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主要データ 

国名(英名) ロシア(Russia) 

面積(km2) 17,098,200 

海岸線延長(km) 37,653 

人口(百万人) 141.9(2007 年、人口白書) 

人口密度(人/km2) 454.1 

GDP(10 億 US$) 1,286(2007 est.) 

一人当り GDP(US$) 14,700(2007 est.) 

一人当り銅使用量(kg/人) 4.9 

主要鉱産物：鉱石(千 t) ニッケル:293.6、金:164.4(t)、タングステン:3.0、ウラン:3,413(t) 

主要鉱産物：地金(千 t) ニッケル:267.0、銅:962.4、コバルト:3.6 

鉱業管轄官庁 天然資源省、連邦地下資源利用庁 

鉱業関連政府機関 国家埋蔵委員会 

鉱業法 地下資源法 

ロイヤルティ 4.8～8.0％(銅・鉛・亜鉛：8.0％) 

外資法 

外資規制法(国防の保障と国家の安全に戦略的意義を持つ経営団体への

外国投資実施手順について) 

調整法(ロシア連邦法的文書の変更及び連邦法｢国防の保障と国家の安

全に戦略的意義を持つ経営団体への外国投資実施手順について｣の採択

に関するロシア連邦法的文書の条項の効力失効の承認について) 

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 ARMZ(ウラン開発国営企業) 

鉱業活動中の民間企業 Norilsk Nickel、UGMK、Polyus Gold、RMK、Roi Tinto、BHP Billiton

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) 

資源エネルギー分野の事業活動に対する国家管理を強めてきてお

り、2008 年 4 月には、資源エネルギー分野その他の戦略的重要性持つ

事業分野への外資参入を規制する法律を急遽制定したほか、原子力(含

むウラン開発)に関しては、従来の国内の民生用の原子力企業(国営)を

統合し、原子力事業の上流から下流までを傘下にもつ国営企業体であ

る Atomprom を設立した。 

2007 年のトピックス 

2008 年には、資源分野含む戦略的に重要な産業分野への外資参入を規

制する法律が公布・施行された。 

一方で、Norilsk Nickel 社など、ロシアの主要非鉄金属企業による大

規模な外国資産・企業の買収など、海外資産増強の動きとともに、国

内でも Rusal 社による Norilsk 買収など、事業拡大を目指したロシア

企業間での再編の動きもある。 

 

1.鉱業一般概況 

 ロシア国内では、ベースメタル、主要レアメタ

ルとも既存鉱山の鉱量の枯渇、品位の低下、未開

発鉱床のへき地化が懸念されている。こうしたこ

とも要因となり、潤沢な資金を活用して海外の資

産を買収する動きが活発化してきている。 

 具体的には、世界最大のニッケル、PGM 生産

者である Norilsk Nickel は、2007 年 5 月、加

Lion Ore 社の買収を発表した。買収額は 68 億

US$とされる。また、2007 年 2 月には、ロシア

の鉄鋼メーカーである Evraz 社が、 Anglo 

Americans 社が保有する南アフリカの鉄・バナ

ジウムメーカー、Highveld Steel & Vanadium

社の株式 29％を買収し、実質支配権を持つに
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いたるといった動きもあった。 

 また、国内ではアルミ最大手 Rusal 社による、

Norilsk Nickel 買収の動きもあった。具体的

には、2008 年 4 月、Rusal 社は、Norilsk 

Nickel の株式の 25％と 1 株を取得した。 

 こうした、ロシア企業による国内・海外での

資産買収、統合の動きは、欧米非鉄メジャーに

よる寡占化に対応するものとも見られている。 

 国内的には、政府は、ここ数年、一貫して資

源エネルギー分野の事業活動に対する国家管理

を強めてきており、2008 年 4 月には、資源エ

ネルギー分野その他の戦略的重要性持つ事業分

野への外資参入を規制する法律を急遽制定した

(下記 2.参照)ほか、原子力(含むウラン開発)

に関しては、従来の国内の民生用の原子力企業

(国営)を統合し、原子力に関わる上流から下流

までの事業を行う国営企業体 Atomprom を設立

した。 

 

