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- 1 - アルメニア 

1. 一般事情 

1-1. 面積 2 万 9,800Km2（2003 年初） 

1-2. 人口 380 万人 

1-3. 首都 エレヴァン 

1-4. 人種 アルメニア人（93.3％）、アゼルバイジャン人（2.6％）、 

  クルド人（1.7％）、ロシア人（1.6％） （1995 年） 

1-5. 公用語 アルメニア語 

  （ｲﾝﾄﾞ・ﾖｰﾛｯﾊﾟ語族に属し、独立の一語派をなす。独自の文字を持つ） 

1-6. 宗教 キリスト教（東洋諸教会系のアルメニア教会） 

  国家、民族としても世界で最初に公式にキリスト教を受容した国である。 

1-7. 地勢等  

アルメニアの国土の 70％以上は標高 1500m 以上の山岳地域となっている。 

 

（Lonely Planet HP より） 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 共和制 

2-2. 元首 コチャリン・ロベルト大統領（任期５年 03 年 3 月再選） 

2-3. 議会 一院制（任期５年 定数 131 前回の選挙は 03 年 5 月） 

2-4. 政治概況   

1995 年議会選挙で与党勢力「共和国ブロック」が圧勝、同時に新憲法も国民投票で採択

された。 
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1996 年新憲法の下での最初の大統領選挙が実施され、テル・ペトロシャン大統領が再選

されたが、ナゴルノ・カラバフ問題1を巡り 1998 年 2 月に辞任。4 月になると前首相でナ

ゴルノ・カラバフ出身のコチャリン大統領が就任し、2003 年に再選された。 

1999 年国会内で首相、国会議長を含む 8 名の要人が死亡する銃撃事件が発生したが、現

在政情は一応安定している。 

2-5. 主要産業 冶金、機械、宝石加工（ダイヤモンド）、食品加工、農業（果樹） 

2-6. GNI  ２４．３億ドル 一人当たり 790 ドル（2002 年世銀） 

2-7. 通貨 アルメニア・ドラム（AMD） 

2-8. 為替レート １US＄＝472AMD（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 523.77 552.18 561.81 584.89 566.00 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易(03 年 CIS 統計委員会) 

輸出  6.8 億ドル：機械・設備、卑金属、鉱物製品 

輸入 12.7 億ドル：鉱物性製品、加工食品、化学品 

対日貿易（03 年財務省貿易統計） 

輸出 2.4 億円 ：モリブデン、骨董品 

輸入 4.2 億円 ：一般機器、自動車 

2-10. 経済概況 

2003 年におけるアルメニアの GDP 成長率は、前年記録(12.9%)をさらに上回る 13.9%を

達成、GDP の約 2 割を占める鉱工業生産も 15.0%と高い伸びを示した。同国は、2002 年 12

月には WTO への加盟を果たし、EU 諸国や米国との貿易が急伸している。 (出典：アルメ

ニア国家統計庁) 

 

3. 鉱業概要 

アルメニアは、非鉄金属、工業原料を産出する。特に銅とともに産出するモリブデンは

旧ソ連のモリブデン生産の 3 分の 1 を占めていた。その他に銅一亜鉛、金の採掘が行われ

ている。また、バライト、金、鉛、リチウム、セレニウム、銀、テリウム、亜鉛等が主要

非鉄鉱石から副産物とし回収されている。工業原料では、旧ソ連最大の生産量を誇ったパ

ーライトをはじめ、粘土、石材、石灰石、貴石を、他にダイアモンド、良質の鉄鉱石等を

                             
1 ナゴルノ・カラバフ問題とは、住民のおよそ 75％をアルメニア人が占めるアゼルバイ

ジャンのナゴルノ・カラバフ自治州の帰属に関することである。ソ連末期の 1988 年２

月、アルメニアにおける帰属変更を求める運動が高まりをみせるなか、それに反発した

アゼルバイジャン人によるアルメニア人襲撃事件がスムガイトにおいて勃発した。 
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産出する。燃料鉱物としては、地下深部の石油、天然ガス等の存在の可能性が知られてい

るが、開発は進んでおらず、米国等との J/V による探査が行われている。2 つの銅-モリブ

デン鉱山と幾つかの金鉱山が操業を行なっている。独立以来鉱業生産量は低下してきてい

るが、ここ数年は横ばいから上昇に転じている。 

 

主要鉱産物の生産動向 (単位：t) 

鉱種 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 対前年比 

金 0.4 0.4 0.4 0.4 ±0 % 

銅 12,200 16,800 16,300 18,300 +12.3 % 

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 3,100 3,400 3,600 2,800 -22.2 % 

出典：World Metal Statistics, March 2004 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

1992 年に Underground Resources Code として制定されている。 

その後の環境保護の高まりから、天然資源の実態的な管理は自然保護省（Ministry of 

Nature Protection）に移っている。 

鉱業法は、1992 年に CIS 諸国としては も早い時期に制定されたが、経済危機による国

家財政の逼迫から、鉱物資源の探鉱・開発予算は減少、外資による鉱山開発が国家再建の

重要項目として考えられていることから、外資に魅力的な国際基準にあった鉱業法となっ

ている。 

（鉱山開発の手続き） 

鉱山開発に係る手続ぎは以下のとおり.、また、探鉱・開発に係る契約の管理・監督は地質

局が行う。 

自然保護省地質局へ探鉱権の申請 

地質ファンドより確定鉱量の評価を受ける 

産業貿易省へ開発計画を提出 

産業貿易省より開発許可の付与 

地方政府に対する開発申請提出 

地方政府より開発許可の付与 

 

