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＜注目すべきポイント＞ 

2004 年に引き続き外国企業の鉱業投資が加速し、特に Ivanhoe Mines 社が南ゴビ地区において世

界 大級の銅、金鉱床の開発に向けて本格化している。一方、隣国中国からの鉱業投資が急増してお

り、中国の重要な鉱産資源供給基地となりつつある。 

 

1. 非鉄金属一般概況 

モンゴル経済にとって、鉱物資源は畜産農業

に次いで重要な産業である。2004 年の鉱工業

総生産に占める鉱業部門の比率は 55.4%に達し

ており、輸出構成をみても鉱物資源は輸出額全

体の 40.6%を占めるに至っている。モンゴル経

済にとって鉱業は非常に重要な産業として位置

づけられており、主な鉱産物はエルデネット銅

鉱山の銅・モリブデンを筆頭に金、石油、石炭、

蛍石などがある。 

モンゴルの輸出の約 60%は金、銅、石炭等の

鉱物資源で占められる。しかし、資金不足のた

め資源開発は外資系企業に頼らざるをえない状

況にあり、豊富な地下資源を自国経済発展の起

爆剤として生かしきれていない。 

 

2005 年の大きな鉱業の流れとしては、2004

年に引き続き外国企業の鉱業投資が加速してい

ることが挙げられる。カナダの企業 Ivanhoe 

Mines 社がモンゴル南部の南ゴビ地区において、

世界 大級の銅、金鉱床の開発に向けて本格化

している。一方で、隣国中国からの鉱業投資が

急増しており、中国の重要な鉱産資源供給基地

となりつつある。また、同時に Ivanhoe Mines

社が開発権を持つ石炭開発に関しても、開発に

必要な資金調達や共同開発に参加する企業を募

るなど、大型資源開発計画が実行されようとし

ている。また、この Ivanhoe Mines 社がもつ銅

資源開発及び石炭開発には日本の商社も参入し

ている。 

しかし、モンゴル政府の鉱業権益に対する関

心は 2005 年になって大きくなってきている。

2005 年 11 月には検討中の新鉱業法の案として、

モンゴル政府が同国鉱山のプロジェクト権益の

30%を取得する考えがあることが報じられ、数

十の鉱山企業及び探鉱企業が進出しているカナ

ダ鉱業界に衝撃をもって受け止められた。その

後、年末に Ivanhoe Mines 社よりモンゴル政府

との協議の結果、この考え方は消滅したとのア

ナウンスがあり、収束の方向で決着した（その

後一部のモンゴル政府の閣僚は権益をモンゴル

政府が持つべきとのコメントを出していること

から紆余曲折が予想される）。 

一方、国境を接する中国はモンゴルとの資源

面での関係が強まってきている。中国では驚異

的な経済発展の進展により、社会基盤整備に必

要な非鉄金属の消費が急速に伸び、国内での自

給が出来ないばかりか、世界市場の非鉄需給に

影響を与えるまでの消費をするに至っており、

中国政府の指導による海外展開が強力に推し進

められている。特に、モンゴルに接する地域の

中国の民間企業による開発投資が増えている。

モンゴルの鉱産資源に投資している企業は、大

部分が河北省、山東省、黒竜江省、内蒙古自治

区、甘粛省などのモンゴルと接している省にあ

る。 

 

2. 鉱業政策の主な動き 

モンゴルは、旧ソ連の崩壊とともに、1990

年代に社会主義政治体制、計画経済体制から民

主主義、市場経済への移行を開始した。モンゴ

ル政府は、世界銀行などの国際機関および西側

先進国の支援を受けて経済自由化、市場経済の

導入に必要な法の整備を開始している。鉱業に

関しては、1988 年旧体制下、人民会議におい

て採択された鉱業法（「地下資源法」）の改正作

業が、1992 年に開始され、1994 年に新鉱業法

が土地法などの関連法規とともに成立した

（1995 年施行）。また、1991 年に成立した外国

投資法は外国投資家の保護と税制面での優遇措

置を更に盛り込んで 1993 年に改正されるなど

法体系が整備され、外国資本の誘致へ向けての

制度の確立がはかられた。しかし、外資導入は

予想とおりには伸びず、1997 年に鉱業法の再

改定が行われたほか、外国投資法も 1998 年と

2002 年に外国企業により有利な内容に改正さ
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れている。モンゴル政府は 2004 年までに経済

成長率を 6%にするという目標を掲げており、

経済発展のために鉱業を重視し、鉱産物の輸出

の拡大を目指している。このために、モンゴル

政府は、上述の法制度の整備のほか、投資環境

整備の施策のひとつとして、地質情報の整備が

進められている。2004 年までに 20 万分の 1 の

地質図を全土に関して作成し、主要鉄道・道路

沿いやポテンシャルが高いと考えられる 1 部の

地域については 5 万分の 1 の地質図の作成を計

画しており、2001 年および 2002 年は 13 億ト

ゥグルグ、2003 年には 14 億トゥグルグ、2004

年には 20 億トゥグルグの支出を予定している。 

 

(1) 鉱業法概要 

モンゴル鉱業法(Minerals Law of Mongolia)