2.鉱業政策の主な動き 

(1) 一般 

 2005 年 6 月、新地下資源法案が閣議で了承

され Duma(下院)に上程されて以降、審議が難

航し、草案自体数度の修正が行われてきている

が、未だに成立の見通しは立っていない。当初

は、鉱区入札やライセンス取得方法を明確化し、

外資も含め地下資源分野への投資促進を目的と

するものであったが、その後、ロシア政府は国

家管理強化に方針変更した。修正の過程では、

外国企業は、“戦略的鉱床”の権利のマジョリ

ティ 51％以上は取得できないことが定められ

た。更に“戦略的鉱床”のカテゴリーも大幅に

広げられ、2007 年 1 月の閣議で了承された修

正案では、資源量(石油 70 百万 t、年何ガス

500 億 m3、銅 50 万 t、金 50t など)のほか大陸

棚の石油・天然ガス、軍事的エリアもその対象

となった。 

 新地下資源法案の改正作業が膠着する中、

2007 年 7 月には、資源エネルギーのみならず、

原子力、航空、軍事、出版、情報通信などの事

業分野における外国投資を規制する法律｢国防

の保障と国家の安全に戦略的意義を持つ経営団

体への外国投資実施手順について(所謂｢外資規

制法｣)(連邦法 No.57FZ)｣が Duma に上程された。

この法案は異例の速さで審議が行われ、一部修

正の後、2008 年 5 月にはプーチン大統領が署

名、施行された。本法律は、本来は地下資源法

によりカバーされていた石油・ガス、金属鉱物

資源、ウランの採掘事業に対する外資規制も含

まれ、このため、既存の地下資源法とのすみ分

けを行う(外資規制法を優先させて地下資源法

との整合を図る)内容を含む連邦法｢ロシア連邦

法的文書の変更及び連邦法｢国防の保障と国家

の安全に戦略的意義を持つ経営団体への外国投

資実施手順について｣の採択に関するロシア連

邦法的文書の条項の効力失効の承認について

(所謂｢調整法｣)(連邦法 No.58FZ)｣が併せて公

布・施行された。 

 

 外資規制法の要点は以下のとおりである。 

① 規制内容 

 国防保障と国家安全に戦略的意義を持つ経営

団体(＝ロシア企業、｢戦略的事業体｣)に対する、

外国企業による投資を規制すること。具体的に

は、戦略的事業体の一定量以上の議決権つき株

式の取得等当該事業体の｢管理権｣を確立するよ

うな取引をロシア政府との事前協議・認可事項

とする。 

 具体的には、地下資源鉱区に関わる事業体に

関しては、 

 ⅰ) 取引の主体が外国政府の場合、次が

規制(認可)対象となる。 

 ・5％超の取得 

 ・管理(経営)権の取得にかかる行為 

 

 ⅱ) 取引の主体が外国投資家(個人、企

業)の場合、次が規制(認可)の対象と

なる。 

 ・議決権つき株式の 10％超の取得 

 ・取締役会などの合議制経営機関の構成

員の 10％超の任命・選出権取得 

 ・管理(経営)権の取得にかかる行為 

 

② 対象となる｢戦略的事業体｣(産業分野) 

 核・原子力関連、軍事・軍民療養技術関連、

宇宙・航空関連、情報・通信の一部、地下資源

の探査・開発など 42 分野。 

 地下資源に関しては、具体的には次のように

書かれている。 

 ウラン：ウラン鉱の探査及び生産を含め、核
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物質及び放射性物質保管拠点、核廃棄物保

管所の配置、建設、稼動及び稼動の停止。

(第 6 条(5)) 

 地下資源：連邦的意義を有する地下資源鉱区

における地質調査又は(及び)鉱物の探査と

生産。(第 6 条(39)) 

 

 地下資源関連の事業体について、規制対象と

なる範囲(鉱種、規模など)は、｢調整法｣に明示

されており、具体的には、以下のとおりである。 

 ⅰ) ウラン、ダイヤモンド、純度が特に高

い石英原料、イットリウム族の希土類、ニ

ッケル、コバルト、タンタル、ニオブ、ベ

リリウム、リチウム、白金族金属の埋蔵地

及び露頭。 

 ⅱ) ロシア連邦の 1 つあるいは複数の構成

主体の領域に賦存し、国家鉱物資源登録規

定に従い、2006 年 1 月 1 日以降、以下の

埋蔵量を有する埋蔵地。 

  -石油：可採埋蔵量 7,000 万 t 以上 

  -天然ガス：埋蔵量 500 億㎥以上 

  -金(鉱脈金)：埋蔵量 50t 以上 

  -銅：埋蔵量 50 万 t 以上 

 ⅲ) ロシア連邦の内水、領海、大陸棚の地

下資源鉱区 

 ⅳ) 利用の際、防衛、安全のための土地区

画の一部を利用することが必要となる地下

鉱区 

   つまり、金、銅鉱床については一定規模

以上のものが規制対象となり、ウラン、レ

アメタルなどは規模に関わらず規制対象と

なる。 

 なお、例外としては、民間の外資が、ロシア

政府が 50％以上出資している会社が行う戦略

鉱床の探鉱開発に参加する場合は、ロシア政府

の事前承認は不要とされている。 

 

