランド、ラテンアメリカ、カナダなどから調達してい

る鉱石を安い国産鉱石に置き換えることとなる。マレーエフ鉱山は、年産 1.5 百万 t で、約 40 年

分の鉱石供給の能力を有するとしている。 

 ポポビッチ社長によれば、埋蔵量等の地質条件、鉱石の品質、全体からみた収益性などを考慮し

た結果、経営が改善されると判断。自山鉱を使用することにより相当のコスト削減が実現される。 

 カズジンク社は、世界の約 3%の亜鉛を生産。従業員数は 25,000 人。98 年の生産量は 24 万 t、97

年は 18.5 万 t。主な輸出先は北アメリカ及びヨーロッパ。 

 なおカズジンク社の株式の 30%は、現在でも政府保有。ポポビッチによれば政府は早期にこれを

放出する責務を有しているが、いつ株式を放出するかは亜鉛の市況次第としている。 

 

・続報－カザフスタンで世界最低コストの亜鉛鉱山誕生か (99.3.26 Almaty Hrald) 

 2 月 22 日付け既報の、アイルランド企業エネックス社の亜鉛プロジェクトに関して F/S 結果を踏

まえた発表と見られる報道があった。以下はロイター記事を引用した Armaty Herald 記事の概要。 

 アイルランドの鉱山会社 Ennex International Plc は、22 日、カザフスタンの Shaimerden 亜鉛

プロジェクトについて、F/S の結果、世界で最も安いコストの鉱山の一つになるとのステートメン

トを発表した。スタディは Ennex 社の現地子会社 Zink Corp.of Kazakhstan Ltd.により行われ、高

品位の鉱石から最新の技術により亜鉛が回収されることが判明し、同プロジェクトからは高い収益

性が確保される見通し。 

 同社の発表によれば、Cash Opeating Cost on Site はポンド当たり 19 セントであり、仮にヨー

ロッパ向け輸送コストを加えても 7 セント程度が上乗せされるだけだが、一方、現状の市場価格は



40 セントとなっている。 

 Shaimerden プロジェクトは、鉱山開発と精錬所が含まれ、生産規模は亜鉛金属で 10 万 t/年を計

画している。 

 Ennex 社は、他社との共同でプロジェクトを推進することをねらっている模様であり、亜鉛業界、

販売業界など多数の関係企業にプロジェクトへの参加を呼びかけており、ここ数週間の内に回答が

寄せられるとしている。 

 初期投資額は 285 百万ドル、Net Cash Flow は 303 百万ドル、これらは、金属アナリシストグルー

プとして知られる Brook Hunt 推計価格をベースとして試算している。 

 資金回収期間は 4.5 年としており、仮に価格が 5%下がっても 152 百万ドルの収益が期待できると

している。 

 プロジェクトデザインは採掘期間を 6 年としており、更にこの期間鉱石をストックして 10 年間

プラント操業を行う計画。埋蔵量は、20.9%の亜鉛鉱で 4.28 百万 t。建設期間は 27 か月。 

 Ennex 社のマネージングダイレクターChristian Schffalitzky 氏によれば、本プロジェクトは

Ennex 社にとって記念碑的事業となるもので、今や会社にとって重要な資産となっている。 

(コメント) 

 本件は、グレンコア社やサムソンに代表される既存鉱山を丸ごと買収したケースは別として、西

側企業が探査、F/S レベルからスタートしてプロジェクトを実現する最初のケースではないかと思

われる。 

(1999 年 5 月 4 日) 

 

 

キルギスタン 

アルマティ海外調査員 安田浩司報告 

 

 キルギスタン経済がクムトール金鉱山の生産動向に多大な影響を及ぼしていることは周知の事

実だが、最近キルギス・アブドウカルコフ貿易産業大臣は、98 年の同国の鉱工業生産指数がクムトー

ルの影響を抜きにしても、5%の成長を確保できるとの見通しを明らかにした。同大臣はクムトール

を考慮した場合の鉱工業生産指数は 7.7%成長するとの見通しを述べている。なお、経済成長の理由

については明らかにしていない。 

 一方、アカーエフ大統領が今月はじめ明らかにしたところでは、ロシアの経済危機の影響で 98

年のキルギス経済の伸びは多少下方修正されるとの見通しを述べている。 

 同大統領によれば、98 年度上半期の GDP は+5%であったが、通年の予想では世界的な経済危機の

影響で 2～3%下方修正されると述べている。(98. 10. 2 The Globe) 



(海外投資法改正の動き) 

 1998 年のキルギスの金の生産量は 21t となり、昨年に引き続き CIS 第 3 位の産金国の地位が確定

した。この大部分は、カナダとの J/V クムトールによるもの。しかしながら、政府は最近生産され

る金鉱石の品位が低下していることを憂慮しており、この為オーストラリア、日本、英国などの協

力を得て新鉱床の開発に力を入れている。 

 一方、キルギザルティン社長ダスタン・サリグロフ氏は開発の阻害要因の一つは政府による過大

な規制であると述べ、早期に海外投資法の改正の必要性を強調した。海外からの投資阻害要因とし

てサリグロフ氏は、VAT の二重課税、開発初期の法人税課税、電力料金、輸送コストの上昇などを

挙げている。AB キャピタルコーポレーションのボブロフ部長は、最近アカーエフ大統領に対して海

外の投資家にインセンティブを与えるような政策を採るよう進言したことを明らかにしている。

(99. 4. 8 Central Asian Post) 

