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はじめに 
 
戦略的鉱物資源確保事業は、高い鉱物資源ポテンシャルが指摘されているに

もかかわらず、鉱業制度の安定性、環境問題、先住民問題等の政治的社会的リ
スクが顕在化しているため、現状では探鉱開発投資が停滞している国／地域に
おいて、その投資阻害要因を特定し、実際に投資を行う際の留意点等を調査し、
とりまとめを行う事業である。 
本報告書は、資源機構ロンドン事務所が現地コンサルタント（GFMS Metals 

Consulting 社）の協力を得て、一般に投資環境が不透明で海外投資家による評
価が低いと言われているロシアにおける投資環境調査（鉱業ライセンス制度に
関する法的規制、税制度の現状、最近の地下資源法修正の動き、及び外国企業
の活動状況等）を行い、その現状と問題点を明らかにしたものである。 
本報告書が関係各位の参考となれば、幸甚である。 
 

 
平成 17 年 10 月 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
金属資源開発調査企画グループ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人 石油天然ガス・金属
鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けす
るよう最大限の努力を行っておりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性
もあります。本報告書に基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人 
石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び執筆者は何ら責任を負いかねます。 
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序 文 
 
ロシアでは、旧ソ連時代の国有企業の民営化過程で、非合法的な方法で多く
の資産移転が行われたといわれており、このことがロシア政府部内での再国有
化といった政府の統制を強めるべきとの議論の根拠ともなっていると言われて
いる。ロシア政府内では、再国有化は市場の混乱を招くとして慎重な意見があ
る一方、少なくとも民営化が競争的な環境を作らなかったとして、特に石油部
門での体制再構築、再国有化といった議論があると言われている。 
西側有力鉱山会社の間では、ユーコスに対するプーチン政権の対応について、
外国投資家の心証をかなり悪くしているという評価がある。ユーコスを巡って
は、2004年12月中旬にロシア政府に強制されたその主要な生産会社の売却のた
めのオークションが行われ、これに反対するユーコスの主要株主が米国裁判所
に破産を申請するなど、今後も紆余曲折がある模様である。プーチン政権はロ
シアの天然資源についてより大きな国家による関与を確立したいと考えている
ようであるが、今のところ、本当に再国有化があると信じている人はいない。 
また、西側有力鉱山会社の懸念として、ロシアでは、鉱業を実施する権利に
ついてこれまでは制度上の問題があり、特に探鉱段階と採掘段階の間の権利継
続について欠陥があると認識されており、このことは、西側有力鉱山会社がロ
シアにおける事業に取り組む際、リスク分散のためジュニアを通じて実施する
傾向があることの理由の一つとなっている。 
ロシアの鉱業事情を理解する上で、ロシアを代表する非鉄金属会社の
Norilsk Nickel 社の位置づけや動向を見ると興味深い。Norilsk Nickel 社は、
世界最大のニッケル及び白金族金属の生産者であり、世界のニッケル生産の約
2割、パラジウム生産の約5割、白金生産の1割強をはじめ、多くの非鉄金属市
場で影響が大きい地位にある。 
これに対して、Norilsk Nickel 社の金融面における格付けは決して高くない。
格付け機関であるムーディーズは、2004 年 9 月、Norilsk Nickel 社の格付けを
先の Ba1 から Ba2 に一段階下げた。ムーディーズの格付けは、Norilsk Nickel
社の世界金属市場における位置づけを評価しつつも、ロシアの法的・政治的な
動き、ロシアにおける法的・政治的枠組みが変更されることによる不安定性を
懸念し、これを反映していることがこの格付けの大きな要因である。 
また、Norilsk Nickel社は、2004年 3月、南アの金生産者であるGold Fields
社の 20％シェアを獲得し、さらに、同じく南アの金生産者 Harmony 社と連携し、
Gold Fields社の買収を狙っている。これは、最近の報道によると、ロシア政府
が Norilsk Nickel 社のロシア国内の資産を外国人投資家に売却することを反対
することが想定される等ロシア国内における活動に制約がある中、ユーコス騒
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ぎで不安となった Norilsk Nickel 社の最大株主 Potanin 氏が対外資産の拡張に
走っているという解説もなされており、ロシアに投資を考える企業にとって示
唆に富んだ動きといえる。最近、西側企業間でロシア資産購入が大きな関心を
呼んでいる中、ロシア企業のこうした動きをどう見るか、中長期的にみて、ユ
ーコス問題を含めロシア政府の政策の安定性等の問題が、今後のロシアに対す
る外国投資家の行動にどう影響を与えるか興味深く注視する必要がある。 
以上のように、ロシアを巡る投資環境は、依然不透明な点が多く、日本企業
にとって必ずしも好ましい状況ではないものの、GFMS Metals Consulting 社の
報告では、客観的な制度整備の点で前進が見られ、投資環境は改善しつつある
と指摘している。またこれを受けて、ベースメタルでは今のところ直ちに取り
組める適切な案件はないが、大規模な投資が必要でない金鉱業では外国投資家
の活発な動きがみられるようになってきていることを指摘している。報告のポ
イントを要約すると以下の通り。 
 ロシアにおいて鉱業を行う場合のライセンス取得については、旧ソ連崩壊に
始まる混乱という過去の紆余曲折を経て整備が進みつつある。ロシア憲法にお
ける鉱物資源の連邦政府と地方の共和国政府の共同管理という原則を残しつつ、
2004年8月末に連邦政府のみの管轄という体制を導入した新しい地下資源法（鉱
業法）の修正法が発効された。この法制では、外国投資家も国内の投資家と同
等の権利を有するという点で、外国人投資家に好ましい環境を提供している。
また、サハリン石油開発の際に適用された生産分与契約（PSA）方式に基づく投
資の可能性も、場合によっては認められうる状況にある。このように法制面で
は一応の形が整ってきているものの、依然として実質的な意味で地方行政当局
の権限発揮の余地はあり、またこうした圧力をコントロールする上でも、投資
先地域に有力なロシア人パートナーの存在が事業を円滑に進める上で好ましい
との人的な側面も引き続き無視しがたい状況にある。 
 ベースメタルに関するロシアのポテンシャルは期待できるものの、現在探鉱
中で大規模な非鉄金属鉱床の数は多くない。これらは厳しい気象条件、インフ
ラ未整備という点で極めて大きな投資が必要になるもので、土地勘のない外国
企業が直ちに取り組めるプロジェクトは今のところ見当たらない状況にある。
鉱業という点では、現在のところ、インフラ整備があまり必要のない等、大規
模な投資が必要ない金の開発について、注目している外国企業が多い状況である。 
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1.  ロシアにおける鉱物資源利用に関する法的規制 
 
鉱物資源利用に関する連邦法の制度は、ロシア連邦憲法、ロシア連邦法、ロシ
ア連邦諸共和国法、さらには、政府当局によって発効されるその他の法律から
なる。 
 
この中でも、ロシア連邦憲法は、基本法として、ロシア鉱業法の主要原則をな
している。その多くの条項 (第 9条、第 72条など) に、鉱物資源利用の活動を
規制する規範が含まれている。 
 
ロシア連邦憲法は、「ロシアでは、土地及びその他の天然資源は、当該の土地
に住む人々の生活や活動の基礎として用いられ、保護されており、個人、国、
市町村、その他の所有権のもとに所有されえる。(第 9条)」と定義している。同
時に、「鉱物資源に関する」連邦法 (または地下資源に関する法) は、鉱物資源 
(地下資源) に関する国の排他的所有権を規定している。 
 
また、ロシア連邦憲法の第 2 部「個人及び市民の諸権利と自由」は、土地及び
その他の天然資源の利用及び処分は、その活動が、環境への影響をもたらさず、
他の人々の諸権利及び法的利害を侵害しない限り、それらの所有者によって自
由に行われると規定している。(第 36条第 2項) さらに、ロシア連邦憲法は、
各人が、自然環境と鉱物資源を保護するよう規定している。(第 58条) 
 
ロシア連邦憲法は、連邦と、その諸共和国による鉱物資源の共同所有、利用と
処分の原則を導入している。(第 72 条) その他の共同管轄の項目には、天然資
源の利用、環境保護と環境上の安全、特に、保護自然地区、さらに、環境保護
に関する鉱物資源 (地下資源) 法などがある。 
 
ロシア国内での鉱物資源利用に関して核となる連邦法は、以下のとおりであ
る。 
 

 鉱物資源について（地下資源について） 
 鉱物資源利用の認可手続きについて 
 生産分与契約について 

 
その他に、鉱物資源利用のための直接的な活動にとって重要な連邦法は、ロシ
ア連邦民法、ロシア連邦租税法、及びロシア連邦刑法である。 
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鉱物資源の国による規制は、三つの部分、すなわち、管理、会計、及び監査が
ある。 
 
鉱物資源の国による管理は、ロシア大統領、政府、諸官庁、諸部局、連邦下の
諸共和国の行政当局、及び、鉱物資源国家基金の連邦規制機関 (この活動は、
現在、ロシア天然資源省 (ロシア天然資源省) によって行われている) によっ
て統治されている。 
 
ロシア天然資源省の政府法令によると、ロシア天然資源省は、連邦政府の行政
組織であり、鉱物資源国家基金の管理を含め、天然資源の調査、利用、補充、
保護の分野において、国の政策と法的規制を作成する。 
 
ロシア天然資源省は、活動の調整及び監査を執行している。同省は、連邦政府
の鉱物資源利用庁、林野庁、及び水資源庁の監督官庁である。 
 
鉱物資源利用の分野における国の規制 (管理) の最も重要な仕事は、予算の規制
である。これは、予算制度を通じて遂行され、その活動は、連邦法の「予算法
について」及び「予算の分類について」によって定義されている。 
 
鉱物資源利用分野における国の規制 (管理) のもう一つの重要な仕事は、認可
である。これは、鉱物資源利用の国による認可制度の枠内で行われる。(鉱物資
源に関する連邦法、鉱物資源利用の認可手続きに関する諸規制) 
 
また、ロシア天然資源省の重要な活動の中に、鉱物資源の経済評価がある。こ
れは、国全体の鉱物資源埋蔵量の計算、地質図や鉱床分布分布図の作成などが
含まれる。 
 
その他の規制には、鉱物資源の合理的利用、保護、及び鉱物資源の利用に関連
した労働安全に関する国の監査がある。 
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2.  ロシアの鉱業政策の概要 
 
ロシアにおける鉱物資源利用に関する中核的な諸原則は、以下のとおりであ
る。 
 

 鉱物資源に関する国の所有権、及び採掘される鉱物資源に関する様々な形
態の所有権。 

 
 所有権の諸問題におけるロシア連邦と、その諸共和国による共同管理、鉱
物資源の利用と処分 (連邦法「鉱物資源について」によると、地下資源の鉱
区の付与は、連邦政府諸機関のみに権限があるとしており、これは、この
共同管理の原則と矛盾しており、現在、本連邦法の修正が行われているこ
とに注意しておく必要がある。) 

 
 鉱物資源は、利用条件の諸規制を伴う場合のみ、利用が認可される。 

 
 鉱物資源の利用の際に発生する手数料、支払い義務。 

 
ロシアの法規は、外国企業が、鉱物資源利用に関する諸権利の取得を制限する
ために、数多くの障壁を導入している。たとえば、鉱物資源の探鉱、試掘、及
び採掘に関する競売 (オークション)、また、ロシアの企業のみの参加による競
売 (オークション) の実施などにおいて、外国の投資家たちには制限が課せら
れる可能性がある。 
 
連邦法の「生産分与契約 (PSA)について」の第 7 条によって、ロシア側を対象
としたいくつかの優先権が規定されており、そこでは、投資家に対して数多く
の義務が課せられている。たとえば、 
 

 PSA 投資家は、PSA プロジェクトに、請負業者、供給業者、運送業者等と
して参加する優先権を、ロシアの企業体に与えること。 

 
 プロジェクトに参加する雇用者のうち、少なくとも 80%はロシア人である
こと。 

 
 PSA プロジェクトでは、(探鉱、採掘、及び選鉱設備の装置、器具の製造に
関して) 少なくとも 70%の下請け契約が、ロシアの企業体、及びロシアに
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登録されロシア政府に税金を支払っている外国企業であること。 
 
一部のケースにおいて、生産分与契約は、ロシアの保険会社を通して、すべて
のリスクに保険をかけることを義務づけられる。 
 
一方、ロシアの法規には、外国人投資家に対して数多くの優先権が認められて
いる。第一に、外国人投資家を対象とした国家保証制度がある。(連邦法の「外
国人投資について」及び「ロシアにおける投資活動について」によれば) 地下資
源も含めて、鉱区、及びその他の資源を購入する権利、さらに、製品を自由に
輸出する権利がある。生産分与契約に関する連邦法は、外国人及び法人と締結
される諸契約において、法的な免除、訴訟の予備的な安全確保、及び法的行為
の執行に関する免除を国が放棄する可能性を言明している。(第 23条) 
 
連邦法第 4 条「ロシアにおける投資活動について」は、外国人投資家の活動、
及び外国人の投資によって得られた利益の利用に関する法的制度が、ロシア人
投資家に対して規定されたものより不利になってはならないと規定している。
同法の第 8 条によれば、外国人投資家または外国人の投資による会社の資産が
国営化された場合、国営化された資産のコスト及びその他の損失は、補償され
なければならないとされている。 
 
連邦レベルだけでなく、地方自治体は、(該当する予算及び予算外の基金からの
支出により) その管轄権内で、特定の土地における、投資プロジェクトの実施
をサポートするため、外国人投資家たちに、追加的な優先権を認可することが
できる。 
 
さらに、ロシアは、多くの国々との間で二重課税の回避に関する条約を結んで
いる。 
 
このようにして、事実上、ロシア鉱業法は、外国人投資家たちに対して、重大
な差別的措置を含んでいない。ロシアにおける外国人投資活動が低調なのは、
近年のロシアにおける経済的環境によるものである。 
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3.  ロシアの鉱物資源利用に関する法的規制 
 
