
 

 

 

 

 

 

 

  

 

資源開発環境調査 

マレーシア 

Persekutuan Tanah Malaysia 

(Federation of Malaysia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

目  次 

 

 

1. 一般事情･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 1 

 

2. 政治・経済概要････････････････････････････････････････････････････････････ 1 

 

3. 鉱業概要･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 2 

 

4. 鉱業行政･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 5 

 

5. 鉱業関係機関･････････････････････････････････････････････････････････････ 17 

 

6. 投資環境･････････････････････････････････････････････････････････････････ 17 

 

7. 地質・鉱床概要･･･････････････････････････････････････････････････････････ 21 

 

8. 鉱山概要･････････････････････････････････････････････････････････････････ 32 

 

9. 新規鉱山開発状況･････････････････････････････････････････････････････････ 32 

 

10. 探査状況････････････････････････････････････････････････････････････････ 32 

 

11. 製錬所概要･･････････････････････････････････････････････････････････････ 32 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況･･････････････････････････ 35 

 

 

 

資料（統計、法律、文献名、URL 等） ･･････････････････････････････････････････ 35



 

- 1 - マレーシア 

1. 一般事情 

1-1. 面積  33 万㎢ 

1-2. 人口  2,453 人（2002 年統計局） 

1-3. 首都  クアラルンプール 

1-4. 人種  マレー系 65.1%、中国系 26%、インド系 7.7%、その他 1.2% 

1-5. 公用語  マレー語（国語）、中国語、タミール語、英語 

1-6. 宗教  イスラム教（連邦宗教）、仏教、儒教、ヒンドゥー教、キリスト教、 

原住民信仰 

1-7. 地勢等  1957 年 マラヤ連邦独立 

 1963 年 マレーシア成立（シンガポール、サバ、サラワクを加える）。 

   1965 年 シンガポール分離、そして独立。 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体  立憲君主制（議会制民主主義） 

2-2. 元首  サイド・シラジュディン第１２代国王 

（2001 年 12 月 就任 任期５年、スルタン会議で互選 ペルリス州ス

ルタン） 

2-3. 議会  二院制 

上院： 70 議席 任期３年（うち 44 名は国王命令、26 名は州議会指名） 

下院：193 議席 任期５年（直接選挙・・・小選挙区制） 

2-4. 政治概況   

2003 年 10 月、22 年間に渡りマレーシアを率いてきたマハティール首相の引退を受け、

アブドゥラ副首相が第 5 代首相に就任。アブドゥラ新首相は、マハティール路線の継承を

表明しており、政策に大きな変更はない見込み。 

マレー系政党 UMNO（統一マレー国民組織）を中核とした連立与党（BN：国民戦線）

が、大多数の下院議員(150／193 議席)を確保しており、政権は安定的に推移している。 

2-5. 主要産業 製造業（電気機器）、鉱業（錫、原油、LNG） 

農林業（天然ゴム、パーム油、木材）、 

2-6. GDP   

 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 

G D P (億 ＄ ) 480 507 552 554 577 

一人当たり(＄) 3,093 3,238 3,509 3,386 3,610 

 

2-7. 通貨  リンギ（Ringgit） 
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2-8. 為替レート １US＄＝3.8 リンギ、１リンギ＝約３０円 

（1998/09/02 以降固定相場制になっている） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 3.8000 

出典：International Financial Statistics 2004 
2-9. 貿易 （2002 年） 

輸出 932.63 億ドル：電気製品、原油、LNG、パーム油、化学製品 

輸入 798.68 億ドル：製造機器、輸送機器、食料品 

 

対日貿易（財務省統計 単位：億円） 

 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

輸 出 14,966 13,372 13,776 14,580 

貿易品 機械機器、LNG 等鉱物性燃料、木材等 

輸 入 15,627 15,613 14,014 13,017 

貿易品 半導体等電子部品、一般機械、鉄鋼等 

 

2-10. 経済概況 

2002 年のマレーシア経済は、国内民間消費の伸びや輸出需要の回復等を反映し、経済成

長率は低迷した前年の 0.4%から 4.2%と回復基調となった。 

インフレ率は、燃料や電気通信料金の値上げ等により、2001 年の 1.4%から 1.8%とやや

増加傾向となった。他方、失業率については、2001 年の 3.6%から 3.5%に改善された。 

鉱業セクターは、わずか 1.6%の伸びとなった 2001 年に対し、4.5%の伸びを示したが、

これは、原油・天然ガスの生産増によるものである。 

 