の概要は次のとおりである。 

・鉱業権を管理する政府機関は、MRAM の中に

あ る 地 質 ・ 鉱 業 登 記 事 務 所 (0ffice of 

Geology and Mining Cadaster＝0GMC)である。

0GMC は鉱業権の付与、鉱区の管理などを行

う。 

・鉱業権は、探査権(Exploration Licence)お

よび採掘権(Mining Licence)の 2 種類からな

る。 

・鉱業権の付与は先願主義である。 

・鉱業権は、国の特別保護地域（国立公園、自

然保護区、遺跡など）、あるいは地方政府に

よる保留地などの場合を除いて設定出来る。 

・鉱業権の有効期間は、探査権が 3 年間、採掘

権が 60 年間である。探査権は続いて 2 年間

×2 回の更新が可能である（合計 7 年間）。

採掘権は続いて 40 年間の更新が 1 回だけ可

能である（合計 100 年間）。 

・探鉱権者は探鉱鉱区内で発見された全ての鉱

物資源（石油、天然ガス、地下水を除く）に

対する採掘権取得に関して排他的な権利を有

する。 

・政府が探鉱や採掘に関与する場合は法人登記

された企業体を通じてのみ行われるとともに、

国有企業と私企業との間に 1 切の区別がなく、

国有企業に優遇策が与えられることもない。 

・鉱業権取得の手続きは明快、単純かつ迅速で、

探鉱権申請は 10 日以内に処理され、採掘権

申請は 20 日以内に処理される。 

・鉱業権は、全部でも部分的にでも自由に譲渡

可能であるとともに、担保として使用するこ

とができる。 

・鉱業権者は、鉱区内の鉱物資源を管理販売す

る完全なる自由を持っている。営業計画や操

業スケジュールを政府機関からの承認を得る

必要がない、ただし、情報としてまた、環境

管理の目的のため、鉱業権者は、操業計画お

よび作業報告を提出しなければならない。 

・2 百万 US$を超える鉱業投資プロジェクトに

対しては、税率の固定などを含む安定化協定

を政府と締結できる。・探鉱権の保有に関し

て、 低年間作業量および 低年間探鉱費の

制限がなく、探鉱権料を支払うだけでよい。 

・鉱業権はモンゴル人、外国人およびモンゴル

の法律に従って設立された法人が取得可能で

ある。 

・鉱業権のライセンス料は次のとおりである 

 探査権－1 年目 0.05US$/ha、2～3 年目

0.l0US$/ha、4～5 年目 l.00 US$/ha、6～7

年目 1.50US$/ha 

 採掘権－l～3 年目 5.00US$/ha、4～5 年目

7.50US$/ha、6 年目以降 l0.00US$/ha 

・採掘権のロイヤルティは、砂金の場合売上高

の 7.5%、砂金以外の場合売上高の 2.5%と定

められている。 

 

(2) 鉱業関係機関 

モンゴルでは鉱物資源に係る政策立案は産業

通商省(Ministry of lndustry and Commerce)

が担っており、その傘下の鉱物資源管理庁

(Mineral Resources Authority of Mongolia；

MRAM)が政策の実施機関(Implementing Agency)

となっている。MRAM は、モンゴル鉱業に関す

る情報の整理、鉱業権の発行、地質調査・研究、

地質データの保管を行っている。MRAM の業務

は次のとおりである。 

・探査権および採掘権の申請に関する登記およ

び決定 

・地質および鉱物資源に関する政策立案のため

の政府への地質・鉱業情報の提供 

・鉱業分野の発展に関する研究およびそれら情

報の提供 

・モンゴルの鉱業分野に投資をしょうとする個

人および法人への助言、支援および情報の提
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・モンゴルの鉱物資源および投資環境に関する

情報提供 MRAM は次の 4 つの主要部局からなる。 

①鉱業事務所（Mining of Office） 

② 地 質 ・ 鉱 業 登 記 事 務 所 (Office of 

Geological and Mining Cadaster) 

③地質事務所（モンゴル地質調査所） 

 (Office of Geology (Mongolian Geological 

Survey)) 

④ 地 質 情 報 セ ン タ ー (Geological 

Information Center、地質調査所内) 

鉱業事務所（鉱業局）は鉱産物の開発に係わ

る調査、モンゴル鉱業に関する統計の整備、環

境保全および労働安全に関する規則の策定を行

う。これには、国の鉱業政策への提言も含まれ

る。地質・鉱業登記事務所（鉱業権管理局）は、

鉱業権を発行する局である。鉱業権（探査権、

採掘権）の申請受付、審査、発行、管理を行う。

地質事務所（地質局）は、政策策定に必要な地

質情報を政府に提供することを役割とする。こ

のために、地質調査を実施し、地質情報の収

集・保管を行う。地質事務所内の地質情報セン

ターは地質情報の収集・保管に加えて、GIS 化

やリモートセンシングデータの解析などを実施

しており、地質情報の配布・販売も行っている。 

 