③ その他、地下資源法との関係 

 ｢調整法｣では、さらに、外国投資家が参加ない

し実施した地質調査で、戦略鉱床が発見された場

合、国は、探鉱ライセンスの開発ライセンスへの

転換を拒否したり、試験生産中のものについては

国家に脅威が発声する場合にはライセンスを停止

することができることとなった。ただし、この場

合、探鉱費用やサイン・ボーナスは連邦政府によ

り補償される旨も規定されている。 

 

 なお、外資規制法の実施に当たっては、さら

に約 20 の政令、省令等の整備が必要とされて

おり、2008 年 9 月末を目途に整備がなされる

予定となっている。 

 

(2) ウラン関係 

 2006 年以降、政府として、対外関係では、

特 に CIS 諸 国 な ど 周 辺 国 に 対 し て 、

IUEC(Internatinal Uranium Enrichment 

Center)構想への取り込み、ウラン開発プロジ

ェクトも含む原子力分野での関係強化に力を入

れてきている。 

 2006 年 3 月には、カザフスタンとの間で原

子力平和利用分野における協力ワーキング･グ

ループが開催され、両国はカザフスタンでのウ

ラン鉱山開発に協力することで合意した。5 月

には、Tenex 社がウズベキスタン側(国営企業

Navoi Mining & Metallurgical Combine(NGMK)、

地質委員会)と共同でウズベキスタンの Aktau

ウラン鉱床(推定資源量 4.4 千 t)の開発プロジ

ェクトを行うと伝えられた。2007 年には、4 月、

モンゴル政府との間でウランの探鉱、鉱山開発、

濃縮分野での協力協定を締結している。 

 国内においては、原子力関連事業の再編を進

めて、2007 年 4 月、国内の民生用原子力関連

産業全てを傘下におさめる国営の持株会社

｢Atomenergoprom(AEP)｣を年内に設立すること

を定めた大統領令が公布された。7 月には、定

款と取締役会メンバーが承認され、会社として

スタートを切った。AEP は旧 Rosatom(ロシア原

子力庁)の各機能を母体に設立され、ウラン採

掘から濃縮、燃料加工、原発の建設・運転を行

う企業まで、垂直統合した企業体となった。 

 従来の体制でウラン採掘及び燃料加工を担っ

てきた TLEV 社及び海外とのウラン取引、上流

部 門 へ の 参 画 を 行 っ て き た Tenex 社

(Technabexport)も AEP の一部となった。また、

AEP の設立過程において、TLEV 社と Tenex 社の

ウラン鉱山資産は、AEP の 100％子会社の持ち

株会社である Atomredmetzoloto 社(Uranium 

Holding ARMZ)に移転された。 

 現在では、ARMZ 社は旧 TLEV 社、Tenex 社の

海外権益も引継いでおり、カザフスタン、ウズ
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ベキスタンでのウラン開発の JV のパートナー

となっているほか、カナダにおける Cameco 社

との JV、アルメニアでの JV も交渉を進めてい

る。また、2008 年 5 月にはナミビアの VTB 

Capital 社他とナミビアでのウラン探査の JV

を検討中であることが報じられるなど、国策と

しての海外ウラン確保の実施機関として活動を

活発化している。 

    

3.主要鉱産物の生産･輸入･消費･輸出動向 

(1) 主要非鉄金属鉱石生産量 

 

表 3－1.ロシアの金属鉱石生産量 

 (単位：千 t)          

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 

銅 779.4 770.0 -1.2 

鉛 36.4 78.0 114.3 

亜鉛 190.7 166.0 -13.0 

クロム 110.0 121.0 10.0 

ニッケル 290.0 293.6 1.2 

錫 5.1 5.1 0.0 

チタン 22.0 - - 

モリブデン 4.8 4.8 0.0 

ボーキサイト 6,399.2 6,053.9 -5.4 

アンチモン (t) 3,000.0 3,000.0 0.0 

ビスマス  (t) 10.0 10.0 0.0 

タングステン(t) 3,000.0 3,000.0 0.0 

金     (t) 152.6 164.4 7.7 

銀     (t) 400.0 400.0 0.0 

プラチナ  (t) 23.4 27.5 17.5 

ウラン   (t) 3,400.0 3,413.0 0.4 

 出典：World Metal Statistics Yearbook 2008          

 

