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ナミビア
 
＜2005 年の注目すべきポイント＞ 

主力のダイヤモンド以外において、銅、鉛については鉱量枯渇により減産の結果となったものの、

需要増加基調を受けた価格高騰を背景に、主力であるウランの増産、新たな Skorpion 亜鉛鉱山の開業

に伴う亜鉛の増産などで全体的に好調な結果となった。また、いくつかの開発待ち案件や、数多くの

鉱物資源を対象としたメジャー企業を含む欧米企業などの大規模な探鉱活動が多数実施されており、

その結果については大きく注目される。 

 

1. 非鉄金属一般概況 

ナミビアの主要産業は、鉱業、漁業、農業、

観光であり、中でも鉱業は、2004 年における同

国の輸出額の 50%以上を生み出す主力産業とな

っている。この主力である鉱業の も重要な生

産物はダイヤモンドであり、鉱業からの輸出額

のうち約 70%がダイヤモンドからもたらされて

いる。次いで、亜鉛、ウランの順となっており、

ウランは世界第 6 位の産出量となる。他の鉱産

物の主なものは銅、蛍石、金、鉛などである。

2004 年における主要鉱物資源の生産量は、主力

となるダイヤモンドで前年比 35%増の 2,037 千

ct、ウラン（U3O8）は価格の上昇を背景とした

増産により 3,583t（前年比 49%増）、亜鉛地金に

ついては Skorpion 亜鉛鉱山・精錬設備のフル操

業に伴い 157%増の 121 千 t となっており、ナミ

ビアにおける鉱物資源の生産量は、一部のベー

スメタルの生産を除き、全般的に増加しており、

今後もこの傾向が続く見通しである。 

鉱業政策全般に関しては、鉱業に関連する政

策の基本方針を定めた Minerals Policy が 2003

年に策定され、その中で、鉱業分野が持続的に

国内の社会及び経済発展に貢献する重要な産業

であるとして位置付けられ、積極的な外国資本

投資促進政策が展開され、投資環境は良好な状

況である。 

 

2. 鉱業政策の主な動き 

2005 年における主要な動きはない。 

現在有効である主な関係法令、規則は、2003

年に策定された Minerals Policy の下、民間主

導による鉱業開発の方針に基づき、政府はその

サポートを行うべく、広範囲における法令の整

備、財政支援等の民間投資を引き込むための環

境整備を推し進めてきており、鉱山エネルギー

省（Ministry of Mines and Energy）がその主

要な役割を担っている。また、外国からの投資

促進施策は貿易産業省（Ministry of Trade and 

Industry）の主導の下に進められている。内容

は以下のとおりである。 

 

(1) 鉱業ライセンス 

現在のナミビアにおける鉱業の基本となる法

律は 1992 年に制定された Mining Act である。

Mining Act には鉱物資源の探鉱・開発に係る以

下の 5 つのライセンスが規定されている。 

① Mining Claim 

小規模鉱山の開発を目的とした同国国籍所有

者のみ取得可能なライセンスであり、有効期間

は 3 年間（2 年間の延長可能）である。 

② Reconnaissance Licence 

リモートセンシング探査等の広域的な調査の

ためのライセンス。有効期間は 6 か月（原則と

して延長は不可）で、特別な場合を除き排他権

を有しない。 

③ Exclusive Prospecting Licence 

一般的な排他権を有する探鉱ライセンスで、

面積は 1,000km2までとなる。有効期間は 3 年（2

年間を 2 回まで延長可能。延長する場合、進捗

証明が必要）となる。7 年を超える延長をする

場合、大臣の特別許可が必要となる。 

④ Mining Licence 

ライセンスエリアでの排他的な採掘権。有効

期間は 25 年、または鉱山ライフまでとなり、15

年間の延長可能。取得時には資金的、技術的能

力の証明が必要とされる。ライセンス所有者は

同エリア内における他鉱山の開発も排他的に許

可される。 

⑤ Mineral Deposit Retention Licence 

ある状況下において、採掘義務等を課される

ことなく、前述の各ライセンスを保持すること

ができるライセンスで、有効期間は 5 年間（2
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年間の延長可能）である。 