(3) 投資環境 

モンゴル政府は 1990 年代の政治・経済体制

の改革以来、経済の対外開放を進め、雇用創出、

技術移転などを進めるため、外国直接投資を促

進する政策を進めている。モンゴルの外国投資

政策の中心となるのは 1991 年に制定された外

国投資法（Foreign Investment Law）である。

外国投資法は、よりよい投資環境を作るために

1993、1998、2002 年に改正されている。外国

投資促進政策の中心となるのは規制緩和であり、

モンゴルの国内法に触れない限り全ての分野に

おいて外国投資が可能である。投資（有形・無

形を問わず）の 25%以上が外国資本による場合、

外国投資とみなされ、外国投資家は国内投資家

と同様に扱われる。また、利益や配当、資産の

売却代金の本国への送金は自由である。外国投

資の窓口となる機関は外国投資庁（Foreign 

Investment and Foreign Trade Agency、以下 

FIFTA」）である。FIFTA は外国投資に関するワ

ンストップサービスを行う機関であり、モンゴ

ルに投資をしょうとする外国投資家の手続きは

FIFTA から始まる。外国投資家が会社を設立し

ようとする際には、まず外国投資庁で外国投資

企業証明書を受ける。外国投資の許可が下りた

ならば、国家税務総局の登記所にて法人登記を

する。モンゴルの会社法によれば、会社には株

式会社（0pen or joint stock company）と有

限 会 社 （ closed or limited liability 

company）がある。会社設立時に必要な資本金

は株式会社が 10,000,000 トゥグルグ、有限会

社が 1,000,000 トゥグルグである。連絡員事務

所の設立に関しても、FIFTA に申請をする。事

務所の設立許可は当初 3 年間、その後は 2 年間

ずつの延長となる。鉱業や社会資本に対する投

資に関しては、安定協定を政府と締結すること

が可能である。これにより、10 年もしくは 15

年間、法人税などの直接税や輸入税の固定が保

証される。外国投資家に対する優遇策には次の

ようなものがある。 

 

①火力発電所、送電・配熱網、鉄道、道路、航

空、通信分野への投資の場合、当初 10 年間

の所得税免除および続く 5 年間の 50%免税。 

②石油、冶金、石油化学、自動車、電子機器分

野への投資の場合、当初 5 年間の所得税免税

および続く 5 年間の 50%免税。 

③製品の 50%以上を輸出する場合、当初 3 年間

の所得税免税および続く 3 年間の 50%免税。 

④上記以外の場合でも議会の承認により税に関

する優遇が得られる場合がある。 

⑤所得を事業に再投資する場合、課税対象所得

の減額。 

 

外国投資法によれば、外資法人は優先的にモ

ンゴル人を雇用しなければならず、外国人を雇

用する場合は特別な資格や技能を持っていなけ

ればならないとされており、社会保障・労働省

の許可が必要である。 

 

(4) 鉱物資源状況 

主な金属鉱産物は銅、モリブデン、金、蛍石

等である。銅及びモリブデンは、Erdenet 鉱山

から生産され、それぞれの精鉱及び SX/EW によ

るカソードが輸出されている。Erdenet 鉱山の
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年間生産量は、銅金属量で約 130,000t 前後、

その他 SX/EW 処理によるカソードが 1,500t 程

度生産している。銅はポーフィリーカッパー鉱

床が 重要であると位置つけられており、幾つ

かの鉱床が発見されている。現在では Erdenet

鉱床だけでなく、Oyutolgoi、Tsagaan Suvarga

などの鉱床が発見されている。金については、

ほとんどが砂鉱床からの小規模な採掘による生

産である。砂金以外には、浅熱水性金鉱床など

が知られている。金の生産量は 1993 年から

徐々に増大し、2001 年には 13,674t、2002 年

は 12,097t、2003 年は 11,118t と漸減している。

しかし、2004 年 3 月から中央県の Boroo 鉱山

が操業を開始したため、2004 年の金生産量は

大 き く 増 加 す る 見 込 み 。 本 鉱 山 は 、

CenterraGold 杜の露天掘り金山で、2004 年度

は 220,000oz の金を生産する計画。鉛・亜鉛の

鉱床は、東部の Tsav、Ulaan、Tumurtiin ovoo、

Salkhit、Mongon Ondor などに分布し、1 つの

小規模な鉱床区をなしている。現在稼行中のも

のはない（Tumurtiin ovoo が開発中）が、角

礫パイプ型（Ulaan）、熱水性多金属鉱脈（Tsav、

Mongon Ondor）、スカルン鉱床（Tumurtiin 

Ovoo、Salkhit）、炭酸塩岩を母岩とするもの

（ミシシッピバレー型、Khar Tolgoi、Modon）

などの鉱床タイプに分類されている。銀は、ポ

ーフィリーカッパー鉱床の副産物として生産さ

れているほか、浅熱水金・銀鉱床（モンゴル西

部の Asgot）、多金属鉱脈などの産出が知られ

ている。いずれも小規模なもので、稼行してい

るものはない。錫、タングステンの鉱化帯は、

モンゴルの中央部と東部に存在している。錫鉱

床は、三畳紀後期～ジュラ紀の優白質花南岩に

伴われ、小規模のものが数多くある。またそれ

に由来する漂砂鉱床がある。タングステン鉱化

作用は広範囲に確認され、しばしばモリブデン

を伴い、鉱脈型、ストックワーク型、グライゼ

ン型などの鉱床タイプが知られている。錫、タ

ングステンの稼行している鉱山はない。レアア

ース鉱床は、古生代中～後期、中生代の優白質

花岡岩に伴われ、モンゴル西部と南部、北部に

存在しているが、現在稼行中のものはない。そ

の他、浅熱水性蛍石鉱脈、火山岩を母岩とする

ウラニウム鉱床などの産出が知られている。 

 