(2) 主要非鉄金属地金生産量 

 

表 3－2.ロシアの金属地金生産量 

 (単位：千 t)         

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 

銅 959.2 962.4 0.3 

鉛 78.0 78.0 0.0 

亜鉛 233.6 272.2 16.5 

ニッケル 273.9 267.0 -2.5 

錫 5.2 5.1 -1.9 

スポンジチタン 24.0 27.4 14.2 

マグネシウム 36.0 33.0 -8.3 

アルミニウム 3,717.9 3,955.4 6.4 

コバルト  (t) 4,759.0 3,587.0 -24.6 

テルル   (t) 20.0 20.0 0.0 

カドミウム (t) 650.0 556.5 -14.4 

水銀    (t) 50.0 50.0 0.0 

 出典：World Metal Statistics Yearbook 2008          
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(3) 主要非鉄金属消費量 

 

表 3－3.ロシアの金属地金消費量 

 (単位：千 t)            

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 

銅 693.3 687.0 -0.9 

鉛 58.7 56.7 -3.4 

亜鉛 199.2 216.4 8.6 

錫 5.0 5.0 0.0 

ニッケル 26.4 26.4 0.0 

アルミニウム 1,047.0 1,020.0 -2.6 

 出典：World Metal Statistics Yearbook 2008            

 

(4) 主要非鉄金属輸出量 

 

表 3－4.ロシアの金属精鉱/地金輸出量 

 (単位：千 t)           

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 主な輸出相手国 

銅鉱 - 2.6 -  

銅地金 261.8 274.6 4.9  

鉛地金 41.7 68.4 64.0  

亜鉛地金 75.3 88.7 17.8 トルコ、蘭 

アルミニウム地金 3,163.6 3,948.6 24.8 日、米、蘭 

 出典：World Metal Statistics Yearbook 2008            

 

(5) 主要非鉄金属輸入量 

 

表 3－5.ロシアの金属精鉱/地金輸入量 

 (単位：千 t)           

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 主な輸出相手国 

銅鉱 19.2 15.8 -17.7  

銅地金 2.2 0.0 -100.0  

鉛地金 19.2 17.5 -8.9  

亜鉛地金 26.6 32.5 22.2  

アルミニウム地金 17.7 16.2 -8.5  

 出典：World Metal Statistics Yearbook 2008          
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(6) 日本への輸出 

 

表 3－6. ロシアの日本への精鉱 /地金輸出量 

(単位：千 t) 

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 

銅地金 0 1 - 

鉛鉱石 0 4 - 

亜鉛鉱石 5 0 -100.0 

亜鉛地金(t) 0 811 - 

銀地金(t) 6 0 -100.0 

アルミニウム地金 362 369 1.9 

ニッケル地金(t) 8,566 9,318 8.8 

フェロクロム 44 45 2.3 

クロム地金(t) 696 390 -44.0 

コバルト地金(t) 198 36 -81.8 

フェロバナジウム(t) 360 187 -48.1 

白金族金属(kg) 24,711 27,729 12.2 

マグネシウム地金(t) 70 154 120.0 

希土類原料・製品(t) 8 45 462.5 

出典：財務省貿易月表 2007.12 等 

 

4. 鉱山会社活動状況 

(1) Norilsk Nickel 

 主要金融機関や主要産業の企業と共に、オリガ

ルヒ（ロシアの資本主義化の過程で形成された政

治的影響力を有する寡頭資本家）の Potanin 氏率

いる Interros グループに属しており、銅、ニッ

ケルの国内最大の生産者である。Norilsk Nickel

の国内でのニッケル･銅･PGM の生産拠点は、① 

Polar(Taimyr 自治管区)と② Kola(Murmansk 州)

