
モンゴル 
 

主要データ 

国名〔英名〕 モンゴル国〔Mongolia 〕 

面積(km2) 1,564,116 

海岸線延長(km) 0 

人口（百万人） 2.7 

人口密度（人/km2) 1.9 

GDP（百万 US$) 4,203 

一人当り GDP（US$） 1,560 

主要鉱産物：鉱石 銅、亜鉛、モリブデン 

主要鉱産物：地金 銅 

鉱業管轄官庁 鉱物資源庁、原子力庁 

鉱業関連政府機関 鉱物資源エネルギー省、国家専門検査庁 

鉱業法 鉱業資源法、原子力エネルギー法 

外資法 外国投資法 

環境規制法 （環境影響調査制度、

環境・排出基準の有無等） 
環境保護法（環境影響調査制度、環境基準有り） 

鉱業公社 Erdenes MGL、Mon-atom 

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） 

・国の鉱業権益保有比率（特にウランの場合、無償での保有）

・銅及び金に係る超過利潤税法（2011 年 1 月 1日廃止予定） 

・Tavan Tolgoi 石炭鉱床の開発 

・鉄道、電力等インフラ整備 

2009 年のトピックス 

・原子力庁の設置及び原子力エネルギー法制定(2009 年 7 月 16

日) 

・Oyu Tolgoi 銅・金鉱床開発投資契約締結（2009 年 10 月 6 日）

 

 

1．鉱業一般概況 

モンゴルは 1989 年に社会主義国家から民主主義国家に移行したが、中央計画経済から市場経済への

移行の過程で 1990 年代に多くの法律及び税制が整備された。鉱物資源法は 1997 年に初めて制定され

たが、商業的鉱山活動を行う上で健全な基礎が築かれており、探鉱、採掘、所有に関し透明、安全か

つ譲渡可能な権利の制度が確立された。これに伴い 2001 年以降の鉱物資源の探鉱、採掘ブームを引き

起こし、多くの探鉱ライセンスが発行された。この結果、南ゴビ地域で Oyu Tolgoi、Tavan Tologoi

の巨大鉱床を含む主要鉱床の発見につながった。2005 年までに鉱山部門は、急速に発展しモンゴル最

大の産業となり、GDP の 18％、工業生産額の 66％、輸出の 76％、財政収入の 22％を占めるに至った。

(財政収入における鉱山部門の寄与は、現在では過半を占めている。) 

 しかし、2006 年にモンゴル議会は鉱物資源法を改正し、幾つかの根本方針を変更した。重要な点は
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以下のとおり。 

・ 金及び銅鉱石に関する超過利潤税(68％)を導入 

・ 戦略重要鉱床に関し、国家の参入比率の著しい増加 

・ 戦略重要鉱床への出資額の 10％以上をモンゴル証券市場に上場 

 

 この鉱物資源法改正は、外資による鉱山開発にとって魅力の後退につながった。さらに 2007 年、鉱

物資源価格の急騰からモンゴル議会は、2006 年鉱物資源法をさらに改定して、政府の参入をさらに高

めようとの動きが出た。鉱物資源政策にかかる鉱物資源法の改正が、政争の具となったこともあり、

投資家はモンゴルにおけるソブリンリスク上の懸念を感じ、大手ではモンゴルから撤退するところも

出てきた。2008 年 9 月 15 日以降の世界金融危機により鉱物資源価格は急落し、モンゴル側の国家参入

比率のさらなる引き上げ等論争は沈静化し、2009 年 10 月には数年間の交渉を要した Oyu Tolgoi 銅・

金鉱床開発にかかる投資協定(モンゴル政府-Ivanhoe、Rio Tinto)の締結を見ることになり、改めてモ

ンゴル鉱物資源投資環境が見直されつつある現状である。悪名高かった超過利潤税は 2011 年 1 月 1 日

から廃止されることが決定した。 

 また、2009 年春の国家大会議（議会）で承認された放射性鉱物及び原子力エネルギー政策に基き 7

月 16 日、原子力エネルギー法が制定され、首相直属機関として原子力庁が設置された。またウラン開

発に係る国家権益保有機関として、Mon-atom 社が設立された。 

 

 

2．鉱業政策 

モンゴル政府の鉱物資源に関する方針は以下のとおりである。 

・ 新規鉱床の開発 

・ 設備の更新 

・ 最終製品の生産拡大 

・ 2015 年までに銅精錬所、カーソード方式抽出銅の生産増加 

・ モリブデン精鉱加工工場の設立 

・ リン肥料の生産 

・ ウラン鉱床の開発、ウラン鉱石の精製 

・ 原子力利用条件、環境の調査 

・ 電子産業に必要なレアアース鉱床の開発、最終製品の生産 

・ 貴金属の加工工場(100％程度)の設立 

・ 各金属の純度を上げ、国内、国際市場で販売できるよう税制、金融上の支援措置の検討 

・ 国産建設原材料(セメント、鉄、ガラス等)の供給 

・ 原油精製による国産石油製品の供給、石炭の加工 

・ コールベッドメタンガス及び天然ガスの地質調査開始、ガス利用の増加 

・ 原材料形態での輸出の減少と付加価値製品輸出の増加 

・ 進歩的技術を使用した金埋蔵量の増加、国内金精錬所を支援 

 