① 銅 

エルデネット鉱山は 1978 年にロシアとの合

弁で生産が開始された鉱山であり、銅金属量で

年産 140,000t の能力がある。また、1996 年か

らは堆積場で SX-EW 処理によるカソードカッパ

ー生産も行っており、年間 1,500t 程度を生産

している。2002 年末に 12 年間に及ぶモンゴル

政府とロシア政府間のエルデネット鉱山に関す

る JV 契約が終了し、新たな契約交渉が始まっ

た。モンゴル側は権益の大幅増を望んだが、交

渉は長期化し、結局 2003 年 7 月にそれまでと

同じ権益比率（モンゴル 51%、ロシア 49%）で

5 年間の契約が締結された。 

エルデネット鉱山の資源量は 2,295 百万 t

（銅品位 0.5%、モリブデン品位 0.014%、銀

1.81g/t、金 0.05g/t）で、深部にはさらに銅

1.4 百万 t、モリブデン 37,000t が埋蔵されて

いる。タングステン鉱石もその中に含まれてい

る。 

 

② 金 

モンゴルにおける金は、ほとんどが漂砂鉱床

のものであるが、その生産量は年々増加してい

る。1993 年に、それまで政府が独占していた

金鉱床の開発を民間企業に認めるなど、金鉱床

開発促進施策を実施したことから金の生産が伸

びてきている。また、1997 年までは生産され

た金は政府価格で中央銀行の売却が義務付けら

れていたが、鉱業法の改正により中央銀行、ま

たは市中銀行に市場価格で売却できるようにな

った。 

市場経済化後の 1997 年から個人採掘が認め

られてきているが、許認可の段階で手続きが煩

雑な事から時間がかかり、汚職の温床といった

マイナスの効果から、正規の申請を待たずに、

盗掘するものが後を絶たない。 

金の生産量は 1996 年までは 5t を下回った生

産量であったが、市場経済化後の生産は毎年増

加し、特にここ数年は急増しており、2004 年

は対前年比 57.7%増の 17.5t、2005 年は対前年

比 37.7%増の 24.1t となった。 

 

③ 亜鉛 

モンゴルにはこれまでは大型の亜鉛鉱山は無

かったが、2005 年 8 月に Tumurtiin ovoo（ツ
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ムルティン・オボ）亜鉛鉱山開発が起工した。

埋蔵鉱量は 103 万 t。 

これまで World Metal Statistics 統計値と

して亜鉛生産量は出ていなかったが、2005 年

より記録され 2.28 万 t を生産した。 

 

④ 石油・石炭 

モンゴルでは、これまであまり石油探査が行

われてきておらず、ポテンシャルが不明である

が、埋蔵量 40～60 億バーレルとの試算もある。

1993 年から英国の Soco International 社がモ

ンゴル東部の Tamtsag 盆地で探鉱活動を行って

おり、テスト生産が行われている。一方、石炭

は年間 5 百万 t 程度生産されており、主に暖房

や発電に使われている。モンゴルの石炭埋蔵量

は 1,000 億 t 以上との試算もあるが、そのうち

南ゴビ地方の Tavan Tolgoi 炭田は、埋蔵量 50

億 t といわれており、オユトルゴイ鉱床と 1 体

となった開発が期待されている。同炭田は、首

都ウランバートルの南方 540km の Ulaan Nuur

盆地に位置する。UIaan Nuur 盆地には Tavan 

Tolgoi 炭田のほか、Uhaahudag 炭田、Eastem

炭田、Bortolgoi 炭田があり、これら埋蔵量の

合計は 64 億 t（うち原料炭 l8 億 t、一般炭 46

億 t）と推定されている。なお、Tavan Tolgoi

炭田に関しては、世界銀行グループの融資によ

ってプレ F/S が終了している。 

 

3. 主要鉱山物の生産・輸入・消費・輸出動向 

(1) 鉱産物の生産及び消費 

モンゴルの主要鉱物資源は銅、モリブデン、

金、蛍石、鉛・亜鉛等であるが、統計が整って

おらず、銅精鉱、モリブデン精鉱、金鉱の生産

量推移のみ表１に示す。 

 

表 1 モンゴルの鉱物資源精鉱生産推移(金属量) 

単位：千 t 

 2001 2002 2003 2004 2005

銅精鉱 136.4 134.4 131.5 130.0 129.0

モリブデン 1.4 1.6 1.8 1.2 1.2

金（t） 13.7 12.1 11.1 17.5 24.1

亜鉛 0 0 0 0 22.8

出典：World Metal Statistics 2006.5 

 