 

なお、Mining Act の他、ダイヤモンド及び石

油については、別に法律が制定されており、独

自の規定が設定されている。 

 

(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。 

・ 鉱山企業に課せられる税率は 25%～40%。ただ

しダイヤモンド鉱山企業は 55%課税。 

・鉱業活動以外の収益に企業税 40%が課される。 

・ 生産開始以前の中間生産物及び探鉱費用は

生産 1 年目に全額控除可能。 

・ 追加の探鉱費は支出した年度に控除可能。操

業利益からの他の探査費用の準備金が認めら

れる。 

・ 鉱山開発費用は 3 年間分割で全額控除可能。 

・ ロイヤルティ：未（半）加工貴石は 10%、未

（半）加工石材は 5%、その他は 5%。 

 

3. 主要鉱山物の生産・輸入・消費・輸出動向 

                                      単位：千 t 

 鉱山生産量 地金生産量 地金消費量 

 2004 2005 2004 2005 2004 2005 

銅    14.8     11.1 － － － － 

鉛    15.8     13.0 － － － － 

亜鉛   186.1    204.4 121.0 133.0 － － 

ウラン精鉱(t) 3,038  3,147 － － － － 

資料：World Metal Statistics Year Book 2006, ILZSG Monthly Bulletin March 2006 

 

4. 鉱山・製練所状況 

(1) 生産・開発状況概要 

ナミビアのベースメタル（銅、鉛、亜鉛）生

産量は、アフリカにおいて上位 5 指に入る。亜

鉛生産においては、Skorpion 亜鉛鉱山のフル操

業が開始されたことに伴い、2004 年の亜鉛地金

生産量が 157%増になるなど大幅に伸びたが、銅、

鉛に関しては、既存鉱山の鉱量枯渇、ナミビア

ドルの高値による収益性の下落などの影響によ

り、前年度生産量を下回る結果となった。また、

世界でも主要なウラン生産国の 1 つ（世界シェ

ア約 7%）でもあるナミビアの 2004 年のウラン

（U3O8）生産量は、前年の 2.0 千 t から 3.0 千 t

へと 49%増となり、2005 年もほぼ同水準となっ

ている。 

 

＜銅の生産・開発状況＞ 

① Ongopolo Mining & Processing 社の活動状況 

ナミビアにおける銅鉱山は、2004 年時点で

Otjihase 鉱山、Kombat 鉱山、Tsumeb 鉱山の 3

つの鉱山が、また、 近においては、再開され

た Matchless 鉱山が加わり、生産を行っている。

いずれの鉱山もナミビアで唯一の銅生産者であ

る Ongopolo Mining & Processing 社（ナミビア

資本）が操業している。Ongopolo 社は 2000 年

に設立され、それまでナミビアにおいて銅生産

を行っていた Tsumeb 社（親会社は Gold Fields 

Namibia 社）から、Tsumeb 鉱山、Otjihase 鉱山、

Kombat 鉱山、Khusib Springs 鉱山（Tsumeb 鉱

山を除き 1998 年に閉山）を買収し、各鉱山を

2000 年 3 月から再開した。現在稼動している各

鉱山から生産される銅精鉱は Tsumeb 鉱山にあ

る製錬所に輸送され、粗銅（Copper blister）

として生産されている。また、同製錬所におい

ては、ナミビアのみならず、ザンビア、チリ、

南アなどからの鉱石の処理も行っている。なお、

Tsumeb 鉱山においては、現在、鉱石採掘は行わ

れていない模様である。 

各鉱山の概要は以下のとおりである。 

・Otjihase 鉱山（地下採掘） 

鉱石埋蔵量：10.3 百万 t 

平均銅品位：1.82% 
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銅年産量 ：10.2 千 t（2003 実績） 