表)鉱業法の主な内容 

成立 1992 年 

政府との契約有無：必要(または指定業者との契約力{必要} 

主管官庁 環境保全省/産業貿易省(探鉱権:環境保全省地質局、開発権:産業貿易省) 

地下資源の所有権：国家(.リース権;利用権を与える) 
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外資規制 無制限(地質局との契約必要、外資に対しては各種費用等の割引等特権付与) 

(探鉱段階) 

探鉱期間 5 年間 

探鉱延長 可能 

探鉱権の譲渡・移転：詳細不明 

探鉱料  登録料のみ 

低支出義務 詳細不明 

優先的に採掘権取得：有 

(開発段階) 

大鉱区制限 当局との合意内容に基づく 

開発期間 探査と合わせて 25 年以下 

開発延長 可能? 

鉱業権の譲渡・移転：詳細不明(当局との合意内奮に基づく) 

ロイヤリティ 生産高の 1～6% 

低生産義務 詳細不明 

     注)詳細不明の項目は当局との交渉、契約・合意に基づくものと思われる 

 

条文の概要 

鉱業法は 9 章、51 条からなり、「資源利用の原則」、「地質評価の手順」、「企業形態」、

「鉱物資源の商業利用」、「鉱物資源保護」、「鉱物資源の登録」、「坑内設備の建設及

び操業」などについて規程している。 

1、鉱物資源は排他的に国家の所有するものであり、譲渡権を伴わない利用が認められてい

る。土地の私有を規程する法律により、土地と鉱物資源の所有の分離が確立されている。 

2、鉱物資源の利用者とは、外国法人を含む全ての法人 

3、アルメニア政府は地方政府も含めて鉱物資源の利用と保護に関する規制を行う。 

4、操業計画の登録を行い、当局から許可を受けた後、鉱物資源が無償で地質的評価のため

に提供される。 

5、鉱物を商業的に抽出するものは政府の定める金額を納めなければならない。 

6、商業的鉱物開発は利用者が得た許可及び当局との合意に基づいて行われる。地質ファン

ドに登録された鉱床の新規開発の許可は、規則に従って、競争を原則に行われる。新規の

商業的鉱床の探査・探鉱が契約に基づいて民間資本で実施された場合、投資家は排他的開

発権へを要求できる。 

7、開発中に得た地質学的或いはその他情報は、当局へ提出しなければならない。 

8、資源調査中に発見された商業規模の鉱物埋蔵量のデータは、当局専門家の検査対象とな

る。 

9、鉱物資源の利用者は、鉱物資源の合理的利用と保護を定めた規制に基づいた許可及び合
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意によって、妨害をうけることなく活動を行うことを認められる。 

10、政府が鉱物資源の利用及び保護のために特に認めたものは、利用者の活動を管理する

間、権利上の及び法律上の条件を提供しなければならない。合意できない場合は、法廷に

おいて解決されなければならない。 

11、アルメニアの国際的な合意が鉱業法で把握されている以上のその他について規程した

場合、国際的な合意が優先する。 

 

4-2. 鉱業政策 

アルメニア共和国政府は、1995 年以来、小規模から中大規模企業にまで及ぶ民営化を積

極的に進めており、2001 年、これをさらに促進させるための民営化 3 か年プログラムが国

会で承認された。作成された民営化すべき企業リストには、鉱業分野などの戦略的に重要

な国営企業も含まれており、主要鉱業企業が相次いで売却される背景にはこのような事情

がある。 

民営化、テンダー及び経済政策の立案は貿易経済開発省が行い、民営化の実務は国有資

産管理省が担当する。この他、外資誘致及び輸出促進を目的として 1998 年に設立された政

府機関である国家開発庁が鉱業政策に関与することになる。 

外国投資家は、アルメニア国内で行った経済活動の結果得た利益の本国送金を自由に行

えるし、輸出関税や外貨の強制売却などの制度も存在しない。法制度も整っており、経済

自由度も高いことから、CIS 諸国の中では 適のビジネス環境にあるとの評価が一般的で

ある。 

アルメニアは外資の権利(利益の本国送金、許可、関税、輸出制限等)に関して、魅力的

な投資環境を創るための努力を行っているとしている。主要鉱山、製錬所は、98 年～2000

年の問にすべてのを民営化される計画で、現在、民営化計画の第 3 段階に入っている。 

 

表)主な鉱業関係民営化企業 

企業名      業種     

Zangezur Copper－Molybdenum Mining and Beneficiation Complex  

銅一モリブデン採掘・選鉱 

Agarak Copper－Molybdenum Mining and Beneficiation Complex   

      銅一モリブデン採掘・選鉱 

Kapan Copper and Zinc Complex   銅・亜鉛 

Armzoloto Gold Miniｎg Complex   金採掘 

Kanaker Aluminum Fabrication Plant  アルミニウム加工 

Shogakhn Diamond Cutting Enterprise  ダイヤモンド加工 

Akhtala Copper Mining and Beneficiation Complex 銅採掘・選鉱 

(Mining Journal Oct. 9,1998 をもとに作成) 
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5. 鉱業関係機関 

鉱物資源開発に直接関係する行政機関は、自然保護省、産業貿易省である。 

 

5-1. 自然保護省(Ministry of Nature Protection) 