3. 鉱業概要 

3-1. 錫 

 錫精鉱の産出量は、2001 年の 4,972t から 15.2%減少し 4,215t であった。 

 2002 年末の稼行鉱山数は、前年より 9 鉱山少ない総計 54 鉱山となった。うち 14 鉱山が

露天採掘によるものであり、総生産量の約 35%を占めている。 

 2002 年のクアラルンプール錫市場(KTLM)の平均価格は、年末に上昇傾向となったものの、

2001 年の 4,338US ドル/t から 4,035US ドル/t となった。KTLM で記録された最高錫価格は

7 月 22 日の 4,500US ドル/t で最低価格は 2 月 20 日の 3,647US ドル/t であった。この間、

KTLM の錫在庫は減少し、年末には前年末の 30,550t から 25,610t となった。 

 2002 年中の錫の国内消費は、錫製品製造事業者からの需要減を反映し、2001 年の 4,045t

から 3,896t に減少した。需要は、主としてハンダ、ピューター、錫板部門からのものと
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なっている。 

 マレーシア唯一の錫精錬会社である Malaysia Smelting 社(MSC)が輸入した錫精鉱は、

前年の輸入量 27,990t から減少し 22,908t となった。これらの精鉱は主にインドネシア、

ボリビア、オーストラリア、中国からのものである。輸出量は前年から微減の 27,076t、

輸出額は前年の 4 億 6,100 万 RM から 7.8%減の 4 億 2,500 万 RM となった。 

3-2. 金 

 2002 年の金生産は、2001 年の 3,965 ㎏から 8.2%増加し 4,289 ㎏となった。マレーシア

半島の Pahang 州 Kuala Lips にある Penjom 金鉱山が国内 大であり、その他小規模の

金生産者が Pahang 州、Kelantan 州、Terengganu 州及び Sarawak 州で操業している。 

3-3. 銅 

 サバ州のマレーシア唯一のMamut銅鉱山が鉱量枯渇のため1999年半ば閉山されたこと

から、銅の生産は行われていない。 

3-4. 鉄鉱石 

 2002 年の鉄鉱石の生産は、前年の 376,476t から 7.4%増の 404,350t となった。鉄鉱石

は Pahang州4か所、Perak及び Terengganu州各1か所の小規模鉱山で生産されており、

生産物はすべて国内のセメント、製鋼工場で消費されている。 

3-5. ボーキサイト 

 2002 年のボーキサイト生産は、2001 年の 64,161t から 38%減少し 39,975t となった。生

産は Johor 州南西海岸にある 2 つの鉱山からのものであり、精製後、日本、台湾及びタイ

に輸出されている。現在マレーシアにアルミニウム製錬所は稼働していないが、Sarawak
州 Bintulu における建設計画が検討されている。 

3-6. 珪砂 

 2002 年の珪砂の生産量は前年から微増の 205,950t となった。マレーシアには、砂錫鉱

床に付随するものを含め自然珪砂が、Johor、Perak、Terengganu、Sabah、Kelantan
及び Sarawak 州等に豊富に存在し、その埋蔵量は 1 億 4,840 万 t とされている。 これら

の珪砂は、ガラス、セラミック、鋳物、水処理装置向けに供給されているほか、政府、業

界等により国内資源の有効活用のため高付加価値のガラス製造産業の促進が図られてい

る。 

3-7. イルメナイト 

 Terengganu 州の鉱山及び錫の副産物としてイルメナイトが産出されており、2002 年の

イルメナイトの生産量は 106,046t(前年比 18.3%減)であった。うち、鉱山からの生産は

2,420t となっている。 
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3-8. 石炭 

 2002 年の石炭生産量は、2001 年の 497,733t から 29%減の 352,513t となった。 

主要な石炭資源は Sarawak 州と Sabah 州に、小規模の鉱床は Selangor 州、Perak 州

と Perlis 州にあり、合計 17 億 11 百万 t の埋蔵が予測されている。 

 マレーシアは、電力及びセメントの旺盛な国内需要に対し、既に石炭の純輸入国となっ

ており、主な輸入相手国はインドネシア、豪州、中国、南アフリカである。 

 石炭は、マレーシアにおけるエネルギー政策における 4 つの戦略的資源とされる石油、

天然ガス、水力、石炭のうちの一つである。政府は、今後はこれら燃料資源に加え、太陽、

風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーを 5 番目の燃料として位置付けるべく取り組

みを進めている。 

 