・Kombat 鉱山（地下採掘） 

鉱石埋蔵量：8.4 百万 t 

平均銅品位：2.49% 

銅年産量 ：4.6 千 t（2003 実績） 

・Matchless 鉱山（地下採掘） 

鉱石埋蔵量：1.35 百万 t 

平均銅品位：2.12% 

銅年産量 ：データなし 

Ongopolo 社はこの他に、Tsumeb 鉱山周辺域の

銅・鉛鉱床、鉱山の探鉱・（再）開発を計画し

ており、主なものは、Tsumeb West 鉱床、Asis Far 

West 鉱床、Khusib Springs 鉱山（鉱石埋蔵量：

105 千 t、銅品位：3.58%）、Tschudi 鉱床とな

っている。 

② その他の活動状況 

銅の開発待ち案件として代表的なものは、ナ

ミビア南部、南ア国境に隣接する Haib 銅ポーフ

ィリー鉱床が知られる。同鉱床は 1960 年代から

1997 年まで Falconbridge 社、Rio Tint 社、南

ア企業等による多くの探鉱、F/S が行われてい

たが、銅価格の低迷等により開発が見送られて

いた。その後、2005 年まで同鉱床の探鉱ライセ

ンスは Deep South Mining 社（ナミビア BEE 企

業）が保有し、Afri-Can Marine Minerals 社（加

ダ イ ヤ モ ン ド 開 発 企 業 ） 及 び African 

Millennium 社との間でプロジェクト権益取得

に係るオプション契約を結んでいたが、2005 年

5 月に、コンゴ民主共和国の MMK 銅プロジェク

ト、フィリピンの Hinoba-an 銅プロジェクトの

開発を手がける Copper Resources 社（豪）が上

記 3 社との間で、プロジェクト・オペレーティ

ング及び権益取得オプション契約を締結し、同

社主導のもと同鉱床の開発が本格的に動き出し

た。Haib 鉱床は、1996 年の F/S では埋蔵銅資源

量 2.4 億 t（平均銅品位 0.37%、カットオフ品位

0.3%）と見積もられ、副産物としてモリブデン、

金、銀が確認されている。Copper Resources 社

は 2005 年末からこれらの過去の調査データの

解析を開始しており、今後、ボーリング調査、

選鉱試験を実施し、2007 年中には Bankable F/S

を完了させる計画である。 

 

＜亜鉛の生産・開発状況＞ 

ナミビアの亜鉛生産は、Rosh Pinah 鉱山（南

アKumba Resources社95%、ナミビアPE Minerals

社 5%）と 2003 年から稼動した Skorpion 鉱山

（Anglo American 社 100%）の 2 鉱山から生産さ

れている。いずれもナミビア南部にある

Oranjemund の北部域近傍に位置する。 

① Rosh Pinah 鉱山 

当初、鉱山ライフ 4 年として 1969 年に生産が

開始された。その後、周辺域の探鉱が進展して

くるにつれ鉱量が拡大し、現在に至っている。

残りの鉱山ライフは 5 年と発表されている。亜

鉛精鉱を生産しており、亜鉛生産量は 2003 年

60.5 千 t、2004 年 69.0 千 t、2005 年 70.0 千 t

（見込）であった。同鉱山で生産された亜鉛精

鉱は南アにある Kumba Resources 社の Zincor

精錬所にて処理されている。同鉱山の 大の問

題は鉱量枯渇であり、残存鉱山ライフの目標を

10 年以上とするべく、周辺域の探鉱が鋭意進め

られている。 

 