(2) 貿易等（2004 年） 

モンゴルの主要輸出品目は鉱産物および牧畜

産品であり、特に鉱産物（銅精鉱、モリブデン

精鉱、蛍石など）は輸出の中で大きな割合を占

めている。同国の 2004 年の貿易総額は 18 億

6,500 万ドル（暫定値）で、2003 年の 13 臆

8,700 万ドルの 34.4%増となった。2004 年の輸

出額は鉱物資源、牧畜産品が中心で 8.53 億ド

ルで、2003 年の 6.00 億の 42.2%増、輸入額は

石油製品、自動車、機械設備類、日用雑貨、医

薬品などが中心で 10.11 億ドル、2003 年の

6.002 億ドルの 28.5%増となった。 

 

鉱物資源の輸出量は、2005 年の銅精鉱輸出

は対前年比 3.9%増の 58.47 万 t となったが、

モリブデン精鉱は 2004 年とほぼ同量の 2.4t と

なった。モンゴルの鉱産資源輸出量の推移を表

２に示す。 

 

表 2 主要鉱物資源の輸出量の推移 

 2001 2002 2003 2004 2005
銅精鉱 
(1,000t)

540.9 548.6 568.9 562.6 584.7

モ リ ブ デ ン 精 鉱
(t) 

3.0 3.5 4.0 2.3 2.4

蛍石精鉱
(1,000t)

214.1 192.5 257.4 140.5 データ無し

出典：World Metal Statistics 2006.5、Monthly Bulletin of Statistics 2005.12 

 

モンゴルの銅精鉱の輸出先別輸出量は統計が

入手出来なかった。従って、モンゴルの銅精鉱

の大部分が中国に輸出されていることから、中

国のモンゴルからの輸入量を表３に示す。 

 

表 3 中国のモンゴルからの銅精鉱輸入量 

（単位：t） 

 2001 2002 2003 2004 2005 

銅精鉱 469,496 471,543 557,333 556,184 558,554

出典：World Metal Statistics 2006.5 

 

4. 鉱山会社活動状況 

(1) Ivanhoe Mines 社 

Ivanhoe Mines 社はカナダの鉱山会社で、ミ

ャンマーの Monywa 銅鉱山やオーストラリア

Savage River 鉄鉱山を所有する他、アジア地

域で探鉱活動を行っている。中でもモンゴル、

特にオユトルゴイ鉱床の開発は も力を注いで

いるプロジェクトである。同社はオユトルゴイ

鉱床がある南ゴビ地域を中心に、モンゴル国内
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に約 90,000 平方 km の探鉱鉱区を有している。

オユトルゴイ銅鉱床は、モンゴルの首都ウラン

バートルの南方約 530km、中国との国境から約

80km に位置する。1996 年に BHP 社がオユトル

ゴイ鉱床を含む 1,350km2 の鉱区を取得し調査

を開始した。BHP 社は 1998 年までに 23 孔、

3,800m のボーリングを含む探鉱を実施したが、

探鉱予算の縮小に伴い、調査を中断した。2000

年に Ivanhoe Mines 社が BHP 社よりオユトルゴ

イ鉱床の権益を取得し、探鉱を再開した。同社

が積極的に探鉱を実施した結果、周辺への広が

りも確認され、ワールドクラスの銅鉱床となっ

た。オユトルゴイ鉱床を含む地域の鉱業権は

2003 年末に探鉱権から採掘権に変更されてお

り、Ivanhoe Mines 社は開発の準備を進めてい

る。Ivanhoe Mines 社は同鉱床の精鉱を中国に

輸出することを考えており、上述の Tavan 

Tolgoi 炭田からオユトルゴイ鉱床を経て、中

国のバイヤンオボ鉱山まで鉄道を敷設し、精鉱

を輸送する構想である。Ivanhoe Mines 社は、

2003 年 4 月に中国国際信託投資公司（CITIC）

とオユトルゴイ鉱床の開発に関して協力するこ

とに合意し、Ivanhoe Mines 社がモンゴル政府

に、CITIC が中国政府に鉄道建設を働きかける

としている。 

 

(2) Cameco 社 

Cameco 社は、カナダに本社におく鉱山会社

であり、ウラン採掘では も生産量の多い会社

の 1 つである。同社は、ウラン以外にも金の生

産も行っており、キルギスの Kumutor 金鉱山の

3 分の 1 の権益を有している。モンゴルには約

3,000 平方 km の探鉱鉱区を有している。2002

年 3 月に Cameco 社は、ウランバートルの北西

約 ll0km に位置する Boroo 金鉱床の権益

（95%）を有する AGR 社の 56.3%の権益を取得

した。Boroo 鉱床は、石英脈に伴う金鉱床であ

る。2003 年中に建設を終え、2004 年から商業

生産の予定である（年産金 l75 千 oz）。また、

Cameco 社の探鉱鉱区の中には Boroo 鉱床に隣

接しているものがあり、探鉱結果次第では金生

産の伸びが期待される。 

 