 

(クムトール鉱山) 

 1998年5月に生産開始したクムトール金山は、世界で第10番目の金の生産量を誇る大鉱山となっ

ており、発展途上にあるキルギス経済の牽引役たる任務を担っている。キルギスの経済成長(98 年

は GDP 5%成長を予想)の半分以上はクムトールが寄与しているとの見方が有力であり、CIS 諸国の

中で真っ先に WTO 入りを果たせたのもクムトール有ればこそとの見方もある。 

 

鉱山の沿革 

 クムトール鉱山は、キルギス最大の景勝地イシクル湖の南東部の標高 400m に及ぶテンシャン山

脈の山中に位置する。クムトール鉱山の本格的な探鉱が開始されたのは旧ソ連時代の 1980 年代の

初頭に遡る。探鉱は、主にキルギス人ジオロジストにより約 10 年間の歳月をかけて詳細でかつ緻

密に行われており、この間に驚くことに 30 数㎞に及ぶ樋押し坑道による探鉱まで完了している。

すなわち旧ソ連時代にクムトール鉱山に於ける探鉱のステージは完全に終了していたとものと見

られる。 

 カメコ社が事業参加のオファーを受け交渉を開始したのは 1993 年であり、その後 2 年をかけて

F/S を実施、95 年にはジョイントベンチャーアグリーメントに合意し、出資比率 34%(残り 64%はキ

ルギザルティン所有)で投資会社クムトール・ゴールド・カンパニーを設立している。更に運営会

社、クムトール・オペレーティング・カンパニーを設立し直ちに開発に着手している。カメコ参入

前の 2、3 年の間トルコ系企業との共同開発を模索したが、資金調達難等の問題で実現には至らな

かった模様である。 

 本格的な生産開始は 97 年 5 月であり、カメコ社は交渉開始からわずか 4 年程度で世界有数の金

山を誕生させたことになる。 



鉱山の概況 

 クムトール鉱山の埋蔵量は、これまでの確定鉱量が金量で 514t、このうち露天掘り可能量が 288t

である。生産量は初年度が 19t、今年は 20t を越えるものと見込んでいる。平均品位は 3.576g/t、

カットオフ品位は1.7g/tとなっている。剥土比は1：4.7、現在1日当たり約17,000t(平均品位5g/t)

の鉱石を処理している。 

 授業員はトータルで約 1,000 人、このうち約 700 名(約 300 人がオープンピット要員)が山元の作

業に従事している。 

 基本的なワーキングシフトは 12 時間 2交代、2 週間勤務して 2週間休暇の体制を敷いている。首

都のビシュケクからはチャーター機を確保して片道約 1時間で主に人員の輸送に使用している。資

機材の輸送は輸送路を建設しており、ビシュケクまでの距離は約 470 ㎞、車で 5～7時間要する。 

 山元では 90 から 94%のグレードまで精製しており、1 日当たり 20 ㎏から 25 ㎏のインゴットを 3

個生産している。 

 

価格低迷の影響 

 クムトールの F/S での金価格は 375$/oz と設定しており、当初 3年間は全量同価格でヘッジして

いると言われているが、山元では価格低迷の影響を深刻に受け止めているようである。 

 オープンピットサイトには、低品位鉱石と呼ばれる 1.28～1.7g/t の鉱石が山積みされている。

オープンピットコストは 172$/oz としており、約 200$/oz と見られる選鉱精錬その他のコストを低

減する努力が行われているようである。 

 更に、新たに金価格を 300～330$/oz とする生産計画の見直し作業が精力的に行われている。新

計画に於けるオペレーションは 1999 年 3 月から開始する予定である。 

 クムトール鉱山の R/P は露天掘り分で 18～19 年であり、必ずしも長くはない。露天掘りの後、

坑内掘までカメコが手がけるのか否かは今のところ明らかではない。坑内掘に移行するのであれば

そろそろ準備に取りかかるべき時期に来ているとの見方もある。 

 同地区の金のポテンシャルは 1,000t に及ぶとの見方もあり、2番目 3 番目のオープンピットが開

設されるのも夢ではないものと思われる。 

(1999 年 4 月 19 日) 

 



ウズベキスタン 

アルマティ海外調査員 安田浩司報告 

 

(銅プラントテンダー) 

 ウズベク国家資産委員会のスポークスマンがロイター記者に明らかにしたところによれば、同国

の主要銅精錬工場アルマリック精錬工場の入札締め切りは、当初の 1 月 15 日から 3月 15 に延期さ

れた。国際的な市況低迷の影響と見られる。製錬所は、タシケントから至近距離に位置し、銅・亜

鉛を処理するウズベクの主力工場。株式の 46.5%を放出する計画で最低入札価格は 478 百万ドル。 

 新スケジュールではプロポーザルは 5月 15 日まで受け付け、売却は 7月 1 日の予定。 

 なお、同精錬所の規模は、98 年の実績で 9 万 t の銅地金、及び 5.2 万 t の亜鉛を生産している。

(99. 3. 4 Almaty Herald) 

(1999 年 4 月 19 日) 
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