であり、2006 年には金の生産部門であった

Polyus を新会社としてスピン･オフさせ、Polyus 

Gold社となった。 

 Norilsk Nickel は国内での銅、ニッケル探

鉱・開発に関しては欧米メジャーとの連携を強

めつつある。2006 年 1 月、Rio Tinto と共にロ

シア国内に合併企業を設立して探鉱開発を行う

ために Norilsk Nickel 51％、Rio Tinto 49％

の比率で J/V RioNor 社を設立した。J/V 設立

は、Udokan 銅鉱床や Sukhoi Log 金鉱床の採掘

権の鉱区入札に応札するためではないかと観測

されている。 

 また、6 月には、BHP Billiton とも、国内で

の探鉱・開発を念頭に同様の包括提携を締結し

た。BHP Billiton との関係については、2003

年 3 月に、Norilsk Nickel が、シベリアで

Iisk=Tagul ニッケル鉱床の開発権を落札した

後、同鉱床開発のパートナーとして招聘したと

報じられている。 

 他方、海外資産の買収も積極的に進めており、

2007 年 3 月には、米 OM グループのニッケル事

業(フィンランドの製錬所、豪州の Caese 鉱山

権益等含む)を買収、2007 年には、加 Lion Ore

社を買収した。こうした買収の結果、2007 年

に同社は、海外では、豪州、南ア、ボツワナに

ニッケルの鉱山及び探鉱・開発案件を持つとと

もに、フィンランドに精錬プラントを新たに有

するにいたっている。 

 なお、Norilsk Nickel に関しては、2008 年

4 月、ロシアのアルミ最大手である Rusal 社が、

同社の株式の 25％と 1 株の取得するといった

動きもあった。Norilsk Nickel は、今回の

Rusal 社による株式取得を公式には歓迎してい

る。なお、Rusal 社は、Norlisk 社の大株主で

ある Prokhorov 氏から、Rusal 社株式の 14％及

び 70～80 億 US$とも言われる金額と交換に

Norilsk Nickel 株を取得したといわれる。 
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4－(1)-1.Norilsk Nickel：財務状況 

 

    (金額単位：百万 US$)     

 2006 年 2007 年 増減率(％) 

売上高 11,923 17,119 43.6 

 うちニッケル 6,228 10,216 64.0 

 うち銅 2,841 2,948 3.8 

 うちパラジウム 1,265 1,325 4.7 

 うちプラチナ 1,116 1,272 14.0 

 うち金 100 148 48.0 

営業利益 7,036 7,431 5.6 

当期損益 5,965 5,276 -11.6 

探鉱費 - - - 

 出典： Annual report 2007      

 

4－(1)-2.Norilsk Nickel：生産状況 

 

 (単位：t)    

場所・鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 

ロシア    

 ニッケル 243,985 234,454 -3.9 

 銅 425,107 404,465 -4.9 

 パラジウム(ｔ) 98.4 94.8 -3.7 

 プラチナ(ｔ) 23.4 22.0 -3.2 

オーストラリア(※)    

 ニッケル - 4,222 - 

ボツワナ(※)    

 ニッケル - 7,266 - 

 銅 - 5,524 - 

 パラジウム(ｔ) - 1.0 - 

 プラチナ(ｔ) - 0.2 - 

フィンランド(※)    

 ニッケル - 29,339 - 

 銅 - 5,081 - 

米国    

 パラジウム(ｔ) 14.4 12.8 -10.8 

 プラチナ(ｔ) 4.3 3.9 -10.0 

南アフリカ(※)    

 ニッケル - 1,058 - 

 銅 - 568 - 

 パラジウム(ｔ) - 0.2 - 

 プラチナ(ｔ) - 0.1 - 

グループ合計    

 ニッケル 243,985 276,339 13.3 

 銅 425,107 415,638 -2.2 

 パラジウム(ｔ) 112.9 108.9 -3.5 

 プラチナ(ｔ) 27.7 26.7 -3.6 

※：2007 年の買収以降の数量     

 出典：Annual report 2007     
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4－(1)-3.Norilsk Nickel：保有鉱山別鉱石生産状況 

 

(単位：千 t) 

所在国・鉱山 2006 年 2007 年 増減率(％) 

ロシア 21,761 22,673 4.2 

 Taimyr Peninsula 14,127 15,037 6.4 

 Kola Peninsula 7,634 7,636 0.0 

豪州(※) - 4,444 - 

 Black Swan - 2,387 - 

 Cawse - 1,093 - 

 Lake Johnston - 779 - 

 Waterloo - 185 - 

ボツワナ(※)    

 Tati Nickel - 5,986 - 

USA(※)    

 Stillwater Mining co. 1,289 1,169 -9.3 

南ア(※)    

 Nkomati - 372 - 

グループ合計 23,050 34,644 50.3 

※2007 年の買収以前の生産量含む、鉱山としての全生産量(他社権益分含む)     