(3) Gallant Minerals 社 

ロンドンに本社を置く Gallant Minerals 社

は、モンゴルに多くの探鉱鉱区を有し、銅・金

鉱床をターゲットに積極的に探鉱を実施してい

る。主な探鉱地域としては、ゴビ・アルタイ県

の Biger 鉱床、ウムヌゴビ県の Toste 鉱床およ

び Tsakhir 鉱床があり、いずれもポーフィリー

カッパー鉱床である。同社の探鉱戦略はグラス

ルーツからの鉱床発見であり、これらプロジェ

クトにおいてもまだ目立った成果は上がってい

ない。なお、同社はオーストラリアの WMC 

Resources 社との JV で Khuvyn Khar 鉱床の探

鉱も実施している。 

 

(4) QGX 社 

カナダの QGX 社は 1994 年以来モンゴルで探

鉱活動を行っており、西側の企業で初めて探鉱

権を得た企業である。同社は現在 30,000 平方

km 以上の探鉱鉱区を有しており、主に金をタ

ーゲットに探鉱活動を行っている。主な探鉱鉱

区としては、Golden Hill 鉱床（モンゴル西部、

塊状硫化鉱の酸化帯）、Erdene To1goi 鉱床

（モンゴル南東部、オユトルゴイ鉱床を含むポ

ーフィリーカッパー鉱床帯の延長）、Onon 鉱床

（モンゴル北東部、浅熱水金鉱床）、Uhaa 

Hudaag 鉱床（石英脈）が挙げられている。い

ずれの鉱区においても、トレンチ調査やボーリ

ングを実施している。なお、QGX 社はオユトル

ゴイ鉱床近傍に Kharmagtai、Turquoise Ridge、

Shuteen の 3 鉱区を有しており、それらの探鉱

に関して Ivanhoe Mines 社と JV 契約を締結し

ている。 

さらに、モンゴル北東地域に位置する Undur 

Tsagaan モリブデン－タングステン鉱床の権益

を取得した。ウランバートルから東 300km の

Khenti 県に位置し、鉱床はモリブデン、タン

グステン、ビスマス、ベリリウムが含まれる。

鉱床サイズはまだ明らかにはされておらず、

1997 年と 1982 年にロシア－モンゴル共同チー

ムがボーリング調査を実施している。 

 

(5) 中国有色鉱業集団有限公司 

中国有色鉱業集団有限公司（中国有色集団）

傘下の中国有色金属建設股份有限公司は、

Tumurtiin ovoo 亜鉛鉱山開発プロジェクト推

進するためモンゴル政府と合資企業を設立して

いる（株式比率は中国有色金属建設股份有限公
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司 51%、モンゴル側（国）49%）。Tumurtiin 

ovoo 亜鉛鉱床は露天掘り鉱山として開発され、

採掘可能な亜鉛鉱量（亜鉛金属量）は 103 万 t、

平均品位は 12%～13%となり不純物が少ないの

が特徴。 

Tumurtiin ovoo 亜鉛鉱山開発は、中国にと

ってモンゴルでの 大投資の資源開発プロジェ

クトとなる。本プロジェクトは中国・モンゴル

両政府にとって双方利益になるものとして歓迎

されているという。2000 年 4 月にモンゴル大

統領はプロジェクトの定礎式に出席し、2003

年 6 月には胡錦涛主席がモンゴルを訪問した際、

Tumurtiin ovoo 亜鉛鉱を中国・モンゴル協力

プロジェクトの模範工事とさせると明言し、ま

た 2004 年 5 月には在モンゴル中華人民共和国

大使館高樹貿大使、モンゴル副総理がはく土発

破式に出席するなど中国側はかなり重要視して

いる。 

Tumurtiin ovoo 亜鉛鉱山建設プロジェクト

は 2003 年 10 月より建設を開始し、建設計画と

おり進めば、Tumurtiin ovoo 亜鉛鉱山は 2005

年 8 月に竣工。亜鉛鉱の設計能力は採掘・選鉱

量が 30 万 t/年で、亜鉛 3.3 万 t/年（金属量）

の亜鉛精鉱を生産し、全ての亜鉛精鉱は中国国

内向けに販売する予定。 

 

(6) 三井物産 

3 月 30 日、Ivanhoe 社と三井物産がモンゴル

の銅/金と石炭プロジェクトの開発やそれに伴

う電力供給設備、交通設備の開発や他のインフ

ラ事業を共同で行っていくことに関し、それぞ

れが覚書に署名をし、戦略上友好な提携関係を

確立したことを発表した。当面、 新鋭発電所

の建設、送電施設、道路、鉄道施設などの開発

に携わっていく予定。Ivanhoe 社と三井物産の

戦略提携による 初の焦点は、Ivanho 社の銅/

金プロジェクト、新たに発見された石炭鉱床の

開発や他の資源開発を支援するため、モンゴル

南ゴビ地域の統合的なインフラ整備を推進する

予定。覚書の主な内容は以下のとおり。 

a. モンゴル南ゴビ地域のインフラ整備の共同

開発への合意。Ivanhoe 社は地域への電力

供給のため、環境に配慮した 新鋭の電力

発電設備開発を目的とした South Gobi 

Power Development Corporation (SGPDC)