地質局、地質ファンド(地質情報センター)などの部局が鉱物資源開発の管理、調整を行

っている。 

 

5-2. 自然保護省 地質局(Geological Department) 

探鉱、開発を管理。探鉱権め申請先となり、許可発行・管理、探鉱・開発の契約に係る

手続きを行う。また、自ら、或いは指定する機関を通じて探鉱を実施。地質局内には 8 つ

の組織あり、人員は約 1,000 名。 

 

5-3. 地質ファンド(Geological Fund) 

探鉱を実施する際には地質ファンドに登録、評価を受ける必要あり。国内探査のすべて

の報告書が集められている(16,000 部)。国の鉱物資源量の見積りと使用量のバランスの調

整。 

 

5-4. 産業貿易省 (Ministry of Industry and Trade) 

鉱山冶金局（Department of Mining and Metallurgy）：探査、開発許可の発給、鉱山操業

の管理・監督を行う。 
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自然保護省の組織図 

 

 

6. 投資環境 

アルメニアは旧ソ連式の計画経済から自由市場経済への転換を計っており、関連法規の

整備をすすめ、民間企業の開発・育成等に努めている。また、政治・行政機構の改革(97

年に産業省、貿易省、経済省及び民営化・外国投資省の一部を合併、中央銀行による金融

制度導入等)も進められ、多くの民間企業が登場している。政府は 97 年までに全ての小規

模企業、中規模企業の多くを民営化し、世界貿易機構(WTO)への 98 年の加盟を計画してい

る。 

一方で、ナゴルノ・カラバフ問題2を巡る紛争により、アゼルバイジャン及びトルコから

の天然ガス・パイプライン、鉄道が封鎖され、国内産業、外資導入に影響を及ぼしている。 

                             
2 アゼルバイジャン共和国内の自治州で、1992 年に独立を宣言。アルメニア共和国のみが

承認し、アルメニア軍が出動した。1994 年にロシアの仲介により停戦。 

大臣 

(Minister) 

総務部 

(Central Administration) 

水文局 

(Hidrometereological) 

鉱物資源評議会 

(Mineral Resources Commission) 

国家自然保護査察局 

(Nature Protection 

State Inspection） 

特別保護区局 

(Special Protected 

Areas Department)

環境監視局 

(Enviｒonmental 

Moniｔoring Center)

情報解析局 

（Analitic Information 

Center） 

国家環境専門局 

(“State Environmental 

Expertise“State 

国立自然博物館 

(Armenlan Nature State 

Museum) 

地質局 

(GeologyDepartment) 

森林局 

(Forestry Department)
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6-1. 外資法 

1994 年に外資法が制定され、外国資本の保証と 5 年間にわたる関連法規の変更からの免

除を規定している。 

投資の優遇策として次のものが挙げられる。この優遇措置は外資が少なくとも 30%以上

の権益を保有しているものが対象となる。 

・外資所有比率の無制限 

・輸出税の免除 

・自由な外国為替 

・利益送金の自由 

・企業活動に必要な設備、半製品、原料等の輸入関税の免除。 

・投資開始後当初 2 年間の利益税の免除、その後 8 年間の利益税の 50%免除。 

 

外国投資家に対する規制の主な内容は次のとおり。 

・ 全額外資出資会社、代表部、関係機関、支店等の設立及び既存企業の買収 

・ アルメニア企業及び個人が出資する新:規J/V企業の設立及び既存企業の(部分的な)権

益取得 

・ 法律で公的に認められた異なる種類の証券の購入 

・ 土地利用に関する許可の取得或いはアルメニア企業及び個人が参加する天然資源利用

に関する鉱区契約。 

・ その他の所有権の取得 

・ アルメニア企業或いは個人との間の契約に基づくその他の事項 

 

6-2. 会社法 

6-2-1. J/V 形成と事業許可 

J/V は有限責任会社(Limited liability companies)或いは合資会社(joint stock 

companies)として登録される。また、資本金の 30%以上を外国資本が占める場合は税制上

の特典が与えられる。 

 

6-2-2. 登録 

外国人もアルメニア国民と同等に企業設立の権利を有ずる。ただし、特に重要な国有企

業、地方政府企業など許可されていないものを除く。登録をせずに事業を行うことはでき

ず、当局への登録完了後、業務を開始することができるものとし登録を 2 つの種類に分け

ている。すなわち、事業を新規に開始する場合の初期登録(initial registration)と事業

内容を変更・付加等する場合の登録(current registration)。 

J/V 登録に必要な一般的な書類 
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登録申請書 

アルメニアの現行法に基づいた企業の設立に関する書類 

特殊な事業を行う際の免許(必要に応じて) 

登録に関する法律で特に定める書類、外国企業は法人設立証明及び銀行からの信用状 

(在アルメニア米国大使館「ArmeniaCountryCo㎜ercialGuide1998」より作表) 

 

