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モザンビーク
 
＜2005 年の注目すべきポイント＞ 

1975 年の独立以来、1992 年まで内戦状態にあったことが影響したこともあり、これまで、モザンビ

ークにおける金属鉱物資源に係る本格的な探査は実施されていないに等しかった。しかしながら、内

戦が終結したことにより、平和が定着するにつれ、近年、天然ガス開発プロジェクト、Moma 重砂鉱床

開発プロジェクトなどの進展に見られるように、外資による資源開発促進策が進展してきている。金

属分野でも、ジンバブエとの国境付近のグリーンストーン帯などを中心とした金、その他地域でのベ

ースメタルなどのポテンシャルなどが注目され、欧米企業による本格的な探査活動が始動し始めてい

る。 

 

1. 非鉄金属一般概況 

モザンビークにおける主な鉱業生産は、金、

タンタル、ボーキサイト、各種工業用原料鉱物

が生産されている。また、エネルギー資源とし

て、石炭、天然ガスが産出される。2004 年の GDP

は 237 億 US$とされ、産業別シェアは、第 1 位

は製造業（アルミ地金製錬を含む）の 14%、鉱

業は第4位で1.8%となっている。しかしながら、

鉱業生産高は前年比 216%増と大幅増となり、大

部分は Temane 天然ガスプロジェクトの生産開

始と、タンタルの生産増によるものである。 

また、モザンビークは南アフリカに次いで、

アフリカ第 2 位のアルミ生産国であり、豪州か

らのアルミナを原料とし、BHP Billitonが47%、

三菱商事が 25%の権益を所有する Mozal 製錬所

において生産を行っている。2004 年のアルミ生

産高は前年の 407 千 t から 549 千 t へと増加し

ている。これは同製錬所の生産能力を向上させ

るプロジェクトが実施された結果であり、輸出

額は 915 百万 US$、輸出総額の 61%のシェアで、

同国の主力産業となっている。 

 

2. 鉱業政策の主な動き 

2005 年における主要な動きはない。 

なお、現在有効となる主な関連法令、規制は

以下のとおり。 

 

(1) 鉱業ライセンス 

2002 年新たに策定された Mining and Geology 

Policy により、外国資本による鉱業開発を促進

する政策が本格的に導入された。現在の外国企

業を対象とした鉱業関係のライセンスは以下の

とおりである。 

① Reconnaissance License 

広域的な探査のためのライセンスで、排他権

はない。ライセンス期間は 2 年間で更新は不可。

ライセンス料は 0.1US$/ha。 

② Exploration License 

本格的な探鉱を実施するためのライセンス。

ライセンス期間は 5 年、5 年の延長が可能。ラ

イセンス料は 1US$/ha（毎年 0.5US$/ha が加算

される）。更新時に 50%までのエリア縮小が可能。

探査報告、資金報告の提出が義務付けられる。 

③ Mining Concession 

採掘ライセンスで、有効期間は 25 年か生産終

了まで。ライセンス料は 0.3US$/ha 

 

以上の他、小規模鉱山事業者に対する Mining 

Certificate、Mining Pass のライセンスが定め

られている。 

 

(2) ロイヤルティ、税制 

鉱産物にはロイヤルティ制が執られており、

税制においては優遇税制が設定されている。鉱

業に関係する主なものは以下のとおり。 

・ 法人所得税：35%課税。生産開始から 10 年間

は 50%減の減免措置がある。 

・ 株主配当源泉課税：免税（通常は 18%課税） 

・ 輸入関税：関連資機材、原料、下請業者に関

する輸入は免税。 

・ その他：売上税、生産物輸出に関する税、手数

料は免税 

・ロイヤルティ：貴金属 5%、ダイヤモンド 10%、他

の貴石 6%、他の鉱産物 3% 
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3. 主要鉱山物の生産・輸入・消費・輸出動向 

2004 年、2005 年におけるベースメタル他の生

産実績はない。 

 

4. 鉱山・製練所状況 

(1) 生産・開発状況概要 

ベースメタル以外では、タンタル及びボーキ

サイトの鉱山生産が行われている。タンタライ

トの 2004 年の生産量は 712 千 kg（2003 年 189

千 kg）、ボーキサイトの 2004 年生産量は 6.7 千

t（2003 年 11.8 千 t）であった。 

また、鉱山開発案件では、Kenmare Resouces

社（アイルランド）の Moma 重砂鉱床開発プロジ

ェクトが2006年第2四半期の生産開始を控えて

いる。鉱山ライフ 20 年で、チタン酸化鉱、ジル

コン鉱合計692千tを年間生産する予定である。 

 

(2) 探鉱状況概要 

非鉄金属などの主な探鉱プロジェクトは、以

下のとおりである。 

 

① Majele 金・ベースメタル・プロジェクト 

モザンビーク中央部の Namama 造山帯に位置

する、金、銅を対象とした African Eagle 

Resources 社（英国。以下「AER 社」）の初期探

査段階のプロジェクト。広域的な地化学探査に

よって金の徴候が抽出されており、地表に硫化

帯が見られ、10m 幅で 低でも約 7km 胚胎が予

想されており、空中磁気探査のデータでは 40km

を示しているという。1970 年代に実施したボー

リング調査では硫化銅を含んだ鉱化帯が幅 8m

捕捉されている。 

なお、2006 年 2 月に、AER 社は、本調査エリ

ア近傍に Muiane タンタル鉱山を所有する

African Advanced Metals 社（以下「AAML 社」）

と本プロジェクト及び後述の Muazua プロジェ

クトに関する JV 契約を締結し、AAML 社が以降

18 か月以内に両プロジェクトの探鉱費を 低

25 万 US$支出することにより、AAML 社が同エリ

ア内で発見されたタンタル、ニオブ、ウランの

80%の権益を獲得することが出来る（他の鉱種は

AER 社が 80%保持）条件の合意がなされた。 

 

② Muazua ニッケル・白金族プロジェクト 

Majele プロジェクトの南側に位置するニッ

ケル、白金族を対象とした同じく African Eagle 

Resources 社の初期探査段階のプロジェクト。

Majele プロジェクト同様、広域的な地化学探査

によってニッケルのアノマリー（サンプルの 1

つからは 1%以上）が確認されている。その後の

調査で、超塩基性岩帯の中にいくつかの露頭が

確認され、試験的なトレンチ調査では、ニッケ

ル品位 0.3%～2%のサンプルが、350m×250m の範

囲で多数確認されている。 

 

③ Mavuzi ウラン・プロジェクト 

モザンビーク北西部にある地方中心地 Tete

の北西 40km に位置する Omegacorp 社（豪）の初

期段階のウラン探鉱プロジェクト。面積は約

700km2 で、エリア内に過去に操業していた

Mavuzi ウラン鉱山があるが、当初の計画として

鉱山周辺の調査を重点的に行っており、1,600m

長のウラン・アノマリーが示される結果が得ら

れている。 

（2006.6.7／ロンドン事務所 高橋 健一） 
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