を設立、三井物産もこの設立に参加する。 

b. 三井物産は Ivanhoe 社が 近発見した石炭

鉱床、Tavan Tolgoi 開発への参加も視野に

あることを表明。Tavan Tolgoi 石炭プロジ

ェクトはモンゴルと中国の国境から約 40km

北にある Nariin Sukhait で発見された鉱

床で、非常に質の高い瀝青炭が含まれてい

る。Ivanhoe 社と三井物産は Tavan Tolgoi

鉱床も含め、他の石炭プロジェクトの共同

開発も進めていく。 

c. 三井物産は Ivanhoe 社の Oyu Tolgoi 銅/金

プロジェクト開発参加にも興味があること

を表明。Ivanhoe 社は三井物産の同プロジ

ェクトへの株式投資を検討することに合意。 

 

(7) その他 

ここ数年間では中国企業のモンゴルにおける

鉱業投資が、規模は大きくないが盛んに行われ

ている。例えば、山東祥龍公司は不動産専門の

企業であるが、モンゴル国内の鉛亜鉛資源開発

に 500 万ドルを投資する計画であるとか、内蒙

古自治区の民間企業が鉛・亜鉛鉱山開発 7,000

万ドルを投資するといった資源開発投資案件が

増えてきている。また、首都鋼鉄集団は 1 億

6,000 万ドルを投資し、モンゴル国内に鉄鉱石

生産基地を建設するとし、包頭鋼鉄集団は蒙俄

鉱業金属公司と巴日格勒図鉄鉱床の共同採掘の

準備を進めている。さらには、中国とモンゴル

の合資企業で金鑫旺公司は、4,800km2 の探査権

を入手し、金、タングステン、石油等の鉱徴を

捕捉したとの情報もあり、中国のモンゴルに接

した地域の民間企業による開発投資が増えてき

ている。 

一方、中国政府とモンゴル政府が緊密な関係

を構築しつつある。2005 年 11 月、モンゴルの

エフンバヤル大統領と中国の胡錦濤国家主席が

会談し、政治・経済両面でパートナー関係を強

化し、モンゴルの資源開発やインフラ建設で協

力していくことを確認し、今後両国が資源開発

面でも政府支援の体制を全面に出し、協力して

いくことになることが予想される。 

 

5. 鉱山・製練所状況 

モンゴルにおける非鉄金属関係の操業鉱山と

しては、Erdenet 銅・モリブデン鉱山と Boroo
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金鉱山がある。その他小規模な金鉱山（おもに

砂金採取）が操業中と考えられるが、詳細は不

明である。なお、モンゴルには製錬所が無い。 

Erdenet 鉱山は 1978 年にモンゴル政府とロ

シアの合弁で生産が開始された銅・モリブデン

鉱山である。Erdenet 鉱山の銅生産能力は

140,000t/年（金属量）である。1996 年からは

堆積場で SX・EW 処理によるカソードの生産も

行っている（年間 1,500t 程度を生産）。Boroo

金山は 2004 年 3 月操業開始の CenterraGold 杜

の 露 天 掘 り 金 山 で あ る 。 生 産 規 模 は

220,000oz/年。 

 

(1) 新規鉱山開発状況 

Tumurtiin ovoo 亜鉛鉱床：モンゴル東北部 

Choibalsan の南約 l70km にあるスカルン鉱

床。現在、Mongolian Metalimpex 社と中国

有色金属建設集団の合弁にて開発中。 

Oyu Tolgoi 銅・金鉱床：南ゴビ地域の中国国

境近くに位置するポーフィリーカッパー鉱床。

Ivanhoe Mines 社が現在 F/S 中（金属資源レ

ポ-ト、2004.ll）。 

 開発計画に関し、モンゴル政府との契約交渉

にかかる期間が少なくとも 6 ヶ月延長される

可能性が出た。これはモンゴル政府が専門家

委員会を設け、プロジェクトの契約内容、税

率、免税期間等の税制について、再検討する

との決定が下されたのが理由。 

 その他、モンゴル東北部 Choibalsan 近くで

のウラン鉱床の開発計画などがある。 

 

2005 年８月、カナダの鉱山企業 Erdene Gold

社がモンゴル南部の Zuun Mod ポーフィリー＆

モリブデン開発プロジェクトを立ち上げた。対

象となる地域は中国国境からほど近く、中国国

境から北に 95 マイルに位置し、モリブデンの

鉱化ゾーンは幅が 1.6 マイルと広い。 

同社は、発展著しい中国経済が暫くは持続的

に推移し、併せてステンレスの需要等が今後も

堅調に推移すると引き続くと見込んでおり、モ

リブデン需給は長期にわたってタイトになると

予想しており、本モリブデン鉱床開発に着手し

ている。 

 

 

(2) 探査概況 

モンゴルにおける鉱山開発および探査状況に

関しては、2002 年 11 月にウランバートルでモ

ンゴル政府と世界銀行共催で開かれた“モンゴ

ル投資フォーラム”において提示された資料に

は、主要プロジェクトが 46 件掲載されている

（石油・天然ガスを除く）。それらの内、貴金

属、非鉄金属関係のプロジェクトは次に挙げた

34 件である。2005 年に入って Ivanhoe は、BHP 

Billiton とモンゴルの南ゴビ砂漠で空中重力

探査を実施するために J/V 契約を締結したこと

を明らかにした。本調査対象には、現在、

Ivanhoe が探鉱中の Oyu Tolgoi、Kharmagtai、

Yellow Hills 等のコア地域は含まれていない。

契約内容は、BHP Billiton が 28,000km2の対象

地域において計 3 万 km の FALCON 空中重力探査

を行うもので、2006 年末までに BHP Billiton

が費用の全額(8 百万ドル)を負担し、50%の権

益を確保しようというオプション契約。Oyu 

Tolgoi プロジェクトは、もともと、 BHP 

Billiton が 7 年前に発見した鉱床で、5 年前に

Ivanhoe がファームインし、3 年前に完全撤退

していた。 

 