表 1 マレーシアの主要鉱産物の生産量 

    年 1999 2000 2001 2002 2003 

Tin(MT)  7,339 6,307 4,972 4,215 3,359*1 

Gold (kg) 3,449 4,026 3,965 4,289 4,739*1 

Silbar (MT) 4 (*2) (*2) － －*1 

Copper (Mt) 4,600 － － －e － 

Bauxite (1000MT) 224 123 64 40 3 

Iron Ore*3 (1000MT) 216 168 241 259r 382 

Industrial Silica Sand 
and Gravel  (1000MT) 

509 447 575 447r 450 

Titanium (MT) 127,695 124,801 129,750 106,046 95,148*1 

出典：Minerals YearBook 2003 (USGS) 

*1: Reported figure 
*2: less than 1/2 Unite 
*3: Metal Content (Data represent actual reported weight of contained metal or are 

caluculated from reported metal content.)  

e: estimated 
 

表 2 マレーシアの主要鉱産物の埋蔵量 

鉱種 unite Reserve base 
Tin MT 1,200,000 

出典：mineral Commodity Sumaries 2005(USGS) 
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4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

4-1-1. 鉱物資源開発法1994(Mineral Development Act 525 of 1994)   

1998年8月から施行され、連邦政府は、操業に関する管理・監督権限を有し、州政府は、

探査権、探鉱権、採掘権等の許認可権限を有することとされている。Sabah、Selangor、
Kelantan、Pahang、Perlis州で州法の整備が進んでいる。 

4-1-2. 州鉱物資源開発法(State Mineral Enactment) 

4-2. 鉱業政策 

鉱業を支援するため、政府は、1994年に新たな鉱業政策(National Mineral Policy:NMP)
を制定した。また、1998 年には、鉱業の総合的な発展方策、政策目標との整合性等の検討

のため、鉱業審議会(National Mineral Council:NMC)を設置した。同審議会は、中央政府

と地方政府間の調整機能も有している。鉱物政策は、 新技術の活用・技術開発による資

源の探鉱、開発、利用の 適化を通じて鉱業部門の成長・多様化を図ることを政策目標と

し、鉱業分野における効率的、効果的かつ競争力のある規制環境の基本的事項を示した。

また、環境保護や持続的開発及び社会的影響への管理についても重点をおいている。 

鉱業政策に基づき、250ha を超える地域での鉱業権申請に際し科学技術環境省の承認を

得た環境保全計画書の提出を義務付ける等、環境保全への取り組みが拡充された。また、

鉱業への優先的な土地利用権の付与、権利存続期間の担保、統一的かつ効率的な制度の枠

組み、リハビリテーション・環境対策等が規定されている。 

制度実施の為、鉱物資源開発法 1994(Mineral Development Act 525 of 1994)及び州鉱

物資源開発法(State Mineral Enactment)が整備された。 

4-3. 税制 

ロイヤリティ以外は、一般税制の下で管理される。 

4-3-1. 輸入税（表 3） 

・連邦税 

・税率は0～15%であるが、現在はほとんどが0%となっている。類似製品が国内で作ら

れている場合は高率となる。 

・免税については、ケースバイケースで大蔵省が決定する。毎年10月の次年度予算が

発表される時に公表される。 

4-3-2. 輸出税(表 3) 

・連邦税 
・税率は、0～10%。通常は、10%であるが、現在輸出税の対象となる品目は少ない。

スズには、かつては高い税率がかかっていたが、近年のスズ不振により課税されな

くなった。 

・免税については、ケースバイケースで大蔵省が決定する。毎年10月に決定される。 
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4-3-3. 所得税 

・連邦税(法人と個人がある。) 

・税率は30%(1988年40%から35%へ、1993年34%へ、1994年32%へ、1995年30%へ) 