ロシアにおける投資の最大の魅力は、その膨大な鉱物資源埋蔵量にある。さら
に、その地下資源を利用するための法的な権利を取得し、行使するための有利
な諸条件及び手続きは、投資家にとって、ロシアの魅力の重要な要素である。
地下資源利用に適用される法的なプロセスは、ロシアと外国の投資家たちの双
方にとって、依然として重要で、十分に検討されなければならない。 
 
 
3.1 地下資源利用の認可システム 
 
ロシア鉱物資源法は、過去10年間に何度も大幅に修正されてきた。旧ソ連崩壊
後、ロシアは、その社会政治制度の発展に適応するため、新たな法的システム
を考案しなければならなかった。これは、前例のないところで、様々な法的制
度を一から作成する必要があった。 
 
旧ソ連には存在しなかったこれらの法律の一つが、地下資源利用に関する国に
よる認可だった。国による認可システムは、1992 年 2 月 21 日付け、ロシア連
邦法、第 2395-1号、「地下資源について」(以下、地下資源法と略記) により、
ロシアに導入された。この法律の下で、鉱物資源は、認可という形式で、国の
決定により、利用を認められることになった。 
 
ロシア連邦を構成する諸政府、及び国の地下資源ストックを管理する連邦機関
が、認可を発効する任務を負うことになった。 
 
現在、効力を有している、地下資源利用認可の法令は、1992年 7月に、ロシア
連邦地下資源法が採択された直後に、議会を通過した。この法令は、地下資源
の様々な利用を対象として認可を発効したり取り消したりする手続きの概要を
示している。このようにして、ロシア連邦地下資源法、及び地下資源利用認可
に関する法令は、新しいロシア鉱物資源法の基礎となった。 
 
認可された地下資源利用権が、ロシアの法制度において新しい権利であるため、
地下資源に関する新法の個々の諸規定について、より精緻に議論することが必
要になった。 
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3.2 ライセンスの認可発効 
 
ロシア連邦地下資源法の第13条の最初のバージョンは、競争入札またはオーク
ションを通じて認可が発効されることを求める一般的な規定を含んでいた。こ
の条項は、また、国の認可当局に、ライセンスの認可手続きの規定を委ねた。 
 
一般的に、新しい地下資源法は、地下資源利用の権利を対象とするすべてのラ
イセンスが、鉱床のタイプ、それらの位置、及び計画されている作業のタイプ
如何にかかわらず、競争入札またはオークションを通じてのみ、発効されなけ
ればならないと規定していた。しかしながら、地下資源利用の認可に関する法
令は、ロシアにおける認可システムの導入以前 (すなわち 1992年半ば以前) に、
地下資源利用の権利を取得していた現在活動中のすべての組織に、競争なしの 
(競争入札やオークションを経ない) 原則で、ライセンスを取得する権利を認可
した。 
 
1995年に、ロシア連邦地下資源法の第 10.13条が修正され、以下の目的では、
地下資源利用ライセンスが、競争入札またはオークションを行うことなく、権
限を有する機関の決定によって認可されえることを規定した。 
 

 放射性あるいは有毒廃棄物の埋め立て 
 

 有効なライセンスの移転 
 

 幅広く分布する鉱物を有している小規模な鉱業サイトの利用、及び、鉱業
とは関係のない目的での利用 

 
 地質調査 

 
さらに、2002年にロシア連邦地下資源法が大きく改正され、以下の目的が追加
された。 
 

 個人で地質調査を行って発見された鉱床の探鉱及び採掘 
 

 一般住民に供給される飲料水、または、鉱業施設に供給される産業用水と
して用いられる地下水に関する地質調査及び採取 
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 鉱業とは無関係の地下施設の建設及び開発 
 

 原油及びガス貯蔵施設の建設・開発及び産業廃棄物、家庭廃棄物のストック 
 

 特別に保護された地質サイト 
 

 生産分与契約に基づいたケース 
  
また、ロシア連邦地下資源法は、以上のような競争がないライセンス発効を盛
り込むために第 13.1条が修正された。 
 
このように、地下資源法は、(公開入札またはオークションを通じた)競争に基
づいて、あるいは権限を付与された機関との直接交渉を通じて、ライセンスを
認可するという、二つの組み合わせの間でバランスを取る傾向があった。公開
入札もしくはオークションを行うことなく、地下資源利用ライセンスが発効さ
れる状況が、年々増え続けているという事実にもかかわらず、オークションま
たは入札は、依然として強制的な条件となっている。 
 
ライセンス認可に関する新しい連邦法が、1992年の法規に取って代わった後に
は、地下資源利用の権利を認可するメカニズムは、さらに進展することが予想
された。しかしながら、1997年に、ロシア議会によって、その最初の草案が採
択されて以来、いかなる進展もなかった。2000年 3月に、草案が、ロシア議会
の各委員会に再提出されたものの、その展望は、依然として定かではない。新
法が客観的に必要であるにもかかわらず、その通過のタイミングと確実性は、
不明なままである。 
 
ライセンス発効が自由化に向かう傾向にある一方、それとは反対の動きもある。
特に、2001年中頃の、ロシア連邦天然資源省における指導部の交代の結果、官
僚による締め付けが顕著になった。 
 
たとえば、2001 年 6月 22 日の第 475-r号政令は、鉱物資源を利用する権利を
対象とするライセンスの発効を一時中断した。これは、新たに任命された V. 
Artyukhov 天然資源省大臣によって取られた最初の措置の一つだった(2004 年
春、プーチン再選後、この大臣職は、Perm 地方前知事の Yu. Trutnev 氏に交
代）。この政令は、約 2 カ月間、効力を有し、この期間、いかなるライセンス
も発効されなかった。入札結果に基づきライセンス取得を期待していた多くの
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投資家は、この政令に反発した。 
 
もう一つの問題として、2001年 8月 24日の第 604号政令がある。これは、ラ
イセンスの認可及び移転、さらに入札とオークションに関するすべての決定に
ついて、同省に新たに設立された専門家作業グループが検討を行うとしたもの
で、この専門委員会は、地下資源を利用する権利の予備的な承認を与えること
を任務としていた。この複雑で遅延を招く認可制度は、投資家から好意的には
見られなかった。 
 
 
3.3 ライセンスの移転 
 
鉱物資源利用権の移転については、資源開発プロジェクトを実現するプロセス
において鍵となる諸要素の一つである。投資家にとっては、鉱山ビジネスに進
んで投資する前提として、鉱業ライセンスが、一定の諸条件で、投資家の系列
会社または子会社に移転できるという保障が必要である。したがって、ライセ
ンスをある当事者から別の当事者に移転できる権利は、投資家にとって、その
プロジェクト実現に向けて重要なツールとなっている。 
 
旧ロシア連邦地下資源法は、ライセンスの移転を考慮しておらず、したがって、
ライセンスを法的に移転することができなかった。その後、ロシア連邦におけ
る鉱物資源開発への投資促進のために、地下資源利用権を対象とするライセン
スの移転に関する法的諸規定が必要であることが明らかとなり、その結果、
1995 年に、ロシア連邦地下資源法の第 17.1 条が修正され、以下の状況におい
てライセンスの移転が認められるようになった。 
 

 地下資源を開発する企業の組織的、法的形態の変更 
 

 元ライセンス保有者が、新規に設立された企業の資本の少なくとも 50%を
保有している場合の合併と買収 

 
 ライセンスを保有していた会社が、その一部門を切り離して独立会社を設立
（スピンオフ）した際に、その独立会社への移転 

 
但し、第 17.1 条のいくつかの諸規定が、法的に曖昧であり、誤って解釈される
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可能性があることに注意する必要がある。 
 
しかしながら、実際には、ロシア連邦地下資源法において明記されている鉱物
資源利用権の移転が行使されることはめったになかった。これは、この当初の
バージョンには、地下資源利用者がある具体的な鉱物資源サイトの開発という
目的のため特別に系列会社を設立し、その系列会社にライセンスを移転できる
ことが盛り込まれていなかったためである。 
 
この状況を打開するために、ロシア連邦地下資源法第 17.1条の採択後すぐに、
ロシア連邦地質・地下資源利用委員会は、1995年 5月 18日に第 65号政令を発
効し、地下資源利用を対象とするライセンスの移転手続きに関する指令 (以後、
第 65号指令と略記) を承認した。第 65号指令の第 17項は、地下資源利用者企
業のサイトで、活動を継続するという特別な目的のために設立された新たな法
人の設立者として、以前の鉱物資源利用者が、この法人の正式に承認された資
本の半分以上を保有しているという条件の下で、本ライセンスは、この法人に
移転させることができるとした。 
 
しかしながら、第 65 号指令の第 17 項は、ロシア調停裁判所の実際の法廷の場
で、一度ならず問題となった。第 65 号指令の第 17 項は、ロシア連邦地下資源
法の第 17.1条の幅広い解釈を可能にし、実際、ロシア連邦地下資源法では規定
されていなかったライセンス移転に、従来にはなかった根拠を導入したと考え
ざるをえない。これは法律的に不正確で、地質委員会は明らかにその権限を逸
脱したことになる。 
 
調停裁判所は、このような論争を考慮に入れて、同委員会が、第 65号指令の第
17 項に関連してその権限を踏み越え、法律の拡大解釈を敢えてしてしまったと
結論づけた。 
また、訴訟番号 1-37-90/97-7に関する 1997年 2月 12日のMagadan地方調停
裁判所の判決は、第65号指令が、効力を有する法律とロシア連邦地質・地下資
源利用委員会との間に矛盾を生じさせていると述べている。この指令を発効さ
せることによって、同委員会は、1994 年 8 月 12 日付けの委員会憲章の下で認
可された権限を超えて行動した。この決定により、地方調停裁判所は、ロシア
連邦地下資源法のみ有効であることを提案した。 
 
その後、1999年 4月に、第 65号政令の第 17項は、ロシア連邦地下資源法と明
らかに相容れないため、無効にされた。 
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1995年以降、ロシアでは、第 65号指令の第 17項に基づいて、数多くのライセ
ンスが移転された。しかしながら、これらライセンスは、第17項の法的な有効
性が疑わしいため、論争に付されるてもおかしくはなかった。2000年 1月にな
って初めて、ロシア連邦地下資源法の第 17.1条が修正され、第 65号指令第 17
項において規定されていたものと似た規定が付された。 
 
その後、ロシア連邦地下資源法の第 17.1 条は、数回 (一番最近は、2001 年 5
月) 修正され、現在のところ、地下資源利用の権利を対象としたライセンスの
移転の諸根拠は、以下のようになっている。 
 

 組織的・法的形態の変更・変化による法人としての地下資源利用者の再組
織化。 

 
 他の法人との合併または買収による法人としての地下資源利用者の再組織
化。 

 
 ロシア連邦の法規に従った他の法人による買収を理由とする法人としての
地下資源利用者の活動の停止。ただし、この、他の法人が、地下資源利用
者に対する必要条件を満たし、有資格の専門家を有し、作業の安全を確実
にするための財政的、技術的に必要とされる手段を有しているという条件
の下で。 

 
 以前の地下資源利用者に認可された地下資源サイトの利用を対象とするラ
イセンスに従って、以前の利用者のサイトで、新規に設立された企業が、
活動を継続する意志がある場合、新たな企業が、法人としての地下資源利
用者からスピンオフすることによる法人としての地下資源利用者の再組織
化。 

 
 法人である地下資源利用者は、サイトの利用を対象とするライセンスに従
って、認可された地下資源サイトで活動を継続するために設立された新規
法人の設立者として行動する。ただし、この新規の法人は、ロシア連邦の
法規に従って設立され、ライセンス・サイトの境界内での諸施設に関連す
る諸活動を含め、ライセンスにおいて明記された諸活動を実施するのに必
要な資産が与えられているという条件が必要であり、また、地下資源利用
に関連した諸タイプの活動を実行するために必要な許可 (ライセンス) があ
り、新規の法人の、正規に承認された資本において、以前の法人である地
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下資源利用者の持分が、地下資源サイト利用権の移転日の時点で、新規の
法人の正規に承認された資本の 50%をくだらないという条件も必要であ
る。 

 
 連邦法「債務超過 (破産) について」によって規定されている手続きに従っ
た、事業主活動に従事している存在による破産した企業の資産 (資産複合
体) の買収。ただし、当資産の買収者が、ロシア連邦の法規に従って設立
された法人であり、地下資源利用者を対象とする、ロシア連邦の地下資源
利用法によって規定された要件に合致しているという条件が必要である。 

 
 地下資源サイトが、生産分与契約の下で利用されている場合、ライセンス
は、連邦法「生産分与契約について」に従って移転される。 

 
かくして、以下のような結論が導かれる。すなわち、鉱物資源と地下資源利用
に関するロシア法の進展における傾向の一つは、鉱物資源利用権の移転のため
に必要十分な根拠の数が着実に増え続けているということである。 
 
第 17.1条の現行バージョンの重要性が徐々に増していることを過小評価すべき
ではない。ライセンスを第三者に移転する権利を鉱物資源利用者に与えること
は、明らかに地下資源利用の国による規制の自由化に向けた重要な一歩である。
同時に、本法律の一部の諸規定が法律上のテクニックに欠けており、さらに改
善させる必要があることも指摘せざるをえない。 
 
 
3.4 鉱物資源利用を対象とする税制度 
 
鉱物資源利用を対象とする税制度は、鉱物資源利用手続きのもう一つの重要な
要素である。 
 
2001年 8月 8日に、連邦法第 126-FZ号が署名された。これは、ロシア連邦租
税法の第26章鉱物鉱業税を補完し、ロシア連邦地下資源法の地下資源利用を対
象とする第 V部税制度に新たな文章を追加した。本法は 2002 年 1 月 1 日に、
効力を発した。 
 
同法の制定後、鉱物資源利用を対象とする税制度は、より効率的になった。新
法の主要なコンセプトは以下のとおりである。すなわち、地下資源利用者に課
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せられる税の支払いは、租税法によって規制されるが、その他の税以外の支払
い及び手数料は、ロシア連邦地下資源法によって規制されている。 
 
3.4.1. 鉱物資源採掘税 
鉱物資源採掘税は、ロシアの財政制度における新たな連邦税で、鉱物資源を採
掘する団体等と個人企業家が納税者になり、採掘される鉱物資源が課税対象と
なる。 
 