表）企業分類 

個人経営者(lndividual Businessman) 個人経営、従業員の雇用なし   

家族経営企業(Personal/family enterprise) 個人・家族による経営、法人格ではないが 

社名、銀行口座は開設可能、 

共同経営企業(Economic partnership) 設立合意書により 2 者以上の個人・団体に 

より設立、有限責任者と無限責任者より成 

る、法人格はなし、 

共同生産企業(Production Cooperation) 法人格、出資者の資産と役務に基づく、利

益分配は出資者により決定、法人・国家機

関は出資者となれない 

合資会社(Joint stock company)  低資本金 50,000dra 皿または 116 米ドル 

  (非公開)、206,000drｍまたは 465 米ドル、 

  出資者 低 2 名、出資比率に応じた有限責 

  任、経営陣は株主総会において決定  

有限会社:(Limited liability company) 低資本金 50,000dram、2 人以上の出鐸者 

 による株式のない株式非公開企業、有限責 

 任 

公益事業企業(Public service enterprise) 交通機関など当局に認可された公共性の 

 高い業務を行う株式公開・非公開企業 

JIV 企業(Joint venture status) 外国企業(個人)の現金等による投資によ 

  り設立される。外国企業参加、企業或いは 

  共同経営としての登録が必要。  

子会社(Subsidiaries)   全ての企業、法人はアルメ、ニア国内に子会

社をお、くことができる。子会社の資産は親会社に帰属する。  

 (在アルメニア米国大使館「Armenia Country Commercial Guide 1998」より作表)

  

6-3. 税金 

6-3-1. 利益税（法人所得税） 

(Profit/CorporateTax) 20％、農業部門には幾つかの免税者規程がある。 

課税対象 ：外資を含むアルメニア国内法人の在庫リース、権益持ち分、株式、課
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税前の証券等からの利益(生産・販売コストは除く)に対する。 

課税方法 :課税対象=総収入一 VAT 一内国消費税一コスト(その他税) 

税率  :30%基礎税率(銀行、証券会社を含む)70%カジノ、宝くじその他 

優遇措置 :表)優遇措置 

企業      優遇措置 

新たに設立された外資企業   2 年間の利益税免税 

外資権益が 50%以上で 10 万米ドル以上の J/V 企業 3～10 年目まで 50%免税、 

外資外資権益が 30～50%で 4～10 万米ドルの J/V 企業：30%免税、 

注)優遇措置を受けられない業種あり(飲食業、カジノ等) 

(在アルメニア米国大使館「Armenia Country Commercial Guide1998」より作表)、 

 

6-3-2. 所得税(Income Tax) 

課税対象者:アルメニアに永住権を有する個人(183 日以上居住)及び永住権を有しない

アルメニア国内で収入のある個人課税対象:労働、ロイヤリティ、事業、資産の賃貸、株式

等からの収入 

税率 :外貨建ての収入は現地通貨ドラム (Dram)に換算: 

低課税所得は 1,000Dra 皿/月、   

高税率は 30%( 低所得の 40 倍に対して) 

表)所得別税率 

所得        税率  

課税所得の 10 倍       12% 

低課税所得の 10～20 倍      18% 

低課税所得の 20～40 倍      25% 

低課税所得の 40 倍       30% 

(在アルメニア米国大使館「Armenia Country CommercialGuide1998」より作表)  

所得税 0-8 万 AMD：10％、8 万 AMD 以上：20％（インターネット情報による） 

 

6-3-3. 付加価値税(Value Added Tax:VAT)   

課税対象:法人、個人等による品物、労働及びその他サービスの提供輸出は課税対象となら

ない。税率 :20%或いは 16.67%(小売り業等)  

 

6-3-4. 物品税(Excise Tax)   

課税対象:特定の国内製品及び輸入製品(アルコール類、たばこ、乗用車、ディーゼル油等)、

輸出は課税対象とならない  
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税率  

表)品目別税率(抜粋) 

品目         税率  

ビール        50% 

アルコール飲料       25％ 

たばこ        100% 

乗用車        15% 

ガソリン        35% 

ディーゼル油        10% 

 (在アルメニア米国大使館「Armenia Country Commercial Guide1998」より作表) 

 

6-3-5. 資産税(Property Tax) 

課税対象：企業の資産(流動資産を除く)、住宅、その他建築物 (一ヶ月 低賃金：Minimum 

Wage の 850 倍を越えるもの及び家族当たり一ケ月 低賃金の 300 倍以上のもの)及び特定

の価値を超える家畜、自動車等。 

税率：企業課税対象資産の 0.2～0.8% 

個人一ヶ月の公定 低賃金の 850 倍を越える資産の 0.2% 

 

6-3-6. 源泉徴収税  

保険、運輸：5％、配当、利益、ロイヤルティ等：10％ 

 

6-3-7. 社会保障費等(Social Security, Pension, Employment fees) 

社会保障費は各企業より社会保険、年金、雇用基金に賃金の 36%に相当する額が拠出さ

れる。36%のうち 2%が国家社会保険基金に 34%が国家年金基金、雇用基金に充てられる。外

国法人が現地職員を雇用する場合には同様に社会保障費用を納めなければならない。更に

雇用主の拠出に加えて、全ての被雇用者は自己の賃金のユ.6%を年金基金に拠出しなければ

ならない。 

 

6-4. 労働事情 

6-4-1. 労働人口 

労働人口 ： 160万人(1996年) 

労働人口構成 : 農業23%、工業38%、サービス業37%・、その他2%(1995年推定) 

6-4-2. 失業率 ： 11.0%(1997年末)、7.4%(1996年末) 

(出典等:CIA、「World Factbook 1998,Armenia」、ロシア東欧貿易会、旧ソ連・東欧諸

国・モンゴル情報アルメニア)等より) 
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7. 地質・鉱床概要 
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7-1. 主要鉱床区 