② Skorpion 鉱山 

2003年 5月から生産を開始したナミビアの新

規の露天採掘亜鉛鉱山である Skorpion 鉱山の

2005 年の亜鉛地金生産量は、2005 年の 119.2

千 t から 11%増の 132.8 千 t となり、また、年

間生産能力 150 千 t に対し年平均約 90%の稼動

率に達した。鉱山からの鉱石生産量は 1,199 千

t、亜鉛平均品位は 12.4%であった。世界初の亜

鉛酸化鉱を湿式製錬法で処理を行う鉱山であり、

また、世界で も低コスト鉱山の 1 つとして知

られている。鉱山ライフは 15 年、生産開始当初

の生産コストは 0.27US$/lb。同鉱床は 1980 年

代に英国 Reunion 社が発見し、1999 年に Anglo 

American 社が同社を買収後、開発に着手、454

百万 US$で鉱山及び精錬所を建設した。これは

単独事業としてはナミビア 大の投資額となり、

ナミビアのGNPの4%に貢献したと言われ、また、

600 人（ナミビア人は 90%）の雇用創出、さらに、

今後の主要な外貨獲得源として期待されるなど、

同鉱山が開発されたことによるナミビア経済へ

の影響は少なくない。 

 

＜ウランの生産・開発状況＞ 

ナミビアにおけるウラン生産は、ナミビア中

部沿岸の Walvis Bay 北東 90km に位置する

Rössing 露天鉱山（Rio Tinto 社 68.6%の権益所



 

180      世界の鉱業の趨勢  2006 

 
 

ア
フ
リ
カ 

ナ
ミ
ビ
ア 

有）から産出されている。酸化ウラン（U3O8）が

生産され、生産量は、2003 年 2.4 千 t、2004 年

3.6 千 t、2005 年 3.7 千 t で、世界的なウラン需

要の増大の見通しによるウラン価格の高騰を反

映して、増産状況となっている。同鉱山は 1976

年に生産が開始され、鉱床は大規模であるが、

U3O8品位 300ppm と低品位鉱となっており、残存

鉱山ライフは 2009 年までとされている。現在、

生産能力の拡張と鉱山ライフを延長する鉱量拡

大計画が進められてきていたが、 近になり、

新たな鉱量確保が可能となり、生産能力が 4.0

千 t、鉱山ライフは 2019 年まで拡張すると発表

されている。同鉱山のウラン生産量は、世界シ

ェア 7%超、ナミビア輸出額の 10%に当たり、800

人超（ナミビア人は 96%）の雇用も含めナミビア

経済を支える重要な鉱山の 1 つとなっている。 

開発中の案件としては、Paladin Resources 社

（豪）が権益を 100%所有する Langer Hinrich 鉱

床の開発プロジェクトが2006年 9月の生産開始

予定となっており、現在鉱山建設が進められて

いる。同プロジェクトは中部沿岸の Walvis Bay

の東 80km に位置し、鉱床はカルクレートタイプ

で、確定・推定鉱量は32.3百万t、U3O8品位0.07%、

カットオフ品位 250ppm で、U3O8含有量は 20,200

千 t となり、年間生産 1,100t で鉱山ライフは約

17年と計画されている。同鉱床は1970年前半に、

南アの Gencor 社によって発見され、約 8 年間の

調査が行われた。比較的好結果であったが、ウ

ラン価格の低迷により、Gencor 社は開発を断念

し、1998 年に豪州の Accaim 社に売却した。その

後、Accaim 社によりプレ F/S を実施されたが、

依然として価格が低迷していたため、2002 年に

Paladin Resources 社に売却された。生産が開始

されれば、Rössing 鉱山と合わせ、ナミビアのウ

ラン生産量は5千 t規模に達する見込みであり、

関係者における期待は高い。 

 

(2) 探査活動状況概要 

なお、ナミビアにおける 2000 年以降の全ての

鉱物資源の Exclusive Prospecting Licence 及

びMining Licenceの取得数は下表に示すとおり

であるが、年平均 90 を超える数となっており、

この数は、ナミビアの資源ポテンシャルに対す

る企業の高い関心度が反映されている結果であ

ると予想される。 

 

探鉱ライセンス（EPL）及び採掘ライセンス（ML）取得数 

 
2000 2001 2002 2003 2004 

2005 

(1～6 月)

EPL 97 148 90 96 87 43 

ML  5   4  8 12  2  1 

出典：Directorate of Mines 

 

探鉱の主役はダイヤモンドであるが、その他、

金、ベースメタル、工業原料用鉱物等に加え、

近注目されているウランなどの多岐に亘って

おり、現在 500 の EPL が取得されていると言わ

れている。このうち、非鉄金属に係る主な探鉱

プロジェクトの概要は以下のとおりである。 

 