採掘された鉱物の価値は、原則として、その鉱物に関する納税者による現行の
販売価格で決定される。この価格からは、付加価値税を除外し、物品税、輸送
コストを引き、関税及び手数料の支払い、船荷、荷揚げ、充填、荷下ろし、荷
積み、及び再度の荷積みに関する強制保険、港湾使用料の支払い、及び回送サ
ービスに関する支出を含む。 
 
税のレートは、採掘される鉱物のタイプによって、0 から 16.5%までの範囲で
変動する。以下は、鉱物の個々のタイプにかかる税のレートである。単位％。 
 
石油ガス   0.0 
泥炭    4.0 
石炭    4.0 
鉄鉱石      4.8 
放射性金属   5.5 
貴金属 (金を除く)  6.5 
金    6.0 
天然ダイヤモンド  8.0 
ミネラル地下水   7.5 
レアメタル   8.0 
非鉄金属   8.0 
天然ガス            16.5 
原油         16.5 
 
3.4.2 鉱物資源の利用を対象とした支払い・手数料 
ロシア連邦地下資源法第39条の新しいバージョンは、鉱物資源利用を対象とす
る支払いに関して以下のような制度を規定している。 
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 ライセンスに明記されている地下資源の利用を対象とする一度限りの支払
い (以後、一回払いと略記) 

 
 鉱物資源の利用を対象とする定期的な支払い 

 
 鉱物資源に関する地質情報への支払い 

 
 入札 (オークション) への参加料 

 
 ライセンス料 

 
１）一回払い 
一回払いは、ライセンスに明記されている調査が始まる際に、地下資源利用者
によって支払われるべきものである。一回払いの最低 (当初の) レートは、鉱
山会社の、想定されている平均年間生産能力から見積もられた鉱業税額の 10%
を最低価格と規定されている。実際には、入札またはオークションの結果を元
にして決定される。 
 
２）入札 (オークション) への手数料、及びライセンス料 
申請を登録する諸条件の一つは、入札 (オークション) への参加料の支払いで
ある。手数料の額は、入札 (オークション) の準備、開催コスト、及び、招待
された専門家への支払いによって決められる。 
 
ライセンス料は、地下資源利用を対象とするライセンスが発効される際に、支
払われる。 
 
3）鉱物資源利用を対象とする定期払い 
ロシア連邦地下資源法の第 43条の下では、当該鉱区における地質調査、鉱床探
査、評価、試掘等の作業に対して定期払いが課せられる、 
 
この地下資源利用を対象とする定期払いの金額は、鉱区面積、鉱物のタイプ、
作業の期間、当該区域の探査ステージ等に応じて確定される。 
 
定期払いのレートは、地下資源サイトの 1 平方キロメートル単位で決められる。
ロシア連邦政府は、地下資源利用を対象とする定期的な支払いの最低及び最高
のレートを設定している。連邦を構成するそれぞれの地方にある国の執行当局
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は、天然資源省の地域機関による各サイトの紹介後、ロシア連邦政府によって
規定された限度内で、それぞれのサイトを対象とする定期払いの具体的なレー
トを設定する権限が付与されている。 
 
ロシア連邦政府は、地下資源利用を対象とする定期的支払いを課し、利用者に
地質学的情報を提供する手続きと諸条件を制定しなければならない。 
 
 
3.5 ライセンスの取消 
 
地下資源利用権の終了のための法的手続きの存在、すなわち、官僚主義的な変
更に対する投資家への法的な保護は、ロシアにおける地下資源プロジェクトへ
の投資促進に必要な諸条件の一つである。最近、天然資源省は、ライセンスに
明記された地下資源利用の諸条項及び諸条件に違反すると考える利用者に対し、
地下資源利用ライセンスの摘発と取消に関連する作業を強化した。 
 
ロシア連邦地下資源法の第20条によれば、ライセンスの本質的な諸条件の侵害
は、その取消のための根拠の一つとなる。 
 
あいにく、同法は、どのようなライセンスの諸条件が本質的で、どのような違
反が、その取消の根拠となりえるのかについて、直接的に言及していない。こ
のことから、理論的に、何らかのライセンス条件へのいかなる違反も、たとえ、
それが比較的軽度のものであったとしても、ライセンス取消の根拠となってし
まう可能性がある。 
 
ライセンスの取消に対する天然資源省の一般的なアプローチは、最近行われた
Vitaly Artyukhov大臣のインタビューで理解できる。大臣は、まず何よりも、
環境上、税制上の条件を満たさなければ、ライセンスが取り消されるだろうと
述べた。しかしながら、この言明は、問題を明らかにはしていない。ロシア連
邦地下資源法は、ライセンスにどのように違反することで、その取消に至るの
かということを、明確に定義すべきである。 
 
地下資源利用に関するロシア法の個々の諸規定に関する上記の分析により、地
下資源利用から生じる諸関係の法的規制が、過去10年間に、重大な変更を被っ
てきたということを投資家は結論づけた。現行の地下資源利用法に導入された
すべての変更は、原則として、法律内で地下資源の利用を自由化し、利用者に
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より多くの自由を認めることを目的としている。 
 
しかし、注意すべきことは、地下資源利用法の進展が、この国の(政治的)リー
ダーシップと、密接に関わっており、往々にして、それぞれが独自の目的を追
求している様々な政治勢力の間での取引材料となるということである。 
 
地下資源利用が投資家にとって、より魅力的になるように、法律が改善しつつ
あることは好ましいことであり、これが、より迅速かつ効率的に達成されるこ
とが期待されている。 
 
 
3.6. 生産分与契約 (PSA) 
 
生産分与契約 (PSA：Production Sharing Agreement) は、ロシアへの投資阻
害要因となっている税、ライセンス等の諸問題を克服する有効な手段であると
言われている。 
 
PSA 制度は、名目上の事業実施主体者であるロシア政府（国営企業）のコント
ラクターとして外国資源会社が探鉱、開発作業を行うというスキームで、外国
企業は、報酬として生産物をロシア側と分け合う。PSA においては、外国企業
の取り分は、コスト（探鉱コスト、開発コスト、操業コスト等）回収分の生産
物とコスト回収後の利益分の生産物があり、利益の割合は、国との交渉によっ
て決まる。 
 
所得税は、投資家 (地下資源利用者) に移転される所得の持分に対し、法律に
よって規定されたレートで課税される。理想的なモデルの下では、使用料と所
得税のみが徴収され、輸出税及び協定の実施のために輸入される鉱業用設備と、
その他の設備への輸入税のような他のいかなる税も徴収されない。 
 
ロシアでは、現在、PSA 制度のもとで稼働しているのは、三つの石油プロジェ
クトのみである（Nenets Autonomous Okrug における Sakhalin-1、
Sakhalin-2、及び Kharyaga）。この中でも、Sakhalin-2 は、最も成功してお
り、コスト効率が良いと言われており、3 年間でおよそ 600 万トンの原油が生
産され、この期間に原油価格が高水準であったため、約10億ドルが回収された。
このプロジェクトの当事者によって提供された資料によると、投資支出は約 20
億ドルで、つまり、本プロジェクトは、既に、支出の半分を回収したことにな
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り、将来的に、収益性はさらに高まることが期待されている。 
 
石油会社は、既に、PSA の利点を評価している。近い将来、ロシアの確定埋蔵
量の約 30%が、生産分与契約によって、開発されることが予想されている。
PSAベースで開発される埋蔵量を、法律で 30%に制限していることは、注目に
値する。すでに埋蔵量の 27-28%が、PSA 制度の下で地下資源利用者に移転さ
れており、PSA に選ばれた原油埋蔵量は、実質的に限度ぎりぎりまできてい
る。 
 
一方、鉱物資源の開発に関しては、PSAベースでの事業はまだ始まっていない。 
 
連邦法「生産分与契約について」 (以後 PSA 法と略記) に昨年導入された修正
により、生産分与スキームが簡素化された。「直接生産分与」と呼ばれるこの
モデルにおいて、生産物は、三つの部分に分けられる。つまり、投資家は、単
一賃金総額税のみを支払い、その他には、何も支払わない。生産物は、投資家
の持分と国の持分に分けられる。こうして、コスト回収分の生産物と利益分の
生産物という考え方は除外される。共有の割合は、国と投資家との間での交渉
によって決まる。政府は、鉱物資源のサイトが位置している地域の共和国によ
って代表されるロシア連邦と地下資源利用者が協定の当事者である。国と投資
家との間でのこの民法上の契約は、非常に単純なスキームである。それは、い
かなる税の支払いも求めておらず、それが、現在、論争の的になっている。 
 
PSAは、外国の複数の石油会社によって、ロシアに導入された。同時に、1990
年代初頭に、ロシア市場に入り込んだ西欧の鉱山会社は、PSA 制度には不慣れ
だった。しかしながら、何らかのリスクを受け入れる用意のある中小企業は、
鉱物採掘にPSA制度を導入する試みを既に行っており、PSA対象リストに、い
くつかの鉱物資源サイトを含めるためのロビー活動を盛んに行っている。 
 
連邦法によって、PSA ベースの利用権が認可される可能性がある鉱物資源サイ
トのリストに、含められている鉱床は 5 つある。それらは、金鉱床が中心であ
り、金の埋蔵量が合計で約 1000トンになるKuronakskoye鉱床、Taseyevskoye
鉱床、Maiskoye 鉱床と Nezhdaninskoye 鉱床及び Belgorod 地方にある
Yakovlevskoye鉄鉱石鉱床である。 
 
しかしながら、これらのサイトを利用するために調印された契約は、これまで
のところ、一つもない。Kuronakskoye 鉱床は、一般ライセンス制度の下、調
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査を継続している。Taseyevskoye 鉱床は休止状態であり、Maiskoye 鉱床では、
計画段階にあり、Nezhdaninskkoye鉱床では、ごく少量の金が採掘されている。
地下資源利用者は存在し、ライセンス保有者もいる。ライセンスを取り消した
り、鉱床を新しい入札やオークションにかけることなく、一般ライセンス制度
から PSAに切り換える機会を、法律は規定している。言い換えれば、地下資源
利用者の諸権利は、いかなるリスクも負わない。それにもかかわらず、PSA に
移転する企業は、なかなかいない。この事実を説明するのには、様々な理由が
ある。つまり、1998 年から 1999 年にかけて金価格が低迷していたことや、投
資家の動きが鈍かったことなどである。 
 
PSA 制度の下での諸鉱床の開発は、将来有望であると言える。自分たちの鉱山
を開発する意志のある諸企業、すなわち、いわゆる、採掘と製錬が垂直に統合
された企業にとって、それは、特に関心を引くものとなる。たとえば、ウラル
を拠点にした採掘・製錬会社であるUralelektromedは、Udokan鉱床の開発に
関心を示している。ある試算によると、Udokan のような遠隔地に胚胎してい
る巨大鉱床の開発は、現行の税制度の下では収益性が上がらない可能性がある
一方で、PSA制度の下では、極めてコスト効率が良いことが示されている。 
 
PSA 制度は、どんなタイプの生産物が共有できるかを明記していない。どんな
ものでも、つまり、金属であれ、ケーブルであれ、何らかの最終製品が共有で
きるとしており、いかなる制限も課していない。最適条件、すなわち、最も流
動性が高く、現金に換えやすい生産物を選ぶことができる。製品それ自体だけ
でなく、その販売により受け取られる現金も共有できる。 
 
鉱物資源サイトを PSA対象鉱床リストに載せる手続きの要点は、以下のとおり
である。戦略的鉱物資源は、連邦法の制定によりこのリストに含まれる。この
リストには、50トン以下の埋蔵量の金鉱床は含まれていない(ロシアには、この
タイプの鉱床が数多くある)。これらのタイプの鉱床が PSA 対象リストに載る
には、ロシア連邦政府の決定か、当該共和国の決定のどちらかが必要となる。
さらに、鉄鉱石や石炭のような非戦略的鉱物についてもリストに入っておらず、
リスト化には、連邦政府と共和国の決定が必要となる。 
 
実際には、このプロセスは困難を伴うことが多い。たとえば、Leningradskoye
石油頁岩鉱床を PSA制度に移転させる試みがあった。このアイデアは、石油頁
岩の製錬の結果生産されるガスか、その販売によって得られる現金の、どちら
かを、国の選択によって共有するというものだった。1 年ほど前に、解決策の



- 20 - 

草案が提出されたものの、この問題は進展しなかった。理論的には、官僚の抵
抗にうち勝つことに成功すれば、いかなる鉱山も、PSA の諸条項の下での開発
に切り換え可能である。現在、PSA を担当している経済開発貿易省は、特別に
PSA 部局を設立したほどである。しかしながら、ほとんど進展は見られていな
い。 
 
PSA制度とライセンス制度との間での法的な違いは何なのか。PSA制度の下で
の協定は、協定の当事者たちの同意、または裁判所の決定によってのみ取り消
される。利用者は、ライセンス制度においてそうだったように、行政の決定に
よって、鉱物資源利用の権利を奪われることはない。これが、行政側が PSAに
対して、用心深くなっている理由の一つであると見られる。 
 
PSA 制度は、本質的に、鉱業権の特別なケースであり、国の資産すなわち地下
資源の利用に関する民法上の契約である。晩年のソ連最高議会からロシア議会
に相続された鉱業権に関する法律は、1996年に最初のバージョンが通過したに
もかかわらず、約10年間、ロシア議会において棚上げにされてきている。本法
の採択は、政府によって阻止されている。 
 
 
3.7 ライセンス制度と PSA制度との比較 
 
地下資源利用プロジェクトは、原則として長期にわたるために、外部からの融
資も含めて、大規模な投資を必要とする。ここから得られる一般的な結論は、
地下資源利用制度が、外国人投資家たちに魅力的であるためには、以下の法律
上の要素が必要である。 
 

 安定性：投資家の活動に関する規則と規制は、プロジェクトが実施されて
いる最中に変更されるべきではない。 

 
 透明性：投資家たちの活動に関する規則と規制は、わかりやすくかつ簡潔
であるべきである。 

 
 規則と規制は、拘束力がある。採択された規則と規制は、守られるべきで
あり、紛争は効率的に解決されるべきである。 

 
 投資家の保護が適切に行われるべきである。 
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前述したように、ロシアには地下資源利用のエリアにおいて、諸権利を認可、
行使するために、ライセンス制度と PSA制度という二つの異なった手続きがあ
る。 
 