アルメニアは主に小コーカサス帯(山脈)に属し、銅、金鉱床が多数分布する。鉱床区は

大きく 6 つに区分されている。北部から以下のとおり。 

プリンスカヤ帯 

鉱種 ：マンガン 

ソンヘトーカラバフスキー帯 

鉱種  ：銅一黄鉄鉱、銅一多金属、金一多金属、銅ポーフィリー、金鉱床 

生成時期 ：ジュラ紀～白亜紀、古第三紀 

スバンーアケリンスカヤ帯 

鉱種  ：金、金一多金属鉱床 

生成時期 ：古第三紀 

アンカワンーザンゲズール帯 (イランートルコーブルガリアへつながる銅ポーフィリー

帯) 

鉱種  ：モリブデンー銅、金、鉄スカルン、磁鉄鉱 

生成時期 ：原生代～古生代地層に古第三紀の酸性岩が貫入 

カパンブロック帯 

(ソンヘトーカラバフスキー帯がオフィオライトにより分離されたもの) 

鉱種  ：銅一黄鉄鉱、銅一多金属、金一多金属、銅ポーフィリー、金鉱床 

生成時期  ：ジュラ紀～白亜紀、古第三紀 

アラクシンスカヤ帯 

鉱種  :大規模な金属鉱床は発見されていない。 

生成蒔期 ：白亜紀～古第三紀 

アルメニアは鉱物資源に恵まれており、これまでに 480 鉱床が報告されているが、その

うちの 3 分の１が金属鉱山である。主要なものとして、鉄、銅、モリブデン、その他金、

銀、鉛、亜鉛等を含有する多金属鉱床がある。また、鉄鉱床には微量元素として、ゲルマ

ニウム、ガリウム、タリウム、ニオビウム、タンタルなどが含有される。 

非鉄金属の中で銅鉱床が も注目されているが、銅鉱床にはモリブデンが含有され、主

として南部の Kajaran、Kapan、Agarak、Shahumian と北部の Alaverdi、Shamlug、Akhtala、

Thoumanian、Teghut、Armanis に賦存する。旧ソ連のモリブデン埋蔵量の 35％はアルメニ

ア地域に存在していた。 

 

7－2. 主要金属鉱床 

(銅・モリブデン) 

カパン銅鉱床(Kapan) 
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鉱種  ：金、銅、鉛、亜鉛 

鉱床型  ：銅一黄鉄鉱鉱脈鉱床(カパン・ブロック帯) 

埋蔵  :量 ：金40t 

品位  ：Au4～2.3g/t、Cu1%、Zn2%、PbO.5%、Ag30～50g/t 

生産  ：金一多金属鉱床を90年初頭より開発中(露天掘及び坑内掘)、銅鉱石採

掘は中断。金1t/年、(処理能力は30万t/年、現在3分の1で操業) 

位置  ：タルメニア南部カパン市(車両にてエレバンより約4時間) 

カジャラン銅一モリブデン鉱床(Kadzharan) 

鉱種  ：銅、モリブデン 

鉱床型  ：ポーフィリー型銅鉱床(アンカワンーザンゲズール帯) 

埋蔵量  ：鉱量:18億t(12億t) 

品位  ：Cu 0.35%(Cu 0.5%)、Mo 0.05% 

生産  ：6,000t(銅金属換算、Cu 0.35%、Mo 0.05%)、露天掘 

位置  ：アルメニア南部カパン市西方 

生成時期 ：古第三期 

アガラク銅一モリブデン鉱床(Agarak) 

鉱種  ：銅、モリブデン 

鉱床型  ：ポーフィリー型銅鉱床(アンカワンーザンゲズール帯) 

埋蔵  :量 ：1.5億t以下 

品位  ：Cu 0.5%、Mo 0.027% 

生産  ：87万t(粗鉱:Cu 0.34%、Mo 0.027%)(97年) 

露天掘(1,400ｍ×800ｍ、深さ350m) 

位置  ：アルメニア南部カパン市南方、イランとの国境付近 

生成時期 ：古第三紀(始新世) 

 (金/金・多金属) 

シャオミャン金一多金属鉱床(Shahoumian) 

鉱種  ：金、銀、銅、鉛、亜鉛 

鉱床型  ：熱水性鉱脈鉱床(金一多金属鉱床)、(カパンブロック帯) 

品位  ：Au 2.4g/t、Ag 40～50g/t、Cu 0.45%、Pb 0.51%、Zn 2.4% 

生産  ：金12t(粗鉱) 

位置  ：アルメニア南部カパン市 

ソトク金鉱床(Sotk) 

鉱種  ：金 

鉱床型  ：石英一テルル化金鉱脈鉱床(ソンヘトカラバフスキー帯) 

埋蔵量  ：金100t以上、、Au:Ag＝1：2、 

数十本の鉱脈(延長1.5㎞以下×幅1～2..5ｍ) 
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品位  ：Au 6g/t 

生産  ：First Dynasty (加)とAmzort社のJ/VがF/S実施中 

位置  ：セバン湖東方、アゼルバイジャンとの国境(アゼルバイジャン名Zod) 

生成時期 ：古第三紀(暁新世、始新世) 

メグラゾール金鉱床(Meghradzor) 

鉱種  ：金 

鉱床型  ：石英一テルル化金鉱脈鉱床(ソンヘトーカラバフスキー帯) 

埋蔵量  ：金20～30t 

(鉱脈は15本、うち操業対象は6本、延長1.5㎞×幅1.5～１.8ｍ) 

品位  ：Au 7.5g/t 

生産  ：5万t/年、品位 7.5g/t、回収率70%(能力15万t/年) 

位置  ：セバン湖北方 

生成時期 :母岩は始新世の安山岩類、鉱化作用は漸新世? 