① Elbe 銅・金・亜鉛・銀プロジェクト 

首都 Windhoek の北西 70km に位置する多金属

鉱床をターゲットとする、調査面積約 20 千 ha

のプロジェクトで、Ongopolo 社がライセンスを

保有するが、Forsys Metals 社との間の earn-in

契約により、Forsys Metals 社が、2 年間の探鉱

費 1 百万 C$の支出をすることにより、60%の権

益を得るオプションを保有している。過去に

Falconbridge 社、Goldfields Namibia 社が探査

を行い、F/S まで実施されている。1989 年に行

われた鉱量計算の結果、鉱石埋蔵量3.29百万t、

銅品位1.56%、亜鉛品位1.47%、銀品位10.05/t、

金品位 0.55g/t と見積もられた。今後 2 年間で

鉱床の新たな広がりの捕捉のためのボーリング

も含めた F/S を実施する計画である。 

 

② Otjitombo 銅・金・コバルトプロジェクト 

ナミビア北西部の町 Opuwo 近傍に位置し、ザ

ンビア及び DRC のカッパーベルトタイプの鉱床
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をターゲットとしており、Helio Resources 社

（加）が権益を所有するプロジェクトである。

2005 年、総延長 4,700m のボーリング調査を実

施し、 良結果は、捕捉幅 39.8m、銅品位 1.03%、

金品位 0.12g/t 及び捕捉幅 32m、銅品位 0.97%、

金品位 0.11g/t などであった。現在第 2 フェー

ズのボーリング調査が行われている。 

 

③ Leiceter 銅・金・銀プロジェクト 

首都Windhoekの北西350kmに位置する多金属

鉱床（銅、金、銀他）をターゲットとする、約

6 万 ha の面積のプロジェクトで、Helio 

Resources 社（加）がライセンスを所有するが、

2005 年 5 月の Yale Resources 社（加）との間

の earn-in 契約により、Yale Resources 社が全

探鉱費の支出することにより、75%までの権益を

得るオプションを保有している。1960 年代に実

施されたIP物理探査により7kmに亘るアノマリ

ーなどが確認されており、2005 年に RC ボーリ

ング 1,800m などが実施され、2006 年、第 2 フ

ェーズのボーリング調査が計画されている。 

 

④ Tvrede South 及び Honib IOCG プロジェクト 

ともに Helio Resources 社（加）が探鉱ライ

センス（EPL）を所有する多金属鉱床（同社では

IOCG タイプとしている）をターゲットとした隣

接したプロジェクトで、首都 Windhoek の北西

400km に位置し、調査面積は Tvrede South が 58

千 ha、Honib が 23 千 ha である。各種サンプリ

ング調査が 2005 年に広範囲に実施され、Tvrede 

South のグラブ・サンプルでは銅品位 23%、銀品

位 430g/t、金品位 0.12g/t が、Honib のチャネ

ル・サンプルで銅品位 6.5%、銀品位 160g/t、金

品位 1.1g/t などの分析値も得られている。2006

においては引き続き、サンプリング調査を行っ

ており、新たに Honib ではショート・ボーリン

グ（総掘削 1,000m）も開始されている。また

近では Teckcominco 社が所有する隣接した 2 つ

の探鉱ライセンスに、earn-in 契約により参入

し、同エリアの探査を積極的に展開している模

様である。 

 

⑤ Tvrede IOCG プロジェクト 

首都 Windhoek の北西 400km に位置する IOCG

タイプの鉱床をターゲットとする、プロジェク

トで、Helio Resources 社（加）がライセンス

を所有。 近まで、Boulder Mining 社（加）他

が earn-in オプションを保有していたが、条件

が履行されず、現在オプションは解消され、

Helio Resources 社は新たなパートナーを探し

ている模様。2005 年末までに 3,500m の RC ボー

リングが完了しているが、パートナー問題で、

一次中断している状況のようである。 

 