 2015 年までの国家鉱山、重工業開発方針は以下のとおりである。 

・Oyu Tolgoi 銅・金鉱床、Tavantolgoi 炭鉱など大鉱床を開発。開発に伴う経済の急速な発展、イン

フラ整備、環境整備実施、Tsagaan Suvraga,Kharmagtai 銅鉱床の開発、銅精鉱・石炭・電力の輸出

国への整備 

・Selenge, Darkhan 地域の鉄鉱山を利用しての鉱業、重工業プラントを設立、Darkhan の重工業設備

更新の実施、鉄鋼製品生産量を増加による製品輸出 

・Tavan tologoi, Narinn Sukhait 炭鉱で選炭し、世界基準を満たす製品の輸出 

- 20 -



・Asgat 銀鉱山のインフラ及び技術問題の解決、開発プロジェクトの実施 

 

 その他にも、ドルノゴビ県サインシャンドで Oyu Tolgoi,Tavan Tolgoi の資源を利用し、発電所・

コークスプラント・セメントプラント及び銅製錬所等の重工業団地建設計画が浮上している。鉱山開

発及び中小鉱山の生産増加により 2015 年までに、鉱業分野の国内総生産に占める比率が 2.5 倍、輸出

収益が 3倍に増加するという調査データもある。 

 

 

3．主要鉱産物の生産・消費・輸出入動向 

（1）主要非鉄金属鉱石生産量 

表 3－1．モンゴル：金属鉱石生産量（金属量） 

（単位：千 t） 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(%) 

銅 133.2 129.4 132.3 2.24 

モリブデン 2.0 1.9 2.4 26.32 

亜鉛 77.3 71.8 70.8 -1.39 

金(t) 17.4 15.2 9.8 -35.53 

（出典：World Metal Statistics 2010） 

 

（2）主要非鉄金属地金生産量 

表 3-2．モンゴル：金属地金生産量 

（単位：千 t） 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(%) 

銅 3.0 2.6 2.5 -3.85 

（出典：World Metal Statistics 2010） 

 

（3）主要非鉄金属消費量 

  データなし 

 

（4）主要非鉄金属輸出量 

表 3-3．モンゴル：銅精鉱輸出量 

（単位：千ｔ） 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(%) 主な輸出相手国 

銅精鉱（精鉱量） 552 583  587 0.6 中国 

 

 

4．鉱山・製錬所状況 

表 4-1．鉱山一覧 

鉱山名 権益所有企業（権益：％） 鉱種 生産量（千ｔ） 

Erdenet 

  

モンゴル政府（51%） 

ロシア政府(49%) 

銅（精鉱中含量） 129.8 

銅（SxEw) 2.5 

銅(合計） 132.2 

Tumurtiin Ovoo 
Mongolian Metalipex（49%） 

中国有色金属建設股份有限公司(51%)
亜鉛 156.5
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5．探鉱状況 

 2008 年度に民間資金で 2,269 探鉱権の鉱区(27,400,000ha)で地質探鉱が実施された。その対象鉱種

は、以下のとおり。(作業規模：173,400 百万 MNT) 

 貴金属(金、銀)、金属(銅、亜鉛、鉛、アルミ、白金族、ニッケル、ビスマス、コバルト、鉄、マン

ガン、チタン、バナジウム、クロム)、非金属(蛍石、石灰石、建築材、水晶、ベリル、リン鉱石、ダ

イヤモンド、塩)、レアメタル(タングステン、錫)、可燃性鉱物(石炭、Shatdag Zanar)、ウランなど 

   

 
図 1： 探鉱作業計画・実施 

(出典：鉱山局へ提出された地質探鉱作業計画書・報告書) 
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6．我が国との関係 

 

 

 

7．その他トピックス 

2009 年 10 月の Oyu Tolgoi 銅・金鉱山の開発にかかる投資協定締結後、モンゴルに対する世界の見

方が変化してきた。近年、モンゴル資源ブームが巻き起こっている。特に香港上場企業がモンゴル鉱

山企業等の企業買収を行っているほか、南部モンゴルのインフラ開発を初め Oyu Tolgoi 鉱山開発開始

に向けた動きが活発化している。他方、Tavan Tolgoi のコークス炭開発の動向が注目され、アメリカ、

ロシア、中国、日本、韓国、インド、ブラジルの大手企業らが関心を示している。 

 

(北京事務所 土居正典) 

Prospective minerals deposits and occurrences in Mongolia  

proposed for investment and development 

図 2：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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