ライセンス制度：これにより権限を付与された政府の諸機関は、地下資源利用
のための特別な免許またはライセンスを発効する (この制度は、ロシア連邦法
「地下資源について」及び関連するライセンス法規によって、全面的に規制さ
れている)。 
 
PSA制度：これにより、政府と投資家たちは、(ロシア連邦法「生産分与契約に
ついて」の下で規制された) 生産分与契約 (PSA) を結ぶ。しかしながら、この
制度の基盤となる法律は、今のところ施行されていない (PSA 法が効力を有す
る以前に、実際に PSAが結ばれていた)。  
 
3.7.1. ライセンス制度の問題点 
二つの制度のうち、ライセンス制度が、より広く実施されている。ライセンス
制度は、投資家にとって、(特に大規模なプロジェクトに関して) 魅力が薄いと
言える。なぜならば、それは、行政の監視を伴い、政府の諸機関と投資家を不
平等に扱う可能性があるからである。一般に、投資家たちは、ライセンス制度
の以下の落とし穴に懸念している。 
 

 安定性または透明性の欠如。適用される法律の下で、国は、その独自の判
断で、地下資源利用者の諸権利を取り消すことができる。たとえば、地下
資源利用の物質的な諸条項と諸条件が満たされていないという根拠に基づ
いて、諸権利が取り消されることがある。しかしながら、このような諸条
項と諸条件は、法規においては定義されておらず、国によって、都合のい
いように解釈されている。 

 
 「安定性条項」の欠如(PSAには含まれている)、つまり、法律の不利な修正
に対し投資家への保護が得られない。 

 
 ライセンス、入札、地下資源利用への第三者の関与、地下資源の執行及び
地下資源利用者としてのパートナーシップの身分、等に関する諸手続きと
諸規定が、曖昧である。 
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 諸権利と諸ライセンスの移転に関する全般的な禁止。ライセンスは、ごく
限られた数のケース (再組織化または子会社への譲渡) でのみ移転すること
ができ、国の承認が必要である。ライセンスの下での諸権利は、保証され
ないことがある。 

 
 ライセンスまたは協定の認可に関する国際的な調停における紛争の解決へ
の権利が規定されていない。 

 
3.7.2. PSA制度の評価 
一方、現状では、PSA 制度は、特により大規模プロジェクトの場合、外国人投
資家たちにとって魅力的である。PSA の長所の主なものは、以下のとおりであ
る。 
 

 政府と投資家たちとの関係が、民法を基準として決められる。(ライセンス
は、単なる形式的手続きである。) 

 
 「安定性条項」-- 不利な法律上の変更に対する投資家の保護 

 
 安定的な課税 

 
 ライセンス制度と違って、PSA を終了させるための政府の権利が制限され
ている 

 
 政府の承認によって、PSAの下での投資家の諸権利を移転が可能 

 
 国際商業調停に紛争を委ねることが可能 

 
同時に、PSA制度に関連して、下記のようないくつかの不利な点もある。  
 

 特に、投資家によるコストの回収、課税など、数多くの規定に関する不適
切な規制  

 
 PSA の下で開発されることになる地下資源の承認のための過剰で複雑な 

(法律上の) 手続き。いくつかのケースでは、PSA 自体が、別の法律による
承認に従うことになる (たとえば、大陸棚鉱床を扱う PSA) 
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一般に、ロシアにおける地下資源プロジェクトに対し、外国人投資家の関心が
著しく高まっていることに注目すべきである。これは、ロシアにおける経済的、
政治的安定性が改善された結果によるものと見られる。数年前に、外国人投資
家は、PSA 制度の下であれば、ロシアにおける資源プロジェクトに喜んで関わ
ると宣言していた。昨今、外国人投資家は、ライセンス制度の下での資源プロ
ジェクトにも、関心があるように思われる。 
 
地下資源利用制度の改定の可能性に関して、現在、議論が進行中である。ライ
センス制度を、鉱業権法の下での鉱業権協定に差し替える提案、または、ライ
センス制度を、地下資源法に基づいて体系化する提案がある。投資家は、法律
の安定性と予測可能性を期待している。したがって、地下資源の法的取扱いを
変更するいかなる提案もその角度から評価されるべきである。 
 
それぞれの規制の修正により、既存の制度の不都合な点を修正することができ
る。既存のライセンス制度及び PSA制度を改善し、新しいスキームと機会によ
り、これらを補完することを目的とした修正方法が採択されることが現実的で
あるように思われる。これを達成する一つの手段は、既存の法律を体系化し、
改善することであり、これは、地下資源法の草案、及び租税法の PSA制度の章
で試みられてきている。 
 
 
3.8. 最近の地下資源法修正の動き 
 
2004 年 8 月 31 日、長い間待ち望まれていた地下資源法 (連邦法「鉱物資源に
ついて」) の修正法が、プーチン大統領の署名後、Rossiiskaya Gazeta に公式
に発表され、現在、効力を発している。(地下資源利用の支払いに関する修正の
みが—以下のセクション 3.8.2 を参照—2005 年 1 月 1 日に、施行日を延長。) 
この修正法は、伝統的な連邦政府と地方政府による二重の共同管理体制を排し、
新たな連邦政府のみによる一元管理体制を導入するものである(また、その他に、
二、三の変更もある)。  
 
3.8.1. 基本原則 
これらの修正は、独立して制定された訳ではない。これらの修正全体は、天然
資源利用と環境保護の諸分野において、権力を地方から連邦政府に移行させ、
他のいくつかの (特に社会保障を含めた) 経済的な／予算上の案件に関して、
政府レベルの中で権力を分割させる効果を有する。 
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地下資源利用法 (連邦法「鉱物資源について」) の修正ポイントは、地方政府の
権限を弱めることによって、実質的に、連邦政府の手に、権力が排他的に存在
することになったということである。これは、以下で説明するように、地下資
源法第 10.1条 (地下資源取得のための諸根拠)、第 13.1条(入札とオークション)、
及び第 41-43条 (税制) における変更に、最も顕著に反映されている。 
 
なお、投資家の間では、この地下資源法修正に対して、「前向きであるが、注
意深く見守る必要がある」ものとして評価されている。 
 
しかしながら、これらの修正は、憲法上の問題に直面する可能性がある。長い
間採用されてきた連邦政府と地方政府による「二重」体制は、常に、ロシア連
邦憲法第 72.1条（「ロシア連邦と、ロシア連邦支配下の諸共和国の、共同の権
限下にあるのは、土地、地下資源、水、及び、その他の天然資源の所有、利用
と処分の諸案件である。」）によって保証されているものとして考えられてき
た。 
 
連邦政府当局は、この共同権限に関する原則が、連邦政府のみによって侵害さ
れるものではなく、憲法上の原則が、現在、新たな調整された方法で実施され
ることになるのだ、と主張している。この点に関して、地下資源法第 1.1条は現
在、次のようになっている：「地下資源利用の諸関係の国による規制の分野に
おける［連邦当局と地方当局］との間での管轄と権限の分割は、ロシア連邦憲
法と、それに従って制定された連邦法の下で実施される。」 言い換えれば、
新しく修正された地下資源法それ自体は、憲法との矛盾はないというのが、現
在、及び将来にわたる基本的な立場である。 
 



- 25 - 

3.8.2 新たな連邦政府管理体制 
二重管理体制から連邦への権限シフトが原則となっている地下資源法の変更点
は実際は比較的少ない。その主要なものは、以下のとおりである。 
 
１）地下資源ライセンスを取得するための根拠 (第 10.1条) 
これが、変更点の大きなポイントで、以下のように規定されている。 

 
 管轄地域内の (つまり地方政府の領土内の) 鉱床に関して、ライセンス交付
は、もはや、共同の決定／署名によってはなされず、(i)開発と生産を組み
合わせたライセンスについては、入札／オークション委員会 (これは、改
定された第 13.1 条によって設立されるロシア天然資源省によって運営され、
地方政府の代表は、この委員会の中に、「形だけの参加」をする)の決定に
よって、(ii)探鉱ライセンス、または、鉱床発見の際の、既存の探鉱ライセ
ンスから生産ライセンスへの切り替えについては、これもまた、地域の代
表が「参加する」だけの、ロシア天然資源省により設立され、運営される委
員会の決定による。 

 
 海上(島の水路、領海、及び大陸棚上に位置する) 鉱床におけるライセンス
交付制度は、基本的に、以前と変わらない形で残る。(i)開発と生産が組み
合わされたライセンスについては、オークションまたは入札 (実際は、そ
の運営はロシア天然資源省に委託される) に続くロシア連邦政府の決定に
よる。(ii)商業的な鉱床発見の際の既存の探鉱ライセンスから生産ライセン
スへの切換えについては、連邦政府(これもまた、実際は、通常、ロシア天
然資源省により運営される) の決定による。(iii) 探鉱ライセンスについては、
ロシア天然資源省の決定による (もはや、以前のように、地方政府の諸機
関との間で「合意」されることすらない)。 

 
 広範に分布する非金属鉱床 (砂、小石、粘土、等) のライセンス交付に関し
ては、地方政府機関の決定による。これが、地方政府に残されている唯一
の権限である。 

 
２）入札／オークションの役割 (第 13.1条) 
新しい連邦政府のみによる管理制度に関連した唯一の現実的な変更は、上述

したように、ライセンス交付に関して、地方政府を、共同の政策決定当局とし
てではなく、入札／オークション委員会に単に「参加する」ことによる格下げ
である。オークション／入札の規則の諸点に関しては、セクション 3.8.3を参照。 
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３）税金等の配分 (第 41-43条) 
 上記に要約した変更と両立する形で、初期段階での地下資源利用に必要と
される費用は、以前は、連邦と地方で分けられていたが、今後は、連邦予
算向けに変更される。これには、地質情報に関する支払い (第 41 条) 、及
び、入札／オークション料とライセンス料 (第 42条) が関係する。 

 
 「地下資源利用に関する定期払い」 (探鉱／試掘／評価の各段階を対象とす
る支払い) は、今後は、それぞれの現場において、ロシア天然資源省とそ
の支所によって設定される(第 43条)。 

 
 地下資源利用者への課税の配分については、特段変更点はない。これは、特
別税(地下資源法第40条 — 依然として、毎年、ロシア連邦予算法に従って
連邦／地方で配分される。2004年には、一般的に連邦政府が 90%、地方政
府が 10%の割合。しかし、Sakhalin1 と Sakhalin2 の場合は例外で、連邦
政府が 40%、地方政府が 60%)、鉱物生産税 (予算法第 48条— 石油につい
ては、連邦政府 85.6%、地方政府 14.4%、または、適切な場合、連邦政府
81.6%、地方政府 13.4%、大きめな構成主体が 5%、ガスについては、すべ
て連邦政府)、炭化水素への輸出関税 (予算法第 50 条—すべて連邦政府)、
また所得税 (租税法第 284条 — 連邦政府 5%、地方政府 17%、市町村 2%)
である。 

 
４）地方政府の権限 
地方政府が有していた地下資源に関連する数少ない権限の一つである第 5.6

条は、削除された。この条項は、人口密集地区、工業地区、輸送または通信地
区内、または、その近くにおいて、「鉱山開発が、住民の生命、または健康に
脅威を与え、または、経済的利害もしくは環境に害を与える可能性がある場
合」、地下資源利用に制限を導入する権限を与えていた。この変更は、その他
の環境関連の権限の地方政府／市町村から連邦政府へのシフトと整合してい
る。 
 
５）いくつかの補完的な変更 
上記を補完するために修正された様々の規定がある。これらには、それぞれ

連邦／地方の権限を扱った第 3 条、第 4 条の補正、以前の第 13 条全体の削除 
(地下資源ライセンス発効の責任に関して —第 11条を含め、他の諸規定によっ
て十分明確に扱われていると考えられたようである)、第 16条 (「ライセンス交
付の組織的な簡素化」に関して)、第 17条 (現場の区画の規模や数を設定するの
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に、地方政府は、もはや、いかなる役割も有しない)、第 29 条 (国の専門家に
よる埋蔵量の強制的な検査に関して明確にされた政府の権限とそれに関連する
諸規則)、及び第 36 条 (国の管理について — 地方の諸政府との合意により、
その各地方支所を設立し (また、おそらく運営する) 義務を有する連邦政府機
関 (ロシア天然資源省) への言及の削除) 
 
3.8.3. その他の修正点 
１）オークションのタイミング、優先順位、制限 
公示の公表と、オークションの開催との期間を45日間に短縮するよう第13.1

条が改定された (以前は、小規模な鉱区が 3カ月、大規模な鉱区が 6カ月)、ま
た、入札については 3カ月。 
 
このリードタイムの短縮は、特に、オークションが関係している場合、ほとん
どの外国の石油会社に、新たな重荷になる可能性が高い。また、以下の点も、
考察される必要がある。 
 

 上述したように、陸上と海上の、両方の鉱区に関する探鉱及び生産ライセ
ンスの発効は、オークションまたは入札のどちらかに基づかなければなら
ない (商業的な鉱床発見の際の、探鉱ライセンスから生産ライセンスへの
切換えに基づく場合を除く)。 

 
 修正された地下資源法及びライセンス交付に関する法規が、それぞれの特
定の鉱区に関して、当局がオークションまたは入札のどちらを選ぶかにつ
いては「中立的」である一方、(i) ロシア天然資源省の勧告 (第 2.3条) は、
既に、オークションが、「優先順位を付けられた」形態のコンテストである
べき、と述べており、いかなるオークションの選択が合理的かという根拠
に基づいたある種の排他的な基準 (「国の安全保障」を含む) を示唆してい
る、また (ii) さらに重要なことに、Trutnev 天然資源省大臣は、今後、ほ
とんどすべてのケースで、オークションによって動くというロシア天然資
源省の意志を、極めて明確にしてきた。(実際、大臣は、一部の地方政府が
入札の開催 — 大臣の見方では汚職をもたらしやすい — をしきりに主張
していることを、連邦政府のみによる管理体制へのシフトのための主要な
理由の一つとして、引き合いに出した。) 