 出典： Annual report 2007     

 

(2) Polyus Gold 

 2006 年に Norilsk Nickel から独立し、ロシ

ア最大の産金企業となった。 

 同社は、2010 年の到達目標として｢年産金

100t、キャッシュ･コスト 220～240US$/oz.｣を

掲げている。 

 2007 年現在、Olimpiada(Krasnoyarsk 地方)、

Zapadnoye(Irkutsuk 地方)、Kuranakh (Yakutia

地方)の 3 つの稼動金鉱山と 1 つの砂金鉱床

(Irkutsuk 地方)で生産を行っており、ロシア

東部を中心に 7 つの探鉱プロジェクトを有して

いる。主要なものとしては、2006 年に、同社

は、ロシア最大の金鉱床である Natalka 鉱床

(ロシア北東部 Magadan 地域)の開発権(94.8％)

を取得し、2008 年初には FS を完了、その後パ

イロットプラントの建設を進めている。同銅鉱

床は、推定・確認鉱量 790 百万 t(金品位

1.56g/t)、カットオフ品位 0.6％で金の含有量

は 39.7 百万 oz(1,235t)とされている。 

 

 

4－(2)-1.Polyus Gold：財務状況 

 (単位：千 US$)     

 2006 年 2007 年 増減率(％) 

売上高 734,559 867,119 18.0 

営業利益(EBITDA) 300,817 334,814 11.3 

当期損益 1,157,238 47,087 -95.9 

探鉱費 - - - 

 出典：Annual report 2007      
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4－(2)-2.Polyus Gold：鉱山別金生産状況 

 (単位：ｔ)      

鉱山 2006 年 2007 年 増減率(％) 

Olimpiada 26.6 26.8 0.8 

Zapadnoye 1.0 1.0 0.0 

砂金鉱床 5.3 5.6 4.1 

Kuranakh 4.8 4.4 -7.2 

合計 37.8 37.8 -0.1 

 出典：Annual report 2007      

 

(3) Ural Mining & Metallurgical Company(UGMK) 

 UGMK は、ロシア第 2 位の銅生産者であると

同時に亜鉛生産者である。生産拠点としては、

50％以下の株式を持つ子会社含め、鉱山部門

11、製錬部門 9 がある。その主要なものは以下

のとおりである。同社は、同亜鉛のほか、鉛、

カドミウム、金、銀の生産能力も有している。 

 

① 鉱山部門 

・Gaiskiy mining combine 

・Boqoslovskeye mine administration 

・Urupskiy mining combine 

・Uchalinsky mining combine 

 

② 精錬部門 

・Katur-Invest 

・Sredneuralsky Copper Smelter 

・Svyatoqor 

・Mednoqorsk Copper Sulphate Plant 

・Uralelectromed 

・A.K.Serov 

・Electrozinc 

 UGMK は、2005 年 12 月に行われた Yubileinoye

銅･亜鉛鉱床(Bashkortostan 共和国)の入札で

Bashkirskaya Copper Company(Bashmed 社)を代

理人に立て、349 百万ルーブル(約 12 百万 US$)

で採掘権を獲得した。2007 年から鉱石処理能

力 1.2 百万 t/年規模の GOK の建設を開始し、

350 百万 US$を投じて開発工事を 2 年間で終え

る計画である。同鉱床は、ロシアで十指に入る

銅鉱床で、B+C1 カテゴリー埋蔵鉱量が 105.6

百万 t(銅 1,642 千 t、亜鉛 1,068 千 t、銀

1,311t)ある。 

 また、2006 年 2 月に行われた入札では

Buribayevsky GOK を通じて Ivanovskoye 銅･コ

バルト鉱床(Bashkortostan 共和国)の探鉱･採

掘権を取得した。 

 2008 年 5 月、同社は、RMK(Russian Copper 

Company)と共同で、ウラル地域に 30 万 t/年規

模の亜鉛精錬プラントを建設する計画を公表し

た。本プラントは 2009 年に建設着手し、投資

額は 650 万 US$とされている。 

 

 

4－(3)-2.UGMK：の生産状況 

 (単位：千 t)     

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 

銅地金 354.3 350.0 -1.2 

銅ワイヤーロッド 277.6 280.0 0.9 

亜鉛地金 88.0 87.5 -0.6 

 出典：報道等     
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(4) Russian Copper Company(RMK) 

