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マダガスカル 

 

主要データ 

国名(英名) マダガスカル共和国(Republic of Madagascar) 

面積(km2) 587,040 

海岸線延長(km) 4,828 

人口(百万人) 20.0(2008 年 7 月推定) 

人口密度(人/km2) 34.1 

GDP(百万 US$) 7,322 

一人当り GDP(US$) 1,100 

一人当り銅使用量(kg/人) N/A 

主要鉱産物：鉱石(千 t) クロム 120 

主要鉱産物：地金(千 t) N/A 

鉱業管轄官庁 
エネルギー鉱山省(Ministere de L’Energie et des Mines) 

鉱山地質局(Direction des mines et de la geologie) 

鉱業関連政府機関 Bureau de Recherches Geologique et Minieres (BRGM) 

鉱業法 
鉱業法(Mining Code、2005 年一部改正)、 

Large Mining Investment Law(2002 年) 

ロイヤルティ  有(詳細：2007 年鉱業の趨勢に記載) 

外資法 N/A 

環境規制法 (環境影響調査制

度、環境・排出基準の有無等) 
N/A 

鉱業公社 Kraomita 公社 

鉱業活動中の民間企業 N/A 

近年の鉱業関連問題 (資源

ナショナリズム、労働争議、

環境問題等) 

特になし 

2007 年のトピックス 
・Ambatovy ニッケル・コバルト・プロジェクトが、2007 年 11 月に鉱山

建設を開始した 

 

1.鉱業一般概況 

マダガスカルにおける鉱業の現状は、高い資

源ポテンシャルを持っていると言われているに

もかかわらず、未だ十分な開発が行われておら

ず、2005 年時点においては、鉱業は同国 GDP の

1％未満、就労人口 1％と、経済的に低い位置に

留まっている。現在主に生産されているのはク

ロム鉄鉱石であるが、ポテンシャルが確認され

ている鉱物資源として、金、ニッケル、コバル

ト、銅、鉛、亜鉛、白金族、ボーキサイト、エ

ネルギー資源として、ウラン、石炭、石油など、

多岐にわたっている。しかしながら、主にイン

フラ未整備のため、それらは開発されるまでに

至っていない。近年、この資源ポテンシャルが

注目され、また、同国の法律、税制が整備され、

外国資本による大規模な探査活動が実施されて

きている。 

このような中、Ambaｔovy ニッケル・コバル

ト・プロジェクトが、2007 年 11 月に鉱山建設

が開始された。今後、計画通りに進めば、マダ

ガスカルでは初となる、世界的に見ても有数の

大規模ニッケル・コバルト鉱山が、2010 年に誕

生する予定である。 

 

2.鉱業政策の主な動き 

鉱業法、税制などの 2007 年における主だった

動き、変更はない。 

 

3.主要鉱産物の生産・輸入・消費・輸出動向 

2006 年、2007 年における統計上のベースメタ
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ルの生産･消費実績はない。 

 

4.鉱山会社活動 

 特になし。 

 

5.鉱山・製錬所状況 

(1) 稼行鉱山 

現在、小規模生産を除いては、1 箇所でクロ

ム鉄鉱鉱山が生産を行っているのみである。政

府所有の Kraomiｔa Malagasy 鉱山 がクロマイ

ト精鉱を生産しており、2006 年の生産量は 132

千ｔ(2005 年 140 千ｔ)であった。主に中国、日

本、スウェーデンに輸出され、中国の需要増及

び政情の安定などの要因で生産は増加傾向とな

っている。 

 

(2) 開発中案件 

① Ambaｔovy ニッケル・プロジェクト 

首都 Anｔananarivo の東方約 80km に位置し、

ニッケル、コバルトをターゲットとした、ここ

まで F/S を完了し、2007 年 11 月上旬から鉱山

開発に着手した。2010 年下期に、生産に移行す

る予定である。 

プロジェクトの資本構成は、日加韓企業によ

る国際的な JV となっており、参加企業は次のと

おりである。 

・Sheriｔｔ Inｔernaｔional 社(カナダ)：権益 40％ 

－ オペレーター 

・住友商事(日本)：27.5％ － プロジェクト

の総括的な管理、マーケティング、財務担当。

生産ニッケル地金のうち半数の 3 万ｔ/年の

購入権を保有(15 年間)。 

・KORES(韓国)：27.5％ － プロジェクトにお

ける担当及び権益は住友商事と同様。KORES

は韓国政府出資の海外資源開発に係る国営企

業(政府出資 98.8％、韓国開発銀行 1.2％)。 

・SNC-Lavalin 社： 5％(プロジェクト・ファイ

ナンス完了後取得) － 鉱山・プラント建設

の設計・資機材調達(EPCM)の請負契約者とし

て、鉱山操業の実業担当。 

本プロジェクトは、FS の結果、世界最大級

かつ低操業コストのニッケル開発プロジェク

トであることが確認された。FS 鉱床の評価結

果およびプロジェクトの開発計画の概要は以

下のとおりである。 

・鉱石量：125 百万ｔ、ニッケル品位：1.04％、

コバルト品位：0.099％ 

・年間生産量(当初 10 年間)：ニッケル地金：

59,079ｔ、コバルト地金： 5,315ｔ(他、硫安： 

190 千ｔ を生産) 

・マインライフ：27 年 

・鉱石採掘：Ambaｔovy 鉱床、Analamay 鉱床の

2 箇所において露天採掘を行い、採掘された

鉱石は、鉱山サイトでスラリー化され、総延

長 約 220km の パ イ プ ラ イ ン を 通 じ 、

Toamasina 港近傍の製錬プラントに供給。 

・製錬処理：Toamasina 港近傍の処理プラント

において、スラリー化された鉱石は、湿式製

錬法(Pressure Acid Leaching：PAL 法)によ

り処理され、最終製品としてニッケル地金(ブ

リケット。LME クラス 1 グレード)及びコバ

ルト地金を生産。 
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Ambaｔovy ニッケル・プロジェクト位置図 

 

 

 

 

6.わが国との関係 

 現在建設中の Ambaｔovy ニッケル・コバルト

プロジェクトには、27.5％の権益で住友商事が

参画し、プロジェクトの総括的な管理、マーケ

ティング、財務を担当し、生産ニッケル地金の

うち半数の 3 万ｔ/年の購入権を保有(15 年

間)している。 

 

7.その他のトピックス 

特になし。 

 

(2008.8.29/ロンドン事務所 竹谷 正彦) 

 