 
 こうして、ロシア連邦政府及びロシア天然資源省に、ライセンス交付及び、
それに関連した競争に関する唯一の権限を与える地下資源法の修正法が制
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定された今、Barents Sea、Sakhalin 3、Sukhoi Log、Udokan、及び
Timan-Pechora のような炭化水素、及び金属鉱物の鉱区に関する入札のた
めの公示が、比較的近い将来に行われるもとと期待される。 

 
 また、既に、現行法の下にあるこのようなオークション (または入札) は、
「公開」(つまり、すべての関心を有する企業が参加できる) あるいは「非公
開」(特定の企業または、特定のカテゴリーの企業のみが参加を許される) の
どちらかであるということに注意しておく必要がある。さらに、ロシア企
業のみを対象とする非公開の入札／オークションもある。(ライセンス交付
法第 10.5 条、ロシア天然資源省勧告第 3.6 条参照) ここでもまた、
Trutnev 大臣は、ロシア天然資源省が、非公開のオークション／入札に関
するこの決定権を行使できるという意向を、公の場で言明した。また、こ
れらの方向に沿った地下資源法の再度の修正は、大いにありえる。 

 
２）ライセンス期間の延長 (第 10条) 
改善点は以下のとおりである。 (i) 期間は、試掘、評価または開発を完了す

るための利用者／ライセンス保有者の申請により「延長される」(以前は、「延
長できる」と言われていた)、また、(ii) このような延長は、「ライセンス条項
の違反がないという条件の下で」行われる (以前の、より曖昧な「同意されたラ
イセンス使用条項に従うという条件で」に比べて、僅かに改善)。これらの修正
は、外国人投資家によって、しばしば表明されている懸念の一つに答えてい
る。 
 
３）ライセンスの切換え (第 10.1条)のための諸条件 
鉱床発見の際の探鉱ライセンスから生産ライセンスへの切換えに関しては、

(i) 「自己資金」の支出による探鉱に「借入資金」が含まれ、また、(ii) 利用者
は、まず最初に、国による探鉱／評価に関する支出を (ロシア連邦政府によっ
て規定されることになる諸規則によって) 返済しなければならない、という点
が明らかにされている。これらは、昔から意図されていたことを、ただ新たに、
公然と表明したものであるように思われる。この切換えについては、依然とし
て、陸上の鉱区についてはロシア天然資源省、海上の鉱区については政府の承
認がなければならず、従って、決定権行使の余地が、依然として残っていると
言わざるを得ない。 
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４）ライセンス義務への違反 
ロシア天然資源省は、地下資源利用ライセンスの諸条項の遵守の案件に関す

る委員会が、数多くの主要な鉱区のライセンス保有者  (Kovykta、及び
Verkhnechensky、Shtokman、Shapshisky、及び North Astrakhan を含む) 
によるライセンス条項の遵守を監査しているということを発表した。これによ
り、様々な警告やライセンスの停止が行われることになり、以前に規定されて
いた諸義務が満たされていること、及び、新規の諸義務が、現在、はっきりと
守られている場合のみに、ライセンス協定の修正／延長が承認されることにな
る。過去に、似たようなロシア天然資源省による「遵守キャンペーン」が数多
くあったが、長続きしなかった。しかし、今回は、長期にわたって実施される
本格的なものになるのは間違いないものと見られる。 
 
５）さらなる地下資源法修正、PSA制度復活の可能性 
最新の地下資源法修正により、ロシア天然資源省は、いくつかの大規模資源

鉱区について、新しい入札を準備していると言われている。と同時に、ロシア
天然資源省では、長い間、提唱され、待たれてきた地下資源法の全体的な改定
作業が鋭意進められているという。この関連でさらに、 
 

 一部の情報によると、このロシア天然資源省草案は、鉱業権の導入、PSA
の復活、また、大規模鉱床の開発のベースとして、その他にも、特別な民
法上の措置を認めており、さらに、オークション／入札の要件の例外とし
て、直接交渉を許容している。 

 
 探鉱及び生産の現実的な開発形式として PSA 制度を復活させようとするア
イデアが、連邦エネルギー機関 (FEA) によって、最近、浮上してきた。少
なくとも、石油価格が大幅に下がるまでは、PSA 制度が再びロシア政府当
局 及びほとんどのロシアの大規模鉱山会社にとって魅力的にはならないだ
ろうというのが、過去 1 年にわたって、衆目の一致した見方だった。しか
し、累進的な原油輸出関税がかけられるため、ロシアの大規模鉱山会社は、
思ったほどの利益を上げられていない、と FEAの高官は指摘している。従
って、これらの会社は、新規の大規模鉱床 (極北、東部シベリア等) に、大
量の資金をそそぎ込む十分なモチベーションは今のところなく、おそらく、
PSA制度の復活が、インセンティブになるものと見られる。 
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７）埋蔵量評価 — 国際的な基準への移行 
埋蔵量評価に関して、ロシアの石油ガス会社が、ロシア独自の伝統的な基準

から国際的な基準への切り換えようという動きに対して、ロシア天然資源省が、
支援しているということも、最近報告されている。国際的な基準は、基本的に、
米国の SEC基準及び Society of Petroleum Engineers (「SPE」) 基準である。
そこで述べられている理由は、今日の世界における、全般的な投資／開発目的
のために、ロシアの諸企業が、実際に、経済的に採取可能な埋蔵量のレベルに
関して、より透明性を高める必要性があるということである。ロシアのシステ
ムは、「経済的」側面を十分考慮に入れていないので、国際基準における多く
のロシア企業の採取可能な埋蔵量は、ロシア基準の約 70%にまで減少するだろ
うと言われている。いずれにせよ、ロシアの一部の大規模鉱山会社は、既に、
どちらかの国際基準を使い始めている。 
 
 

図 1. 利用鉱床の移転手続き 
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4.  ロシアの鉱物資源開発に適用される自然環境保護に関
する法的規制 
 
鉱物資源利用の際の自然環境保護制度は、ロシアでは、環境法によって規制さ
れており、この法律の核となるのは、ロシア連邦法「環境保護について」(2002
年 1月 10日付け、連邦法第 7-FL号) で、そこでは、以下のような点が詳細に
規定されている。環境保護分野における経済措置 (第 14-18 条)、環境保護分野
における規範の設定 (第 19-31 条)、環境影響評価と生態学専門家による検査 
(第 32-33 条)。経済及びその他の諸活動の遂行に際して適用される環境保護の
諸規定 (第 34-56条)、国による環境モニタリング(監視) (国による生態学的モニ
タリング) (第 63条)、環境保護分野における監査 (生態学的監査) (第 64-69条)、
環境保護法の違反に関する責任、及び環境保護分野における紛争の解決 (第
75-80条)。 
 
環境保護法第 2 条によると、環境保護法は、ロシア連邦憲法に基づいており、
それは、現行の連邦法、また、その他のロシア連邦規制法、それに続いて採択
されたロシア諸地方の法律、及びその他の規制を目的とする規制条例からなっ
ている。現在の連邦法は、ロシア連邦の領土全体にわたって効力を有する。 
 
ロシア連邦政府諸機関とロシアの地方政府諸機関との間での環境保護に関連し
た権限の線引きは、ロシア連邦憲法、及び連邦法、さらには、ロシア連邦政府
諸機関とロシアの地方政府諸機関との間での監督及び権限の線引きに関する協
定によって実施される。 
 
環境保護分野における経済措置としては、ロシア法 (第 14 条) の下、既存の最
先端技術、非在来型のエネルギー資源や二次資源の使用、及び廃棄物のリサイ
クルなどの導入を対象とした税制上及びその他の優遇措置が認められている。 
 
ロシアにおける鉱物資源の環境規制システムは、三つの相互に関連した構成要
素からなっている。すなわち、国による 生態学専門家の監査、国による環境
モニタリング、及び環境保護監査である。 
 
１）生態学専門家による監査 
生態学専門家による監査 (第 33 条) は、計画されている経済活動が、環境保護
の諸規定に従っているかどうかを見極める目的で行われる。生態学専門家によ
る監査を行うための手続きは、生態学専門家監査に関する連邦法によって規定
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される。監査については、以下のものを参照されたい。 
・ 生態学専門家による監査に関する 1995 年 11 月 23 日付け連邦法第

174-FL号 
・ 国による生態学専門家監査を完了するための手続きに関する諸規制の承
認についての 1996年 6月 11日付けロシア連邦政府法第 698号 

・ 1997年 6月 17日付けロシア連邦国家生態学委員会指令第 280号による
国の専門家監査遂行の諸規則 

・ 1995年 9月 28日付けロシア連邦天然資源省指令第 392号によって承認
された国による生態学専門家監査報告書。 

 
２）国による環境モニタリング 
第 63 条は、国家による環境モニタリング (国による生態学的モニタリング)に
ついて次のように定めている。 
 
① 環境モニタリング (国による生態学的モニタリング) は、環境変化、特に、
人間が原因で生じた汚染エリアにおける環境の変化を監視し、また、これ
らの汚染源が環境に与える影響を監視し、さらに、環境汚染を防止、または、
軽減するために必要とされる情報を提供する目的で、ロシア法とロシア地
方政府の法律のもとで遂行される。 

 
② 国による環境モニタリング (国による生態学的モニタリング) の準備と実施
の手続きは、ロシア連邦政府によって規定される。 

 
③ 国による環境モニタリング (国による生態学的モニタリング) を通じて得 

られた環境変化に関する情報は、ロシア連邦の政府諸機関、ロシアの諸地 
方政府の諸機関、さらに、社会経済的予測を行い、それに関連した政策決 
定を行ったり、ロシア連邦の生態学的開発の分野における連邦プログラム、
ロシアの諸地方の環境保護分野におけるターゲット・プログラム、及び環
境保護措置を策定することを目的とする、ロシア地方政府の諸機関によっ
て使われる。環境変化に関する情報の提供の手続きは、法律によって規定
される。 

 
３）環境保護の分野における監査 
第 64 条に環境保護監査 (生態学的監査) の任務が以下のとおり規定されている。 
 
① 環境保護監査 (生態学的監査) は、ロシア連邦政府諸機関、ロシア地方政 
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  府諸機関、地方自治体諸機関、法人及び自然人が、環境保護法を着実に実 
施し、環境保護の諸規定、特に、規範と規制文書を遵守し、また、生態学 
的安全を確保するために行われる。 

 
② 国、産業界、市町村、及び公共の環境保護監査が、ロシア連邦において行 

われる。1996年 4月 17日付け、ロシア連邦環境保護・天然資源省及び、 
その地方機関の職員によって行われる、国の生態学的監査の施行規則を参 
照。 

 
また、第 65条には、国による環境保護監査 (国による生態学的監査)の任務が以
下の通り規定されている。 
 
① 国による環境保護監査 (国による生態学的監査) は、連邦政府の諸執行機関
及びロシア地方政府の諸執行機関によって実施される。国による環境保護
監査 (国による生態学的監査) は、ロシア連邦政府によって規定された方法
により実施される。 

 
② 現行の連邦法、その他の法によれば、連邦政府の生態学的監査の対象とな
る諸施設のリストは、ロシア連邦政府によって定められる。 

 
③ 連邦政府の生態学的監査に責任を有する連邦政府機関の職員 (連邦政府環
境保護監査官) のリストは、ロシア連邦政府によって定められる。 

 
④ 連邦政府の生態学的監査に責任を有するロシアの地方政府機関の職員 (ロ
シアの諸地方における、国の環境保護監査官) のリストは、ロシアの諸地
方の法律に従って規定される。 

 
⑤ 国の環境保護監査 (国の生態学的監査) と、天然資源の経済的利用の職務の
兼務は、禁止されている。 

 
さらに、第 66条は、国の環境保護監査官の諸権利、諸義務、及び諸責任を以下
のように明記している。 
 
① その権限の範囲内で、職務義務を行使する際に、国の環境保護監査官は、 

以下を行う資格を有する。 
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 国による生態学的監査の目的に必要とされる文書及び、その他の資料
を入手するため、その所有の如何にかかわらず、諸機関、経済及び、
その他の諸活動のための諸施設、とりわけ、国の保護を受けた諸施設、
防衛施設、民間防衛施設を監査の目的で訪れること。 

 
 アクセスが限られている行政上の管轄区の諸機関、特別にアクセスが
制限され、特別に重要なロシア連邦の軍事施設における国の生態学的
監査の運営、及び、武器と資材、軍事設備、さらに軍事的な活動の国
による生態学専門家の検査については、ロシア連邦政府の決定により
承認された諸規制を参照。 

 
 規範、国の基準、その他の環境保護のための法令文書の遵守、浄化プ
ラント、及び、その他の不活性化装置、モニタリング施設の稼働状況、
及び、環境保護計画・措置の実施を検査すること。 

 
 産業用、及び、その他の諸施設の配置、建設、操業開始、操業、操業
停止の際の、環境保護の諸規定、諸規範、及び諸規則の遵守を検査す
ること。 

 
 国による生態学専門家監査規定において定められている必要条件の遵
守を検査し、このような専門家による検査のための提案をすること。 

 
 国による環境監査の最中に、環境保護法及び自然保護の諸規定への違
反が見つかった場合、これらの違反状況を改善するため、法人及び自
然人宛に、請求と訓令を発効すること。 

 
 環境保護の法規に違反した際、法人及び自然人の、経済、及びその他
の諸活動を停止させること。 

 
 環境保護法への違反に対し、過失を犯した人物に、行政法の下で、責
任を持たせること。 

 
 法律によって明記されているその他の諸権限を行使すること。 

 
② 国の環境保護監査官は、以下を実行する。 
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 環境保護法の違反を、予防し、発見し、やめさせる。 
  

 環境保護法に違反した人物たちに、その義務を説明する。 
 

 ロシア連邦の環境保護・天然資源省及びその各地域機関の事務官への
上述の権限の付与に関する、法律の諸規定を遵守する。その法とは、
1995年 7月 17日付け、ロシア連邦政府政令第 718号である。 

 
③ 国の環境保護監査官の諸決定は、ロシア法の下での上告に従う。国による
監査 (監督) のケースにおける法人及び個々の企業家たちの諸権利の保護に
関する、2001年 8月 8日付け、連邦法第 134号を参照。 