なお、図 1 にプロジェクトの分布図を示す。 

1.Ereen：Au、Ag、Cu、探鉱プロジェクト 

2.Tavt：Au、Ag、Cu、探鉱プロジェクト 

3.TsagaanTolgoi：Au、探鉱プロジェクト 

4.Sukhait：Au、探鉱プロジェクト 

5.Khulmannuur：Au、Cu、探鉱プロジェクト 

6.Barlaggol：Au、砂金プロジェクト 

7.Dakhynkhar：Au、探鉱プロジェクト 

8.Khunkher：Au、探鉱プロジェクト 

9.Ikht0khoir0l：Au、砂金プロジェクト 

10.Humul、Au、探鉱プロジェクト 

11.Uherchuluut、Au、Pt、砂金・砂白金プロジ

ェクト 

12.UndurITsagaan：Mo、W、探鉱プロジェクト 

13.YUguzer：W、MO、探鉱プロジェクト 

14.Ariinnuur：M0、Cu、探鉱プロジェクト 

15.Tsav：Ag、Pb、Zn、探鉱プロジェクト 

16.Ulaan：Pb、Zn、探鉱プロジェクト 

17.Salhit：Ag、Pb、Zn、探鉱テロジェクト 

18.BOorj：Ag、Pb、Zn、探鉱プロジェクト 

19.HarTolgoi：Pb、探鉱プロジェクト 
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20.Haraat：Zn、探鉱プロジェクト 

21.Tumurtiin ovoo：Zn、開発中 

22.TsagaanSuvarga：Cu、探鉱プロジェクト 

23.HurAdar：Cu、探鉱プロジェクト 

24.Umnugobi：Cu、探鉱プロジェクト 

25.SharT0lg0i：Nb、Ta、探鉱プロジェクト 

26.HuhDelUlaan：Li、Ta、Nb、探鉱プロジェクト 

27.MunkhtiinTsagaanDurvuljin：Li、Rb、Cs、

探鉱プロジェクト 

28.HalzanBuregtei：Ta、Nb、REE、探鉱プロジ

ェクト 

29.Lugiing0l：REE、探鉱プロジェクト 

33.Asgat：Ag、探鉱プロジェクト 

34.MungunUndur：Ag、Pb、Zn、探鉱プロジェクト 

37.UlaanUul：W、探鉱プロジェクト 

38.Tsunkheg：W、探鉱プロジェクト 

39.OOrts0g0b00：Sn、探鉱プロジェクト 

（注）プロジェクト名、鉱種、ステージの順に

示した。冒頭の番号は分布図中のものに対

応する。 

 

6. 我が国との関係 

日本との関係では、モンゴルにとって日本は

中国、ロシア、米国、韓国に次いで貿易総額で

第 5 位の貿易相手国である。主な輸出品は、羊

毛などの繊維製品であり、主な輸入品は、機械

類や自動車である。1990 年代後半には、日本

の輸入超過状態であったが、モンゴル中央銀行

からの委託精錬の金が輸入されていたことや

1998 年までエルデネット鉱山の銅精鉱が輸入

されていたためであり、1999 年以降は日本の

輸入が大幅に減少し、また日本からの輸出も伸

びておらず、日蒙の貿易は縮小している。なお、

日蒙間の投資環境を整備する観点から、日本・

モンゴル投資協定が締結された（2002 年 3 月

発効）。経済協力における関係では、日本は対

モンゴル支援において 大の援助供与国であり、

対モンゴル支援会合を世銀と共同開催するなど

の協力も行っている。 

 

(1) 我が国のこれまでの鉱業関係プロジェクト

実施状況 

モンゴル国においては、1991 年度以降、次

のような調査が JOGMEC（旧 MMAJ）及び JMEC

（国際鉱物資源開発協力協会）によって実施さ

れている： 

・オーダムタル地域（資源開発調査） 

1991～1993 年度 

・ツアブ地域（地域開発計画調査） 

1992～1995 年度 

・アルタンタル地域（広域調査） 

1994～1995 年度 

・オーダムタル地域（フォローアップ調査） 

1995 年度 

・ツァガンツァヒルウール地域（資源開発調査） 

1996～1997 年度 

・中央北部地域（広域調査） 

1998～1999 年度 

・ウンドゥルハーン地域（広域調査） 

2003～2004 年度 

(2006.6.23／北京事務所 納 篤) 
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Prospective minerals deposits and occurrences in Mongolia 

proposed for investment and development 

 
図 1 プロジェクト分布図（モンゴル投資フォーラム 2002 より）） 
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