 

アルマニス金鉱床(Armanis) 

鉱種  ：金 

鉱床型  ：熱水性鉱脈鉱床(ソンヘトーカラバフスキー帯) 

埋蔵  :量 ：金12t以下(鉱脈は5～6本ゾーン) 

銅、鉛、亜鉛50万t 

品位  ：Au 4～6g/t 

生産  ：操業準備中 

位置  ：アルメニア北部アラベルディ市の南、グルジア国境付近 

生成時期 ：母岩は始新世の堆積岩、鉱化作用は漸新 
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出典：アルメニア共和国の資源開発環境 

 

出典：アルメニア共和国の資源開発環境 
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8. 鉱山概要 

国内には約485ヶ所の鉱床の鉱量が確定している(旧ソ連式の評価による)。そのうち、

24件が金属鉱床、21件が鉱泉(温泉)、41件が地下水、その他が非金属鉱床である。1999年

には、操業中の鉱山は7ヶ所、全てが5つの国営企業により経営されている。また、鉱床評

価が終了し、投資を待っている状態の鉱床が17ヶ所(貴金属、鉄鉱床を含む)ある。 

 

8-1. 銅 

8-1-1. カジャラン銅・モリブデン鉱山(Kajaran) 

南部のイラン国境近くで銅精鉱を生産しており、2003 年実績は 11,000t であった。2004

年 3 月、アルメニア政府は ZMMK の権益を売却( 低期待価格：130 百万 US ドル)するテン

ダーを実施し、その後、オファーを 9 月まで受付けて年末に売却する計画が示された。 

位置 ：ザンゲズール地方 (アルメ.ニア南部、アゼルバイジャン及びイランとの国境付

近、標高約 2,000m、車両にてエレバンより約 4 時間) 

コンプレックス住所 :377815,RA.Kagaran18.LernagortS ㎞ ery18 

経緯  ：1953 年出鉱開始(坑内堀) 

1957 年露天掘開始 

1980 年代銅精鉱 8 万 t/年、精鉱銅品位 15%、モリブデン 7,600t/年、( 盛期)従業員 5,000

名 

権益  ：ザンゲズール銅一モリブデン鉱業・コンプレックス Zangezur Cu-Mo 

Combine(ZMMK) (政府 100%) 

採掘法  ：露天掘(1.5 ㎞×1 ㎞、深さ 250ｍ、ベンチ高 15ｍ、標高 1800ｍ) 

生産量  ： 

  

 銅金属量 （千ｔ） モリブデン金属量 （千ｔ）

1999 9.0e 2.76 

2000 11.0e 3.08 

2001 11.4 2.94 

2002 11.7 2.88 

2003 11.0 2.76 

    出典：Raw Materials Data 

生産物  ：銅精鉱(銅 17%、金 13g/t)を生産(金回収率:43%) 

5,000t(銅金属換算)は国内北部のアラベルディ製錬所へ、1,000t はイランへ輸出 

モリブデン精鉱(アルメニアのほぼ全量を生産) 

設備  ：設備の 90%が旧ソ連製で老朽化、コスト高、非効率で精鉱品位が低い。

銅価下落により資金不足を来たし、設備の改修が進まない。 



 

- 18 - アルメニア 

従業員  ：1,300 名(選鉱所 400 名)操業体制:採掘は土日休、選鉱は 3 交代制の無

休 

銅鉱石  ：アルメニアの銅埋蔵:量の 90.7%、可採年 100 年 

鉱量  ： 17.7 億 t で、品位は Cu 0.25%、Mo 0.038%。 

(既採掘量:1～1.5 億 t、CuO.45～0.5%、MoO.056%) 

鉱床型  :銅ポーフィリー型鉱床：アンカワンーザンゲズール帯(イランからトル

コに連なる銅ポーフィリー帯)に位置する銅ポーフィリー鉱床。母岩はモンゾナイトで、漸

新世の熱水作用により鉱床が生成された。鉱石は目の粗いストックワーク状で産出するた

め、銅品位は鉱山全体的にわたって低い。また、モリブデンは薄いフィルム状で産出。水

平方向では北西一南東に方向に伸びるデハキンスキー断層に沿ってモリブデンの品位が高

くなり、素直:方向では深いほど銅品位が下がり、モリブデン品位が高くなる。 

 

8-1-2. アガラク銅鉱山(Agarak) 

位置  ：ザンゲズール地方 (カジャラン鉱山の南方イランとの国境付近、標高

約 2,000m、車両にてカジャラン鉱山より約 2 時間) 

経緯  ：80 年代( 盛期)精鉱 300 万 t/年を生産 

権益  ：Agarak Mining & Benefication Combine(Agarak GOK)アガラク銅一モ

リブデン鉱業・コンプレックス(政府)100% 

生産 

採掘法  ：露天掘(1,400ｍ×800m、深さ 350ｍ) 

生産量  ： 

 銅金属量 （千ｔ）

1999 800e 

2000 1,000e 

2001 － 

2002 4,000 

2003 5,000 

   出典：Raw Materials Data 

 

(1960 年代末、Dastakert 銅一モリブデン鉱床等と合わせてアルメニアのモリブデン鉱石の

80%以上を産出した。) 