 
第 67 条は、産業環境保護監査 (産業生態学監査) の詳細を以下のとおり定めて
いる。 
 
① 産業環境保護監査 (産業生態学監査) は、経済、及び、その他の諸活動中 

に、環境保護、天然資源の合理的利用と回復、及び環境保護法の環境保護 
の諸規定の遵守の目的のための諸措置を着実に遂行させる目的で、実施さ 
れる。 

 
② 経済的プレーヤー、及び、その他のプレーヤーは、それぞれ、国及び市町 

村の監査に責任を有する、政府の諸執行機関、及び地方政府の諸機関に対 
して、産業生態学監査の編制に関する情報を、法律によって定められた方 
法で提供する。 

 
第 68 条は、市町村環境保護監査 (市町村生態学監査) 及び公共環境保護監査 
(公共生態学監査) の詳細を以下のとおり定めている。 
 
① 市町村の管轄区域での市町村環境保護監査 (市町村生態学監査) は、地方政
府の諸機関または、これらの機関によって権限を付与された諸機関によっ
て実施される。 

 
② 市町村の管轄区域での市町村環境保護監査 (市町村生態学監査) は、ロシア
連邦の法律と歩調を合わせながら、地方政府の諸機関の規制法令によって
定められた方法で実施される。 
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③ 公共環境保護監査 (公共生態学監査) は、好ましい環境に対する、すべての
人の権利を満たし、環境保護法の違反を防止する目的で実施される。 

 
④ 公共環境保護監査 (公共生態学監査) は、憲法／憲章に従った、公的な諸協
会、及び、その他の非商業的な諸協会、さらに、法律に従った市民によっ
て実施される。 

 
４）環境保護法の違反に対する責任と、環境保護の分野における紛争の解決。 
 
生態学的脅威を除き、過失のある人物に責任を持たせるために取られる諸措置
に関する事務手続きについては、1996 年 4 月 17 日付けのロシア連邦の環境保
護・天然資源省によって承認されたロシア連邦の環境保護・天然資源省、及び、
その各地方の諸機関の事務官を対象とする国による生態学監査の諸規則を参
照。 
 
第75条は、環境保護法の違反を対象として、責任の諸タイプの詳細を定めてい
る。法律の下での、所有権、懲戒上、行政上、及び刑事上の責任が、環境保護
法の違反を対象として、規定されている。生態学的犯罪を対象とする責任につ
いては、1996年 6月 13日付け、連邦法第 63号、ロシア連邦刑事法を参照。 
 
第76条は、環境保護の分野における紛争の解決の詳細を定めている。環境保護
の分野における紛争は、法律に従って、裁判所において解決される。 
 
天然資源の開発も含め、いかなる産業プロジェクトも、EIA、すなわち環境影
響評価手続きを目的とする特別のセクションを設けなければならない。たとえ
ば、このセクションは、許可済みの大気汚染因子の放出、下水への排出、及び、
生産廃棄物の該当する埋立地への廃棄に関して、作成され承認された規範を含
まなければならない。いかなるプロジェクトも、事業を始める前に、国の生態
学専門家の検査を受けなければならない。鉱物資源の開発に関するものも含め
て、いかなる操業中の、産業目的の活動も、国の生態学監査、及び、国の生態
学モニタリングに従わなければならない。いくつかのケースにおいて、国の生
態学専門家による検査、国の生態学監査、及び国の生態学モニタリングの諸手
続きは、独立した (民間の)認証された生態学的監査会社によって遂行されるこ
とができるが、その場合、これらの調査の諸結果は、国の権限を付与された諸
機関によって承認されなければならない。 
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5. ロシアにおける非鉄金属の大規模・未開発プロジェク
トの現状 
 
表 1に現在のロシアにおける未開発非鉄金属鉱床リストを示す。 
 
なお、ニッケルについては、現状では、探鉱は行われてはいるが、 未開発の大
規模なニッケル鉱床は存在しない。 
 
 
5.1  Podolskoe銅・亜鉛鉱床 
 
Podolskoe銅・亜鉛鉱床（Bashkortostan 地域 Khaibullinsky地区 Buribai市) 
は、インフラストラクチャーが比較的発達しており、大規模産業都市に隣接し
た経済的に発展した地域に位置している (Sibai の南 70km、Magnitogorsk の
南 180km)。この地域には、Bashkir 銅・硫黄コンビナート (Sibai)、Buribai 
GOK (Oktyabr’sky村、Buribai市の近く)、Uchaly GOK (Uchaly)のように、
銅鉱石を加工処理する大規模な施設がある。全体では、Bashkortostan 地域は、
ロシアの銅採掘の 10-12%、ウラル地方の 30%を生産している(亜鉛採掘ではウ
ラル地方の 50%を占める)。 
 
Podolskoe 鉱床は探鉱されてきたが、まだ開発には至っていない。同鉱床は、
Sibai-Buribai 間の高速道路の近くに位置している。一番近い鉄道の駅は、
Sibai (70km) である。 
 
Podolskoe 鉱床の開発に関するライセンスは、ウラル鉱山冶金ホールディング
会社の一部である JSC Khaibullinsky鉱山会社によって保有されている。JSC 
Khaibullinsky 鉱山会社の請負業者は、Bashkir 銅・硫黄コンビナートであ
る。 
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表 1. ロシアにおける大規模未開発の非鉄金属鉱床 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - The following classification is set for deposit (in size of reserves):

- Copper:

Unique – > 10 mln tonnes copper

Super-large – 5-10 mln tonnes copper

Very large – 1-5 mln tonnes copper

Large – 0.5-1 mln tonnes copper

Medium-size – 0.1-0.5 mln tonnes copper

Small – 0.01-0.1 mln tonnes copper

- Zinc:

Very large – > 5 mln tonnes zinc

Large – 2-5 mln tonnes zinc

- Lead:

Large - > 1 mln tonnes lead

Medium-size – 0.5-1 mln tonnes lead

- Aluminium:

Large - > 100 mln tonnes

** - besides copper, the deposit contain large reserves of iron, vanadium, titanium and some precious

metals. Contenders on the deposit are

JSC «Russian Railways»; JSC «Basic Element» and JSC «Evrazholding». The deposit was planned to be

included in PSA list.

*** - The deposit was planned to put up for auction in 2004. Previously the deposit was planned to be

included in PSA list

Deposit Metal Region Size* License owner 

Kizil-Dere Cu Dagestan Very large –
Podol’skoe Cu Bashkortostan Very large JSC «UMMC»
Udokan Cu Chita oblast Unique JSC  UMMC»; «Kazakhmys»
Chineisky** Cu Chita oblast Large –

Cu -
Zn Large
Pb Medium-size
Cu -
Zn Very large
Pb Large
Zn Very large
Pb Large
Zn Large
Pb Large
Cu -
Zn Large
Pb Large

Vezhayu-Vorykinsky Al Republic of Komi Large JSC «Komi Aluminium»
Plesetsky Al Republic of Komi Large JSC «Komi Aliminium»

Kyzyl-Tashtyg Republic of Tyva –

Bauxite

Sardana*** Republic of Sakha-Yakytia –

Ozernoe Buryatia JSC «Zabaikalsky GOK»

Korbalikhinsky LLC «Euro-invest-company»

Copper

Lead-Zinc

Korbalikhinsky Altai krai JSC «UMMC»
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5.2 Yaregskoe石油・チタン鉱床 
 
Yaregskoe 石油チタン鉱床は、Komi 共和国における代表的な鉱物資源投資プ
ロジェクトである。 
 
Komi共和国は、人口が少ない (2003年末の時点で約 100万人)が、経済的には
発展している地方と言える。本共和国は、地域全体に、独自の電力源から生産
された電力が供給されている。同地域内において、石油・ガスの生産と製錬、
石炭鉱山(Pechora盆地)、及び発電所が存在し、燃料・電力部門は、Komi共和
国の工業生産量全体の三分の二を占めている。 
 
Yaregskoe 石油チタン鉱床は、厚さが最大 25m あり 鉱石を含有した砂岩層に
胚胎する石油貯蔵層であり、石油はこの地層の下部に含まれている。鉱石のチ
タン二酸化物含有量は、平均 11%で、これは、一般的なチタン鉱床よりもはる
かに高い。ロシア全体のチタン埋蔵量の 40%以上にあたる同鉱床のチタン埋蔵
量は、国の埋蔵委員会によって承認され、鉱石の採掘と加工処理の長期計画が
明らかになっている。本鉱床の開発により、金属性チタン及びその他の製品生
産のためのチタン原材料不足問題を解決することができると期待されている。 
 
Yaregskoe 石油鉱床は、特別に重く、高い粘性があり、道路用のアスファルト
の生産や、ロシアで需要が極めて大きい様々な用途のオイル (変圧器、冷蔵、
医薬)、溶鉱炉とブラック・オイル、ナフサプラスト、及びその他の製品に適切
な原材料である。可採埋蔵量は 5900万トンで、現在、年間で最大 50万トンの
石油が 4つの石油立坑を通して生産されている。 
 
JSC Yaregskaya Neftetitanovaya Kompaniya (石油チタン会社) は、同鉱床開
発のためのライセンスを保有している。Yaregskoe 石油チタン鉱床のコンビナ
ート開発への投資は、JSC ALL-Russian Aluminium-Magnesium Instituteに
よって、2000年に具体化された。同プロジェクトは、ロシア連邦政府によって
支援されており、1998-2005 年 Komi 共和国社会経済開発のための連邦特別プ
ログラムに含まれている。本事業のために計画されている生産能力は、年間
120万トンの鉱石採掘、年間 22万トンのチタン精鉱の生産、年間 7万トンの石
油の共同生産、及び年間 120 万トンの石油生産である。チタン・スラグとチタ
ン・シリコン合金を生産するためのチタン精鉱加工処理の長期計画がある。こ
のうち 30%は、チタン合金で芯がフラックスのワイヤーと色素チタン二酸化物
として生産されることが見込まれている。チタン鉱石の予定生産能力は、二段



- 40 - 

階にわたっており、第一段階には、現在の鉱山再建に続き、年間 60万トンの鉱
石生産、そして、第二段階には、新鉱山建設後、さらに、年間 60万トンの鉱石
を生産する計画である。 
 
必要とされる投資は、鉱石チタン・コンビナートが1億6110万ドル、色素プラ
ントが 1億 5670万ドル、新技術を用いた石油生産が 6760万ドル、及び石油精
錬が 1億 8140万ドルである。資本回収の期間は 9年間と言われている。 
 
 
5.3 Korbalikhinsky多金属鉱床 
 
Korbalikhinsky 鉱床が存在するAltai krai地域は、経済的に発展した人口の多
い地方であり、鉄道、道路、及び河川の交通網が広範囲にわたって発達してい
る地域である。 
 
Altai krai地域の Atai GOK (Gornyak市) には、Korbalikhinsky 鉱床の他、
Rubtsovsky鉱床、Stepnoe鉱床、Talovsky鉱床、及び Zarechensky鉱床など、 
埋蔵量が中規模で、高い金属含有量を有する多金属鉱床が数多く存在する。そ
の亜鉛埋蔵量は全体で約 400万トンと言われている。 
 
この中で最も興味深いのは、Korbalikhinsky鉱床で、その開発ライセンスは、
JSC Sibir-Polimetallによって保有されている。この鉱床は、Altai krai地域で、
最も人口が密集した地区の一つに位置している。最も近い都市は、50km 離れ
た Zmeinogorsk (人口 1万 2000人)、及び 65km離れた Rubtsovsk (人口 16万
2000人) である。 
 
現在、同鉱床で、ボーリング調査が進行中である。1988年の時点で、同鉱床の
埋蔵量は、銅 32万 8100トン、鉛 46万 6400トン、亜鉛 220万トンとなってい
る。 
 
 
5.4 Kyzyl-Tashtyg多金属鉱床 
Kyzyl-Tashtyg 鉱床は Tyva 共和国の東部 Kyzyl 市の近くに位置し、多金属鉱
床である。 
 
Tyva 共和国は、ロシアで最も貧しい地方の一つで、その収入の 95%は、連邦
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政府の補助金に依存している。Tyva共和国は、投資魅力度において、ロシア連
邦の 89 の地方のうち 83 位に低迷している。さらに、同地方は、連邦政府の鉄
道網と接続されておらず(最も近い鉄道の駅 (シベリア横断鉄道) は270km離れ
ている)、今のところ、2010年までに鉄道を建設する計画はない。 
 
それにもかかわらず、世界的規模の石炭鉱床 である Elginsky 鉱床は、投資
家(たとえば JSC Russian Coal) の興味を惹いている。輸送費をより安くする
ために、河川輸送のインフラストラクチャー開発が計画されている。Kyzyl 市
から、シベリア横断鉄道に接続している Sayanogorsk市までの河川である。河
川輸送は、道路を使った貨物輸送より、約 2.5 倍も安いと言われている。河川
インフラストラクチャー (港湾、停泊地の建設、船の購入、等を含む) の建設
コストは、25億ルーブルと言われ、資本回収は、少なくとも年間 190万トンの
輸送量という条件で 4年間と見込まれている。 
 
この交通手段は、Elginsky 石炭鉱床 (採掘企業が第一部門を立ち上げた後、年
間 150 万トン、また、完全な稼働後、年間 300-400 万トンの貨物輸送量) の開
発により、実現される可能性がある。さらに、Kyzyl-Tashtyg 多金属鉱床の開
発によって、さらに年間 60万トンの貨物輸送量が見込まれる。 
 
 
5.5. Chineisky鉄・チタン・バナジウム鉱床及び Udokan銅鉱床 
 
1999 年に、Chineisky 鉄・チタン・バナジウム鉱床と、その近くの
Udokanskoye 銅鉱床の開発のために、公的な共同資本会社 Zabaykal’skaya 鉱
山会社 (ZMC) が、モスクワ市の政府の参加を得て創立された。ZMCは、モス
クワ市の政府、UMMC、Chita 州行政当局及び、三つの下部組織である
East-Siberian Railway、Transbaikal Railway,及び Public JSC “Baminvest” 
(これは Zabaykalstal investを含む) を通じて、ロシア鉄道省 (ZMCの 60%の
支配的株式を保有) によって保有されている。 
 