 同社の傘下企業で構成される鉱山、スクラップ回

収、製錬の 3 部門からなる。鉱山部門では Ormet 

GOK(Orenburg州)、Aleksandrinsky Mining Company 

(Chelyabinsk 州)、Uralhydromed(Sveldrovsk 州)

の 3 社が銅採掘を行っており、製錬部門では電

気銅を生産する Kyshtym Copper Ekectrolyte 

Plant(KMEZ：Chelyabinsk 州)、KMEZ に粗銅を

供給する Karabashmed(同州)、スクラップ原料

か ら 二 次 銅 地 金 を 生 産 す る Novgorod 

Metallurgical Plant(Novgorod 州)が主要な生

産拠点となっている。同社は、ロシア第 3 位の

産銅会社であり、電気銅の生産で国内 14％の

シェアを有し、電気銅の生産量は年 180,000t

である。また、2007 年には、金 2t、銀 25t を

生産した。 

 2007 年末、RMK 社は、子会社として、ニッケ

ル部門(Russian Nickel Company)を組織し、

Chelyabinsk 地方のニッケル鉱床と Altai 地域

のニッケル・コバルト鉱床の開発権を取得した

と報じられた。これらの鉱床は、ニッケルの確

認埋蔵量 440 千 t、推定埋蔵量 714 千 t といわ

れている。2008 年中に Chelyabinsk でニッケ

ル地金生産設備の建設に着手、2009 年には

Altai 地域で建設を開始する予定としている。 

 また、2008 年 5 月、同社は、UGMK 社と共同

で、ウラル地域に 30 万 t/年規模の亜鉛精錬プ

ラントを建設する計画を発表した。 

 

(5) Polymetal 

 Polymetal は世界第 5 位の銀生産者であり、

金に関しては国内第 3 位である。2007 年時点

で、傘下企業が 5 銀鉱山(Dukat、Lunnoe、

Vorontsovskoye、Khakanzhinskoye、Arylakh)

で採掘を行っており、また、15 の探鉱プロジ

ェクトを有している。 

 同社は、2007 年後半に AngloGold Ashanti

社と提携を結んでいる。両者は、シベリア、極

東地域を中心に JV での探鉱・開発を進めてい

く予定である。 

 なお、同社は 2007 年 2 月、ロンドン LSE 及

びモスクワ RTS、MICEX で IPO を実施した。 

 

 

 

(6) Novosibirsk Tin Combine <NOK> 

 (Khabarovsk 地方) 

 ロシア唯一の錫生産者であり、Sakha 共和国、

Yevrey 自治州と Khabarovsk 地方の生産企業を

傘下に収めるホールディング会社であり、同社

の 販 売 先 の 過 半 は ロ シ ア 鉄 鋼 大 手 の

Magnitogorsk 社で、その他の主要販売先は

Mittel のカザフ工場である。 

 傘下に Vostokolovo 社(Khabarovsk 地方)の

Pravourmiyskoye 鉱 山 、 Vostokolovo ・

Dalolovo 鉱山、Khinganolovo 社(Yevrey 自治

州)の Khinganskoye 鉱山(採掘休止中)がある。 

 同社の 2007 年の錫生産量は、2,898.1t(対前

年 3％減)だった。 

 なお、同社は、キルギスの Trudovoye 錫･タ

ングステン鉱山でも Tianshanolovo JV として

採掘を行ってきていたが、2007 年、キルギス

政府からライセンスを剥奪された。 

 

(7) Primorsky GOK(Primorsky 地方) 

 Vostok 鉱山を操業し、タングステン精鉱の

生産をほぼ独占している。2007 年の精鉱生産

量は 4,135t であった。同 GOK は 2006 年 1 月、

選鉱場設備を子会社の AIR 社に 37 百万ルーブ

ル(約 1.3 百万 US$)で売却し、現在では、

Primorsky 社が鉱山操業、AIR 社が選鉱を行っ

ている。 

 2006 年 12 月、Primorsky 社は Primorsky 地

方の Skrytoye 鉱床と Glubokeye 鉱床の権利を

落札したと報じられた。両鉱床の鉱量は合わせ

て 110 千 t といわれている。また、2008 年前

半には、Vesyoloye 金鉱床(埋蔵量 10t)の開発

権を取得したと報じられている。 

 