生産物  ：銅精鉱(Cu20%、回収率 70%、Mo49～50%)を生産、イランへ輸出。モリ

ブデン精鉱はエレバンの酸化モリブデンプラントで処理。 

設備  ：設備のほとんどが旧ソ連製で老朽化、コスト高、非効率で精鉱品位が

低い、選鉱所は 98 年 9 月に操業を再開した(粗鉱処理量 4,000t/日)。資金不足から、設備
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の改修、選鉱用の薬品の調達が困難。将来的にはアルメニア南部に銅製錬所建設を計画(2

～2.5 万ｔ/年)。 

従業員  ：数 100 名 

埋蔵量  : 1.5 億 t (可採年数 15 年)、品位 Cu O.5%、Mo 0.027% 

(高品位部 0.415～0.6%は全体の約 20%を占める) 

地質・鉱床 

鉱床型  :銅ポーフィリー型鉱床、アンカワンーザンゲズール鉱床帯(銅ポーフィ

リー鉱床)に属する。 

2004 年 3 月、米国のトレーダーComsup 社に対し、600 千 US ドルと全負債の弁済を条件に

売却されることが決定している。 

 

8-1-3. カパン・シャオミャン銅鉱山(Kapan/Shaumian) 

位置  ：アルメニア南部カパン市(車両にてエレバンより約 4 時間) 

権益  ：カパン銅鉱業(Kapan copper mining directorate) 

鉱種  ：金、銅、鉛、亜鉛 

鉱床型  ：銅一黄鉄鉱鉱脈鉱床(カパン・ブロック帯) 

埋蔵量  ：金 40t 

品位  ：Au4～2.3g/t、Cu1%、Zn2%、Pb0.5%、Ag30～50g/t 

生産  ：金一多金属鉱床を 90 年初頭より開発中(露天掘及び坑内掘)、金 1t/年

(処理能力は 30 万 t/年、99 年当時は 3 分の 1 で操業)。銅鉱石（精鉱品位 22～25%;Kapan

鉱山の鉱石(品位 0・93%)から） 採掘は中断。 

銅・亜鉛精鉱(精鉱品位銅 16%、亜鉛 51%; Shaumian 鉱山の鉱石から)を生産。 

Kapan 銅鉱山拡張プロジェクト 

第Ⅰ期改修プログラム(3 百万 US ドル)を終え、今後、第Ⅱ期拡張プログラム(2 年間で

7.5 百万 US ドル)を開始し、生産量を 1.5 倍にする計画である。（2003 年鉱業の趨勢） 

 

8-1-4. アクタラ/シャムロウ/アラベルディ銅鉱山(Akhtala/Shamloug/Alaverdi) 

位置  :アルメニア北部アラベルディ(Alaverdi) 

権益  :シャムロウ銅鉱業(Shamlug mining directorate) 

鉱種  :銅、金 

鉱床型  :銅一多金属鉱床(ソンヘトーカラバフスキー帯)、 

埋蔵量  :アラベルディ 330 万 t 

シャムロウ 165 万 t 

生産  :アクタラ/シャムロウ銅鉱山(Akhtala/Shamlug)に対して、グルジアの

NoveMtebi 社が融資し、アラベルディ銅鉱山・製錬コンプレックス(Alaverdi)として

10,000t～20,000t/年の銅精鉱を生産(80 年代)、アラベルディ製錬所に供給していたが、
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89 年にアラベルディ製錬所が休止したため、アクタラ鉱山は採掘を中止、グルジアのマド

ネウリ銅多金属鉱山・冶金プラント (Madneuli)へ銅、鉛・亜鉛精鉱を供給した。また、

アクタラ銅鉱山の鉱石は金、銀を副産物として相当量含んでいると報告されている。

 現在の生産状況は不明 

 

8-2. モリブデン 

銅に随伴して産出し、世界 8 位の生産量を誇る。2003 年実績として、前出の Kajaran 鉱

山が 6,300t を、Agarak 鉱山が 600t をそれぞれ精鉱量ベースで生産している。我が国は、

2003 年にアルメニアからモリブデン精鉱 188t を輸入した。 

8-2-1. ダシュタケルト銅一モリブデン鉱床(Dastakert) 

位置  ：アルメニア南東部 

権益  ：ザンゲズール銅一モリブデン鉱業・コンプレヅクス 

(Zangeｚur Coｐｐer-Molybdeniuｍ Miniｎg and Beneficiation CoｍpIex) 

鉱床型  :斑岩銅鉱床(小コーカサス帯のSomkhito-Kafan鉱床帯) 

硫砒銅鉱一石英(花南閃緑斑岩、石英閃緑岩等の斑岩系花嵩岩類の接触

変成、熱水変成作用) 

生産  ：1960年代末、Agarak銅一モリブデン鉱床等と合わせてアルメニアのモ

リブデン鉱石の80%以上を産出した。 

 

8-2-2. 酸化モリブデン生産プラント建設計画 

アルメニア当局は、30百万米ドルを投じザンゲズール銅一モリブデン鉱業・コンプレヅ

クス(Zangezur)に酸化モリブデン生産プラント(生産能力8,000t/年)の建設を計画してい

る。政府は、1996年半、プロジェクトに合意、外国投資家を探している。（99年当時） 

 

8-3．フェロモリブデン生産 

アルメニアは1996年にカジャラン鉱山(Kajaran)からの精鉱をエレバン(Yerevan)にあ

る高純度鋼生産試験設備において処理、フェロモリブデンの生産を開始している。（99年

当時） 

 