JSC Zabaykalstal investは、Chita州の北部に位置し、バナジウムを含有する
チタン磁鉄鉱鉱石 (さらに銅と貴金属も含む) を産出する Chineisky 鉱床の開
発ライセンスを保有している。 
 
鉄・チタン・バナジウム鉱石の総埋蔵量は15億トンであり、埋蔵量の約75%は、
露天堀鉱山により、採取可能である。 
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第一段階として、鉄・チタン・バナジウム鉱石の埋蔵量（7億 8300万トン (鉄 
– 2億 5500万トン、V2O5 – 407万トン)を有するMagnetitovyサイトの開発が
計画されている。 
 
年間 600万トンの鉱石生産量のうち、年間約 200万トンの鉄鉱石精鉱、及び、
年間 3万 2400トンの V2O5の生産が可能である。 
 
同鉱床の操業開始時期は、Chinei駅から Novaya Chara駅までの 71.6kmの長
距離鉄道ルートの開業後、2001年9月に予定されている。このルートは、1998
年夏以来、Chineisky鉱床を Baikal-Amur鉄道と接続するために、建設が進め
られてきた。ロシア鉄道省は、バナジウムとの合金で強化されたスチールによ
り作られたレールの生産量を増やすために、この鉱床の開発に関心を持ってい
る。 2001 年の、鉄道開業後、約 4000 トンの鉱石が、同鉱床から、
Korshunovsky 採掘・加工処理コンビナートに輸送された。このコンビナート
は、鉱床から 1400km離れた所にあり、試験的な加工処理を行っている。 
 
Chinei における採掘・加工処理コンビナートの建設が、5 億ドルのコストで計
画されている。しかしながら、この建設は、高い山脈が連なる地形と、(鉄道を
除く) インフラストラクチャーの欠如のため、容易ではない。したがって、
Korshunovsky GOKにおいて鉱石を加工処理する計画もあった。しかしながら、
鉱石の硬度が高いため、現地の破砕工場を、再建する必要がある。現在、
Korshunovsky は、Chineisky 鉱床からの鉱石約 1000 トンを加工処理してい
る。 
 
しかし、Chineiskyプロジェクトは、現在、休止状態である。71.6kmの鉄道は
機能しておらず、修復と運用再開には、大きな投資が必要である。 
 
それにもかかわらず、ロシア鉄道省の上層部は、Chineisky 鉱床の開発継続を
望んでおり、JSC Basic Elementのリーダーたちと、本プロジェクトへの追加
投資に関する交渉を行っている。さらに、ロシアのスチールメーカー会社 – 
JSC Evrazholding – もまた、本プロジェクトへの関心を強めている。 
 
Chineisky鉱床の約28km離れたところに、世界的規模の 埋蔵量を誇るUdokan
銅鉱床が存在する。本鉱床は、未開発であり、近隣のインフラストラクチャー
の欠如が指摘されている。 
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同地方で、同じく近隣には、Katugin レアメタル鉱床と Apsatsky 石炭鉱床が
あり、いずれも、未開発である。Udokan 村は、アスファルト道路により、
Novaya Chara (Charaセツルメント) にある鉄道駅と結ばれている。Chineiと
Udokan への、最も近い電力供給源は Kaundinsky 電力ユニットで、Chara セ
ツルメントにある。 
 
同地方は、複合的な開発を必要としているが、Udokan のような大規模鉱床及
び石炭鉱床が開発可能であることから、将来有望と見られている。Udokan 鉱
床で見込まれている開発 (本レポートの 6.2を参照) により、その他の鉱床の開
発も加速するものと期待されている。 
 
 
5.6.  Kholodninsky及び Ozernoe鉛・亜鉛鉱床 
 
Kholodninsky多金属 (鉛・亜鉛) 鉱床は、Buryatia地域の北部、バイカル湖か
ら 40km 圏内 (湖保護ゾーン) の、人口密度が低い地区にある。近くには、
30km 以内に、 BAM 鉄道がある。近隣都市は、バイカル湖岸の
Nizhneangarsk (50km)、及び Severobaikalsk (80km) である。 
 
現在、BAM 鉄道は、交通量が少ないため、利益が上がっていない。しかしな
がら、Chita 州における諸鉱床の開発が始まる可能性があり、これにより、そ
の収益性も改善されるかもしれない。 
 
Ozernoe 鉱床は、Buryatia 地域の南東部に位置している(最も近い都市は
Chita)。シベリア横断鉄道が、本鉱床の 80km圏内にある。 
 
両鉱床の開発ライセンスは、モスクワの投資ファイナンス会社であるMetropol
社を代表する複数の会社(LLC Euro-Invest-company 及び Techprominvest)に
よって保有されている。 
 
同地方は、Bratsk と Irkutsk の水力発電所 (GES) が、比較的近くにあり、電
力コストが安いという利点がある。 
 
2004 年 3 月に、ロシア天然資源省 RF は、Kholodininsky 多金属 (鉛・亜鉛) 
鉱床における鉱物資源利用権をオークションで売却することを計画した。本鉱
床は、ロシア最大の亜鉛埋蔵量を有しており、鉛でも最大規模の鉱床の一つで
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ある。 
 
しかしながら、オークションは、三つの環境団体、BRO Baikal (Buryatia)、
Baikal ecological wave (Irkutsk)、及びGreenpeace (Moscow) の要請により、
中止になった。なぜならば、この事業は、商業的な鉱業活動が禁止されている
バイカルの中央保護ゾーンの境界内で行われることになるからである。 
 
しかし、その後、ロシア天然資源省と Buraytian 政府は、環境法に違反するこ
となく、鉱床の開発を進める方法を見つけ、2004年 9月にオークションが行わ
れた。落札したのは、モスクワの投資ファイナンス会社であるMetropol社を代
表する LLC Euro-Invest-companyで、落札額は 3970万ルーブルであった。 
 
立坑を掘削するための (露天掘り採掘は禁止されている)、開発方法が承認され
た。同鉱床開発への投資は、1億 5000万ドルにのぼると見られており、これは、
Ozernoe鉱床への投資計画より約5000万ドル高い。入札の諸条件の一つに、落
札者が、同鉱床での採掘事業の完了後、採掘された地区の再生を責任を持って
行わなければならないという点が含まれている。 
 
 
5.7 Sardana鉛・亜鉛鉱床 
 
Sardana鉛・亜鉛鉱床は、Sakha-Yakutia共和国の Ust’-Mai市に位置する。 
Sakha-Yakutia共和国は、人口の少ない地方 (広大なエリアにわずか50万の人
口) である。本共和国の最大の産業は、ダイヤモンドと石油ガス産業である。
本共和国には、天然ガス (埋蔵量は 9 兆 4000 億立方メートルと推定されてい
る)、及び高品位の石炭鉱山 (年間約 1000万トン)があり、Vilyuisky GESによ
って生産される安価な電力に恵まれている。 
 
本共和国の貨物輸送の約 45%は、河川を使って行われている。冬には、大量の
貨物が道路網へ迂回して輸送される。 
 
1990年代中頃以降、Yakutskと BAMを結ぶ、Berkakit-Tommot-Yakutsk鉄
道の建設が進められてきた。今日までに、この鉄道は、Tommot 市 (Aldan 川
沿いの)まで達している。 
 
なお、2004年 9月、ロシア連邦議会に、「PSA条項で認可されるべき地下資源
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計画について(多金属鉱床 Sardana)」の法案 (法案コード 217450-3) が提出さ
れている。 
 
 
5.8.  Partizansky地区の金鉱床群 
 
金鉱山開発に関する具体的な投資計画が Krasnoyarsk Krai 地域において進め
られている。その代表的なプロジェクトが Partizansky 地区の金及びアンチモ
ン鉱床の開発である。 
 
Partizansky 地区は、Krasnoyarsk Krai地域のMotyginsky地方に位置してい
る。ここには、Udereiskoye 金・アンチモン鉱床の他、数多くの有望な金及び
アンチモンの鉱床（Vasilyevskoye 鉱床、Nikolayevskoye 鉱床、Gerfed 鉱床、
Babgora 鉱床及び Udereiskoye 鉱床）もある。それぞれの鉱床間の距離は、
6kmから 16kmである。 
 
110kw の送電線が、これらの鉱床群の近くを通っている。同地方には、発達し
たインフラストラクチャーがある。 
 
Udereiskoye 鉱床は、アンチモン埋蔵量 3 万 8000 トン（平均アンチモン品位
9.9%）のアンチモン鉱石と、推定金埋蔵量約 19.0tの（平均金品位 4.0g/t）。鉱
石からなり、石英脈に若干の硫化物が入ったタイプである。 
 
Vasilyevskoye鉱床の埋蔵量（ロシア基準、以下同様）は、約 25.0t（平均金品
位は 7.0-7.5g/t) で、石英脈によって代表される鉱体は、長さ 20mから 700m、
厚さ 1mから 15mである。 
 
地下に発達している Nikolayevskoye 金鉱床は、長さが約 1.5km、厚さが平均
4.5mの石英脈に集中しており、埋蔵量は、7.1t (平均金品位は 7.7g/t ) である。 
 
Gerfed鉱床は、厚さ数メートルから 20mの石英脈に胚胎している。金埋蔵量は、
26.0t (金品位は 3.0gから 6.0g/t) である。 
 
Babgora鉱床は、厚さが 3mから 40m、長さが 60mから 550mの約 20の鉱体
から成り、埋蔵量は 16.8t（平均金品位は 3.7g/t）である。 
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Babgora、Gerfed及びUdereiskoye鉱床の大部分は、露天掘りが可能である。 
 
Vasilyevskoye 鉱床と Nikolayevskoye 鉱床のライセンス保有者は、
Vasilyevsky Rudnik Closed Joint-Stock Company である。同社は、既に、
Babgora 鉱床で、追加の地質調査と開発を行う権利のための入札競争への参加
を申請している。Vasilyevsky Rudnikは、Vasilyevskoye鉱床をベースにした、
採掘及び加工処理事業を計画している。この事業は、金含有鉱石を年間30万ト
ン加工処理できるよう設計されている。2002 年から 2006 年の間に、生産能力
は、金含有鉱石が年間 80万トン、アンチモン鉱石が年間 4万 5000トンまで、
拡大される見通しである。 
 
同プロジェクトは、露天掘り鉱山と、鉱石の重力選鉱を目的とした「スターテ
ィングユニット」を含んでいる。現在、「スターティングユニット」の準備は、
70%まで整っている。約1000万ドルの自己資金及び金ローンという形式で、ロ
シア連邦政府によって認可された、1790万ドルの融資が、既に、本事業の建設
に投資されてきた。プロジェクト終了のために必要とされる追加の投資は、
5500万ドルで、これには、本鉱山の「スターティングユニット」建設のための
1075万ドルが含まれている。 
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6. ロシアにおける外国企業による鉱山投資の現状 
 
成長するロシア経済に歩調を合わせるように、海外からのロシアへの投資が、
最近増加している。たとえば、経済開発貿易省 (MERT) によって提供された
データによれば、2003年の上半期に、年間ベースで約 50%増えて、190億ドル
にのぼった。2004 年中頃までに、ロシアにおける累積外国投資は 661 億ドル 
(年間ベースで＋36.7%) に達した。この額のうち、40.7%が直接投資 (1 年前は
46.7%)、2.1%がポートフォリオ (同 2.4%)、及び、大部分の 57.2% (同 50.9%) 
が、融資 (国際金融機関のローン、貿易ローン、等) である。(図 2) 
 
ロシアにおける外国投資量の変遷と、その構造が図 3に示されている。 
 
ロシア鉱物資源における外国投資活動の大部分は、石油ガス部門に集中してい
る。ロシアにおける、約 100 の外国投資家が、鉱床の探鉱と開発及びそれに伴
う事業に関与している。米国、カナダ、英国、オーストラリア、及び、その他
諸国の 60以上の共同出資者がいる。 
 
ロシア鉱業への外国投資は、着実に増加しているが、低レベルのままである。
ビジネス活動の前提となる諸条件の安定性への法的保証の欠如と税制の問題が、
このプロセスの障害になっている。1999年の連邦法「ロシア連邦における外国
投資について」の制定によって、この問題を解決するための重要な措置が講じ
られた。 
 
この法律は、ロシアにおける外国人投資家たちの活動に対する、国による保証
制度を導入し、ロシア法に従って、鉱区やその他の天然資源を購入するための
外国人投資家たちの権利を保証している。この保証は、連邦法「資本投資とい
う形態での、ロシアへの投資活動について」(N 39-FL) により、さらに確立さ
れた。この法にしたがって、外国人のビジネス上の主体は、ロシアの領土上で
の投資活動となる。 
 
国の規制のメカニズムとして、資本投資という投資活動への直接参加のための
規定が明確にされた。これはロシア法に従った入札 (競争とオークション) の
結果を受けて、ロシア人と外国人の投資家たちに、鉱区を認可するものである。
しかしながら、ロシアへの鉱区制度の導入に関する法案は、依然として作成中
であり、ロシア議会で10年以上にわたって審議されているということにも注意
すべきである。 
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図 2. ロシア経済において蓄積される外国投資の構造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. ロシア経済における外国投資の変遷と構造 
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非鉄金属分野への外国投資は、ロシアでは数例しかない。しかし、この事実は、
外国人投資家に関する国の否定的な政策の証拠となるものではなく、これらの
プロジェクトに高い経済的リスクがあると考えるのが妥当である。金生産のよ
うに、より利益性の高い部門では、ロシアにおける外国人投資家たちの数はは
るかに多い。 
 
以下は、ロシアにおける非鉄金属及び金鉱山開発に対する外国投資のいくつか
の例である。 
 
 
6.1. Dal’polimetall 多金属鉱山 
 
非鉄金属鉱山開発における外国投資の一例は、JSC Dal’polimetall (Primorsky 
krai) で あ り 、 同 社 は 、 多 金 属 鉱 床  (Verkhnee 、 Maiminovskoe 、
Partizanskoe、Shcherbakovskoe)、及び金・銀鉱床  (Salyut、Primorskoe) 
の開発ライセンスを保有している。 
 