(8) Atomredmetzoloto 社 (Uranium Holding 

ARMZ)社 

 2007 年の民生用原子力産業の再編、AEP の設

立に伴い、従来、国内外でのウラン採掘及び燃

料加工を担ってきた TLEV 社及び海外とのウラ

ン取引、上流部門への参画を行ってきた Tenex

社(Technabexport)も AEP の一部となり、TLEV

社と Tenex 社のウラン鉱山資産は、AEP の

100 ％ 子 会 社 の 持 株 会 社 で あ る

Atomredmetzoloto 社(Uranium Holding ARMZ)

に移転された。現在では、ARMZ 社の主力鉱山
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は、Chita 地域の Krasnokamensk 鉱山である。

また、同社はとなっている。 

 また、2008 年には、Chita 地域で鉱山を有す

る Khiagda 社(Dalur 近郊)、Priargunsky 社が、

ARMZ 傘下に組込まれた。 

 ARMZ 社の現状の国内でのウラン生産能力は

3,500t/年であるが、同社は、 2010 年には

10,000t、2025 年には 20,000t まで拡大するこ

とを目指している。そのうち半分以上は国内で

の生産とする計画である。特に、Priargunsky

鉱床及び東シベリアの Elkon 鉱床の開発・拡張

が期待されている(三井物産も参加)。 

 なお、ARMZ 社は、前述のように旧 TLEV 社、

Tenex 社の海外権益も引継いでおり、カザフス

タン、ウズベキスタン、モンゴル、カナダ、ア

ルメニアでの JV が進行中である。2008 年 5 月

にはナミビアでのウラン探査の JV を検討中で

あることが報じられている。 

 

5.鉱山･製錬所状況 

(1) Chlyabinsk Zink Plant <ChTsZ 社> 

(Chelyabinsk 州) 

 ロシア最大の亜鉛地金生産者(生産能力 200

千 t/年)であるが、原料基盤を持っておらず、

慢性的な鉱石不足に悩まされてきたため、2006

年 4 月、カザフスタンの亜鉛鉱石生産者である

Novazinc 社の株式 51％を 70 百万 US$で買収し

た 8 月には残りの権益 49％を買収し、

Novazinc 社を 100％子会社化した。Novazinc

社が有する Akzhal 鉛亜鉛鉱山の鉱石はすべて、

ChTsZ 社に供給されている。 

 同鉱山の 2007 年の亜鉛精鉱生産量は、30 千

t(亜鉛量)であった。 

 また、ChTsZ 社の 2007 年の亜鉛及び亜鉛合

金生産量は、165,007 千 t であった。 

 

(2) VSMPO-Avisma 社(Perm 州) 

 同社は、2005 年 6 月、スポンジチタンの世

界シェア 3 割を持つ世界第 1 位の生産者

Avisma 社と展伸材メーカーVSMPO 社の統合によ

り誕生した。原料であるチタン精鉱については、

全量をウクライナのコンビナート(Volnogrsk 

GOK、Irshansky GOK)から輸入している。 

 2006 年 5 月同社は、ロシア政府が国営武器

輸出企業 Rosoboronexport を通じて買収し、国

有化されることに同意した。Rosoboronexport

社は 2007 年末時点で、VSMPO 社の株式の 66％

を保有している。 

 

(3) その他(チタン開発) 

 上述のとおり、ロシア国内では現状チタン鉱石

の生産は行れておらず、輸入に依存している。し

かし、国内にはいくつかの鉱床が発見されている。

そのうち、最も開発に近い段階にあるのが、

Ilmenite-rutile 型の Turganskoye 鉱床(Tomsk 地

方)、Tarskoye鉱床(Omsk地方)などである。 

 また、ロシア石油大手の Lukoil は Timmano-

Pecchora 地方(Komi 共和国)に Yregoskoye 鉱区

を有しているが、これは油層とともにチタン層

の存在が確認されている。同鉱区のチタン埋蔵

量は、約 640 百万 t、ロシア全体の約 50％を占

めるとも言われている。Lukoil は VSMPO 社以

外の社との共同での開発を検討していると報じ

られている。 

 

6.我が国との関係 

 2006 年 10 月、三井物産は、Tenex 社と共同

で、極東 Sakha 協和国内の Yuzhnaya ウラン鉱

床(Elkom 鉱床)の FS を行うことに合意したと

発表した。三井物産は同プロジェクトの 25％

を取得するオプションも有している。 

 同プロジェクトのロシア側権益は、2007 年、

ARMZ 社に移転された。 

 

7.その他 

 特になし。 

 

(2008.8.25/ロンドン事務所 及川 洋) 

 