8-4. 金 

アルメニアは世界的な金鉱床地帯といわれており、1997年の同国 大の金生産者

Armozolotoによれば、金の埋蔵量(旧ソ連方式の評価)は200tに及ぶとのことである。1976

年以降の金の累積隼産量は31.4t、うち20tが国内鉱から、残りはグルジア、カザフスタン、

ウズベキスタン等からの鉱石からのものである。 

(外資との金鉱山開発) 

アルメニアはゾヅド/ソトク金鉱山.(Zod/Sotk)及びメグラゾール金鉱山(Meghradzor)
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の増産(13t/年)に関して米国企業Nort American's First Dynasty Mines Ltdとの間で合意

に達し、97年10月に署名を交わし、98年8月までに生産を開始、新たに選鉱所も建設する予

定であったが、環境問題(セバン湖周辺への影響)等の再検討のため延期、98年6月に新たに

「Ararat Gold Recovery」の名前でJ/Vを形成、鉱山から120㎞離れたアララット選鉱プラ

ント(Ararat)において鉱石を処理し、99年までに6t/年の金回収を行う計画。主要鉱山は以

下のとおり。 

 

8-4-1．メガゾール金鉱山(Meghradzor) 

インドのSterlite Industries社が所有するArarat Gold Recovery Co.(AGRC社)が中央

部で操業している。この他、同社は、尾鉱からの金・銀回収を行っており、2003年には金

1.8t(対前年比44%減)、銀4tをそれぞれ生産した。（インターネット情報） 

位置  ：セバン湖北方 

鉱種  ：金 

鉱床型  ：石英一テルル化金鉱脈鉱床(ソンヘトーカラバフスキー帯) 

生成時期 :母岩は始新世の安山岩類、鉱化作用は漸新世 

埋蔵量  ：金20～30t (鉱脈は15本、うち操業対象は6本) 

品位  ：Au7.5g/t 

生産  ：5万t/年、品位7.5g/t、回収率70%(能力15万t/年) 

 

8-4-2．ゾッド/ソトク金鉱山(Zod/Sotk) 

位置  ：セバン湖東方、アゼルバイジャンとの国境 

鉱種  ：金 

鉱床型  ：石英一テルル化金鉱脈鉱床(ソンヘトーカラバフスキー帯) 

生成時期 ：古第三紀(暁新世、始新世) 

資源量  ： 18,800千ｔ 数十本の鉱脈(延長1.5㎞以下×幅1～2.5ｍ) 

品位  ：Au 3.595ｇ/t  出典：Metals Economics Group 

生産開始 ：1976年 

生産量   

 Au (t) 

1999 0.959 

2000 0.900e 

2001 1.900e 

2002 3.200 

2003 1.200 

出典：Raw Materials Data 
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8-4-3．アララット金回収プロジェクト(Ararat) 

アルメニア政府は米国企業「Global Gold社」との間で尾鉱からの金回収プラント建設・

運転に関する8年間のJ/V「Armenian Gold Recovery」を形成、Global Gold社は65%の権益

を取得、カナダ企業「Kilborn Engineering Pacific Ltd社」がプラント建設を担当。 

位置  ：アルメニア中部 

鉱床型  ：尾鉱処理 

資源量  ：20百万t(20年間の蓄積) 

品位  ：1g/t 

生産量  ：金生産750～800kg/年(金属量) 

鉱石処理能力 1.5百万t/年 

現在の生産状況は不明 
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9. 新規鉱山開発状況 

Zod/Sotk 金鉱床(Sevan 湖東方、アゼルバイジャンとの国境付近) 

AGRC 社がこれまでに 7 百万 US ドルを投資して開発中。鉱床から 160km 離れている前述

の尾鉱回収プラントまで鉱石を運搬して処理を行う予定とされ、2007 年までに金 8t の生

産を計画している。同社は、25～30 年の操業が可能との鉱量評価(金埋蔵量 100t 以上、品

位 Au 6g/t との情報もあるが、詳細は不明)を行っている。 

 

10.探査状況 

該当なし 

 

11. 製錬所概要 

インターネットおよび JOGMEC ニュースファラッシュ等の情報によると、Armenian 

Copper Program 社(ACP)は Alaverdi 銅－化学工場（同国北部）を 1998 年に再開し、2003

年は 6,300ｔおよび 2004 年には 9,500t の粗銅の生産を行なったと報じているが、詳細は

定かでない。 

アラベルディ銅製錬所(AIaverdi) 

鉱種  ：銅鉱床型:製錬、精錬 

能力  ：電気銅5万t/年 

生産  ：銅5,000t/年を熔錬、(旧ソ連時代は4.5万t/年の電気銅を生産) 

位置  ：アルメニア非部アラベルディ市、グルジア国境付近 

その他  ：鉄道の遮断により精鉱の手当ができず、ほぼ休止状態（99年当時） 
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鉱山製錬所位置図 

 

 

 

操業鉱山 

Kajaran  

探鉱開発・精錬所 無し 

  

12. 我が国の過去のプロジェクト実施状況 

該当なし 

 

資料 

・ 金属鉱業事業団  アルメニア共和国の資源開発環境 １９９９年 3 月  

・ Ministry of Industry and Trade：http://users.freenet.am/%7Efinsys/ 

・ Geological Server of Armenia：http://geo.sci.am/ 

・   

・ Armenia Development Agency：http://www.businessarmenia.com/index.html 

・ Armenia General Benevolent Union： 

・  http://www.agbu.org/agbunews/display.asp?A_ID=126 

Kajaran 