⑥ Sperrgebiet 亜鉛プロジェクト 

Forsys Metals 社（加）が 100%の権益を持つ

プロジェクトで、ナミビア南部、Rosh Pinah 鉱

山、Skorpion 鉱山の北方近傍に位置し、ライセ

ンス面積約 14 千 ha、Rosh Pinah 及び Skorpion

タイプ双方の鉱床をターゲットとしている。

2000 年にメジャー企業も含めたテンダーの結

果 、 同 社 の 現 地 子 会 社 で あ る Westport 

Resources Namibia 社が落札した。2001 年に

Teck Ccominco 社とオプション契約（Teck 

Cominco社が550千US$のキャッシュ及び5年間

の探鉱費用1.3百万US$の支出を履行した場合、

60%の権益を取得）を締結し、JV プロジェクト

として調査が進められていたが、Teck Cominco

社は途中で権利を放棄し、現在に至っている。

これまで Teck Cominco 社主導の下、2003 年に

空中及び地上での物理探査、地化学探査を実施、

また、2004 年に実施された 140 本のショート・

ボーリングにより亜鉛鉱化に関連付けられる異

常帯が確認されている。 

 

⑦ Trekkopje ウラン・プロジェクト 

UraMin 社（英領ヴァージン諸島）のプロジェ

クトで、ナミビア中西部、Swakopmund の北東

65km、Rössing 鉱山の北部に位置する。過去の

調査により、ウラン、バナジウムを含む鉱床が

確認されており、2006 年に入り同社がライセン

スを取得し、今後 F/S を本格的に実施する計画

である。F/S は 2007 年末まで完了され、結果が

良ければ 2008 年中の生産を開始すると発表さ

れている。こうれまでに実施された鉱床概念評

価によれば、推定・予想ウラン資源量 120.9 百

万 lbs（約 54 千 t）、確定ウラン資源量のみで

13.2 百万 lbs（約 6 千 t）で、露天採掘により

鉱山ライフ 20 年、年産量はウラン 3.1 百万 lbs

（約 1.4 千 t）、バナジウム 1.6 百万 lbs（約 0.7
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千 t）と試算されている。 

 

⑧ Valencia ウラン・プロジェクト 

Forsys Metals 社（加）が買収を進めており、

現在同社が 90%、Ongopolo 社 10%の権益を持つ

プロジェクトで、ナミビア中西部、Rössing 鉱

山の北部 40km に位置する。鉱床タイプは

Rössing 鉱山と同様で、2005 年 10 月に出された

テクニカル・レポートにおいて、カットオフ品

位を も低い条件の 0.10kg/t（U3O8）とした場

合、鉱石埋蔵量 117 百万 t、品位 0.16、ウラン

資源量 41.1 百万 lbs（約 19 千 t）と算定されて

いる。今後、インフィル・ボーリング、バルク・

サンプリング、選鉱試験を含んだプレ F/S を実

施する予定である。この鉱床は、1973 年～1977

年にGoldfields Namibia社がボーリング等の探

査を実施、1981 年及び 1989 年にプレ F/S を実

施したが、ウラン価格低迷により開発を断念し

ている。 

 

⑨ その他の探査活動 

Anglo American 社（以下「AA 社」）のベース

メタル部門と Rosh Pinah 鉱山操業会社である

Rosh Pinah Zinc 社（以下「RPZ 社」）が相互の

鉱区で、AA 社が Skorpion 鉱山の処理鉱石であ

る酸化鉱を、RPZ 社が Rosh Pinah 鉱山の処理鉱

石である硫化鉱を探査可能とする合意がなされ、

共同で空中 EM 探査が実施された模様である。 

また、近年設立されたナミビアの探査企業で

ある Kudu Minerals 社が、 近、ナミビア中央

北部の多金属鉱床をターゲットとした 28 千 ha

の EPL を取得し、ターゲット 9 か所でのボーリ

ング調査を開始している。 

（2006.6.7／ロンドン事務所 高橋 健一） 
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