1995年のDal’polimetallコンビナートの民営化プロセス、及び、それに続く投
資の一環として、Dal’polimetall の支配的権益は、スイスの Glencore 
International AG社に売却された。競争の諸条項に従って、Glencoreは、手始
めに、同事業の近代化と生産能力向上のため、同コンビナートに約 1000 万ド
ルを投資した。 
 
その後、Glencore は、Dal’polimetal に保有していた株式を、現地の地方自治
体である Dal’negorsk市当局に売却した。Glencoreの代表によると、この地方
自治体は、同コンビナートにおけるGlencoreの事業に対して困難な諸条件を設
定し、同社の株式を、同自治体に売却せざるをえないようにし向けたという。 
 
現時点で、JSC Dal’polimetalの70％の株式は、Dal’negorsk市当局によって保
有されており、外国人投資家(同コンビナートに推定で 160 万ドルを投資) が
24%、Glencoreが約 6%を保有している。 
 
 
6.2. Udokan銅鉱床 
 
ロシアの非鉄金属鉱山開発における外国投資のもう一つの例は、Udokan 銅鉱
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床プロジェクトである。 
 
Chita州 (Kalar地区) にあるUdokan銅鉱床を開発するためのプロジェクトは、
大きな関心を惹いている。同鉱床は、銅品位平均 1.6%で、約 2000 万トンの銅
を含有していると推定されている。 
 
1993年 1月にUdokan Mining Company (UGK) がUdokan鉱床を開発するた
めの国際入札で落札してから 2 年後、同鉱床の開発に関する FS レポートが
UGK によって作成され、1995 年 8 月に、ロシア連邦の Roskomnedra と
Roskommetallurgiiによって検討された。 
 
FSレポートは、計画生産能力が年間 750万トンの Udokan鉱山・製錬コンビナ
ートの建設を計画していた。同コンビナートは、1996 年春から 1999 年春にか
けて建設されることになっていた。採石場の第一区画の建設と選鉱場に、それ
ぞれ、5300 万ドルと 5700 万ドルの投資が行われた。この選鉱場により、年間
4万 1000トンの銅精鉱の生産が予定され、製錬生産では、年間 3万 3000トン
のカソード銅の生産が計画された。 
 
しかしながら、1999 年初めに、ロシア天然資源省と Chita 州は、Udokan 
Minning Company (UGK) から、Udokan銅鉱床の開発ライセンスを取り上げ
る決定を発表した。UGK が、その時点までに本鉱床の開発を開始していなか
ったということが、この決定の引き金になった。 
 
プロジェクト開発の主要な障害となったのは、同鉱床が、生産分与に関する法
律に従って開発される鉱床のリストに含まれていなかったという事実であると
考えられた。 
 
その後、ロシア鉄道省 (MPS) 及び Chita 州行政当局が、新しい Udokan プロ
ジェクトに参加した。1999年 7月に、Udokanと Chineisky鉱床を開発するた
めに、 Zabaikalsky Mining Company (ZMC) が設立され、Udokan と
Chineisky の開発ライセンスを取得した。ZMC の筆頭株主は、MPS (60%)で、
その他の主要な株主は、Chita州当局とMoscowの行政当局である。 
 
2000年初頭、Ural Mining-Metallurgical Company (UMMC)も、本プロジェ
クトの参加者となり、同社は、Zabaikalsky Mining Companyの 14.5%の株式
を購入した。 
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一方で、MPS (鉄道省) は、Elginsky石炭鉱床と、Udokan及び Chineisky鉱
床への鉄道を建設するために、Kalar 地区に、大規模な鉄道建設能力を集結さ
せた。しかしながら、同鉄道はChineiまで建設されただけで、それ以降、荒廃
した状態になり、現在は、運用されていない。 
 
本プロジェクトの第一段階において、年間 500 万トンの鉱石と、年間 7 万から
7万 5000トンの銅精鉱の生産能力を有する試験的な選鉱場を、Udokan鉱床に
建設することが計画された。 
 
だが、最終的に、ZMCは、Udokanを開発することができず、ロシア連邦ロシ
ア天然資源省 (天然資源省)は、Udokan における ZMC のライセンスを取り消
した。こうして、Udokanのライセンスは、過去 10年間に 2度、取り消された。
それにもかかわらず、UMMCは、以前と同様に、Udokanの開発に参加する意
向であり、計画されている新しい Udokanの入札に参加する意向である。 
 
 
6.3.  Vysokogorsky鉱床の銅廃さい回収 
 
Ekont 社の例は、非鉄金属精鉱を得るための採掘・選鉱の生産に伴う廃さいの
加工処理に対する外国投資の一例である。 
 
Ekont 社は、Vysokogorsky 鉱床(Nizhny Tagil、Sverdlovsk 州) において
Fe-Cu 鉱石を採掘、加工処理しているが、ごく最近まで、鉄精鉱のみを回収す
るだけで、銅は廃さいにまわされていた。 
 
1992 年に、銅廃さいの加工処理のために、ジョイントベンチャーEkont 
(Ecology of Nizhny Tagil) が設立された（資本構成：Vysokogorsky GOK51%、
ドイツのMarvol Mining&Metals社 45%、Nizhny Tagil行政当局 4%）。2000
年までに、Ekont社は、廃さいを約 320万トン加工処理し、銅精鉱品位 26.5%
で 26,000t を回収した。同社は、引き続き廃さいを加工処理すると同時に、加
工処理技術を近代化し、加工処理量を増やしている。 
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6.4. Rubtsovskoe、Stepnoe、Korbalikhinskoe、Talovskoe 及び
Zarechenskoe多金属鉱床 
 
Altai GOK (Gornyak市) の近隣にあるAltai kraiには、いくつかの中規模高品
位多金属鉱床が存在する。それらは、Rubtsovskoe 鉱床、Stepnoe 鉱床、
Korbalikhinskoe鉱床、Talovskoe鉱床及び Zarechenskoe鉱床である。このグ
ループの亜鉛埋蔵量の総量は、約 400万トンである。 
 
Rubtsovskoe 鉱床を対象とした鉱山施設が長期にわたって建設されてきており、
1996年に生産を開始する予定になっていた。しかし、現在のところ、同鉱山は
まだ生産には至っていない。Rubtsovskoe 鉱山の計画生産能力は、年間で鉱石
25万トン (亜鉛量年間 2万 5000トン) である。 
 
1991年に生産を開始した Zarechensky鉱床もまた、生産に至っていない。近年、
同鉱床に再び関心が集まっている。(特に Rubtsovskoe と Korbalikhinskoe) 
1999年に、Zarechensky鉱床の開発権を、JSC Sibir-Polimetall companyが落
札した。同社は、Profidev (Cyprus) company と Altai krai行政当局によって
設立された会社である。Profidev (Cyprus) は、同プロジェクトに投資を行っ
ており、その請負業者となる可能性があるのは、Ennex (スイス・アイルラン
ド) と呼ばれる会社である。プロジェクト・コストは、約 4 億ドルと見込まれ
ている。 
 
その後、Profidev は、JSC Sibir-Polimetall company から撤退した。JSC 
Sibir-Polimetall companyは、今日まで、Korbalikhinsky鉱床開発に関するラ
イセンスを保有している。JSC Sibir-Polimetall companyの現在の支配的権益
は、UMMC によって保有されている。同鉱床では、ボーリングを含めて、計
画と試掘の作業が進行中である。KorbalikhinskyとZarechenskyの鉱床から生
じる鉱石を加工処理するため、Zmeinogorsk 市に、採掘・選鉱コンビナート 
(GOK) の建設が計画されており、2005 年春に稼働開始の予定である。同コン
ビナートには、二つの選鉱場が含まれる。一つは、金と銀を対象とした重力選
鉱場で、もう一つは、鉛・亜鉛のための浮遊選鉱場である。コンビナート建設
の推定コストは、1億ドルである。 
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6.5. Ozernoe鉛・亜鉛鉱床 
 
2004 年初頭のオークションで、Ozernoe 鉛・亜鉛鉱床が、民間の会社 JSC 
Techprominvestに 5500万ルーブルで売却された。注意すべきことは、このオ
ークションには、2 社しか参加せず、その両社とも IFC Metropol を代表する
Techprominvestと LLC Zenziver-2000だったということである。一方、参加
を予定していた中国の企業 Shui Kou Shan’社はオークションから閉め出され、
裁判所で、異議申し立てを行う意向である。Shui Kou Shan’社は JSC 
Zabaikalsky GOK (Chita州) とのジョイントベンチャーを設立する計画を立て
ていた。オークションの落札者は、ライセンス取得後、最大 4 年間、少なくと
も年間 100 万トンの生産能力で、コンビナートの稼働を始めなければならない。
さらに、次の 4 年間に、同コンビナートは、年間 600 万トンの鉱石の生産能力
に達しなければならない。 
 
しかしながら、現在、Techprominvestは、同鉱床のジョイントベンチャー開発
について、Zabaikalsky GOK及び Shui Kou Shan’との交渉を予定していると
いう。 
 
 
6.6. 金鉱山部門 
 
ロシアの金鉱山部門における外国投資は、金生産事業により厳しい規制がある
にもかかわらず、ベースメタル部門への投資よりはるかに多い。 
 
この部門で、外国資本の参加を得ている大規模ジョイントベンチャーの一つは、
Highland Gold Mining Ltd.である。同社は、投資会社である Fleming Family 
& Partners (同社の約 40%の株を保有)、金生産会社の Harmony Gold (南アフ
リカ、Highland Gold Mining Ltd.に約 30%の株式を保有)、及びロシアの民間
会社 JSC Mnogovershinnoe によって設立された。2002 年 11月に、管理会社
の Highland Gold Mining Russdragmet LLCが、ロシアに設立された。2002
年 12月に、Highland Gold Miningは、ロンドンのAIM取引所に上場された。 
 
Highland Gold Mining は、4 つの金鉱床を保有している。Mnogovershinnoe 
(Khabarovsk krai – 同社の主要な資産)、Darasun (Chita 州の Talatui と
Teremki を 含 む ) 、 Chukotka の Maiskoe 、 さ ら に 、 Chita 州 の
Novoshirokinsky金・多金属鉱床である。金の埋蔵量 （総計 525t ）に関する
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限り、Highland Gold Miningは、この国で金生産会社の上位5社のうちにラン
クされる。 
 
Novoshirokinsky鉱床を対象とした鉛・亜鉛鉱山と選鉱場の建設は、1994年に
中断され、現在に至っている。同鉱床の開発プロジェクトは、以前に計画され
ていた鉛と亜鉛中心の生産から金生産へと見直されている。 
 
外国資本の参加を得ているその他の金生産会社は、表 2に示されている。 
 
 

表２ ロシアにおける外国企業が資本参加している主要な金鉱山会社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deposit Type of ore Type of mining Foreign investor

Zun-Kholba Primary Underground High river Gold mines 

Irokidna Primary Underground High river Gold mines.

Leninsky Primary Quarry High river Gold mines

Darasun Primary Underground Peter Hambro Mining

Pokrovskoe Primary JSC Pokrovsky rudnik

Mnogovershinnoe Primary Quarry, underground Peter Hambro Mining

Kubaka Primary Open quarry Kinross Gold Corporation
Evenskoe Primary Underground Kinross Gold Corporation

exploitation (small)

Ametistovoe Primary Peter Hambro Mining

West Siberian territory

Buryatia republic

Operational (small)

Operational (small)

Operational 

Chita oblast’

Not exploited temporarily

Quarry

Far East territory

Amursky oblast’

Operational (large)

Under preparation for 

High river Gold mines

Khabarovsk krai

Operational (large)

Berezitovoe Primary (Au, 
Ag, Zn, Pb)

Under exploration (small)

Source: InfoMine database

Status (size)

Chukotka autonomous district

Kamchatka oblast’

Reserves outlined (medium)

Magadan oblast’

Operational (medium)
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7. 結論 
 
鉱物資源に関するロシア法の現行制度は、改善の方向に向かっており、実質的
に、国内の投資家たちと同様の権利を有する点で、外国人投資家たちに好まし
い投資環境を提供している。 
 
ロシア法の現在及び将来的な改正は、国内と外国の投資家双方のために、投資
環境をさらに改善するため実施されている。その趣旨は、鉱物資源利用のため
のライセンス取得手続きを簡素化し、加速させることにある。 
 
一方、競争を避けるため、ロシア資本家のロビー活動により、ロシアの天然資
源への外国資本のアクセスを制限する動きもある程度存在している。 
 
ロシアの鉱業部門への投資が成功するには、第一に、地方の官僚たちとの良好
な関係を作り出すことが肝要である。地方の行政当局は、依然として、鉱山事
業に影響力を保持している。この点の重要性は、Primorsky krai における
Glencoreと、Chita州における Chita Minerals Company Ltdの経験により、
実証された。第二に、ロシアにおける外国人投資家たちにとっての最良の選択
は、強力なロシア人のパートナー (当該地域の代表者がベスト) を持つことで
ある。これが実現した場合、該当する入札で勝利する可能性は、はるかに高く
なる。 
 
外国人投資家にとっての、もう一つの可能性のあるメリットとして考えられる
のは、ロシアの領土上で取得された鉱物資源 (鉱石、精鉱) の加工処理を同じ
地方で計画することであり、原料を国外に持ち出すのではなく、国内で加工処
理することにより、投資家は、連邦政府と地方政府の双方の行政当局からの支
援が期待されることが挙げられる。 
 
上述したように、今日、ロシアでは、大規模未開発鉱床は少ないが、同時に、
数多くの有望な非鉄金属鉱床が、現在、鋭意探鉱中である。いくつかの鉱床は、
埋蔵量の規模から大規模鉱床と評価することも可能である。たとえば、
Komi、Chukotka、Magadan 州の銅鉱床、Novaya Zemlya 群島の鉛・亜鉛鉱
床、及び Kamchatka の銅・ニッケル鉱床等である。しかしながら、これらの
鉱床は、アクセスが極めて悪い遠隔地にあり、厳しい気候条件下、インフラス
トラクチャーが未整備であり、鉱床の探鉱開発、及び必要なインフラストラク
チャーの整備のために、巨額な投資が必要になる点を十分に勘案する必要がある。 
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