・所得税法に基づき、年間鉱山得得財産、探鉱、開発経費は、コストとして、総収入

(Gross Income)から控除される。 

・全設備及び工場支出(All equipment and Plant expenditure)は、所得税法に基づ

き、総収入から控除される。 

表 3 輸出入税 

 輸入税 輸出税 

①銅鉱石とその精鉱 なし なし 

②ニッケル鉱とその精鉱 なし なし 

③コバルト鉱とその精鉱 5% なし 

④ボーキサイトとその精鉱 なし なし 

⑤マンガン鉱とその精鉱 なし なし 

⑥鉛鉱とその精鉱 なし なし 

⑦亜鉛鉱とその精鉱 なし なし 

⑧スズ鉱とその精鉱 なし なし 

⑨クロム鉱とその精鉱 なし なし 

⑩タングステン鉱とその精鉱   

・灰重石 なし なし 

・鉄マンガン重石 なし なし 

・その他 5% なし 

⑪未加エスズ なし なし 

⑫スズスクラップ なし なし 

⑬スズバー、ロツド、ワイヤー なし なし 

⑭スズプレート、シート及び 

ストリップ 

なし なし 

⑮未加工ニッケル なし 10% 

⑯銅地金   

・カソード なし 10% 

・ワイヤー・バー なし 10% 

・ビレット なし 10% 

・その他 なし 10% 

⑰銅スクラップ なし 10% 

⑬銅バー・ロツド 18%又は595.39リンギ なし 

出典：マレーシアの資源開発環境（1997） 
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・鉱山会社は、探鉱期間中の支出について救済を受けられる。探鉱が成功した場合は、

企業にMining Leaseが与えられ、探鉱期間中の探鉱費用がすでに控除の対象となっ

ていた場合、Mining Leaseが与えられた時点で、さかのぼって徴税の対象となる(成

功払い制度)。しかし、探鉱が失敗した場合、徴税の対象とはならない。 

・損失は、次年度に持ち越され、課税対象収入に対して相殺される。 

4-3-4. 開発税 

1993年に廃止された。(1990年5%から4%へ、1991年3%へ、1992年2%へ、1993年廃止) 

4-3-5. ロイヤリティ(表 4) 

・州税 

・税率は州により異なる。 

・鉱種ごとに連邦政府が 大ロイヤリティを定め、各州はこれを超えないように州政

府が案件毎に決定する。鉄にはロイヤリティがなく、金は上限5%と決められている。

ロイヤリティは、地方税であり、連邦政府のシェアはない。 

・州税となるため、連邦政府からの補助金とのからみ、他の1次産品(木材、ゴムなど〉

とのからみがあるため、税制のしくみは複雑である。 

一般に高税率が課せられ、外資にとってデメリットとなっている。 
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表 4 州別ロイヤリティ一覧 

ROYALTY CHARGES RELATED TO MINERALS,MINERAL PRODUCTS AND ROCK 
MATERIALS 

MINERALS PERLIS 
(per cu.tn.) 

KEDAH 
(per cu.yd.)

P.PINANG
(per cu.yd.)

PERAK 
(per cu.yd.)

SELANGOR
(per cu.m.)

W.PER.KL 
(per cu.yd.) 

N.SEMBILAN
(per cu.yd.) 

Ball clay        

Kaolin   $5.00 $0.50  $0.50  

Common clay  $0.50 $1.00 $1.00 $1.05 $0.50 $1.00 

Earth materials $0.85 $0.50 $1.00 $1.00 $1.05 $0.50  

Laterite $1.70 $0.50 $1.00 $1.00 $1.05 $0.50 $1.00 

Loam   $1.0o $1.00 $1.05 $0.50 $1.00 

Turf       $1.00 

Bricks  

(per 1,000 pcs.) 

 $ 1.00 $1.00 $2.00 $1.50 $1.00 $1.00 

Tiles   $1.00 $2.00 $1.50 $1.00 $0.50 

        

River sand $ 1.70  $2.00 $1.00 $2.10 $1.00 $2.00 

Mine sand $ 1.70 $1.00  $1.00 $2.10 $1.00 $2.00 

Marine sand $ 1.70 $1.00  $1.00 $2.10 $1.00 $2.00 

Silica sand $ 1.70   $5.00 $2.10 $1.00 $5.00 

Gravels        

Limestone $1.70 $1.00 $2.00 $2.00 $2.10 $1.00 $2.00 

Marble  $0.50 $10.00 $2.00 $14.76 $3.00* $5.00 cu.ft 

Shale    $2.00 $1.05 $1.00  

Rock,Stone or 

Granite 

$1.70  $2.00 $1.00 $2.10  $2.00 

Feldspar        

Dim.Stone        

Bauxite        

Barite        

Prec. stone        

Tin    1-2%#   5%a.v 

Gold    5% a.v 5%a.v   

Guona $8.50/t       

Coal        
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JOHOR 
MINERALS 

MELAKA 
(per cu.m) Domestic 

(per cu.yd.) 
Export 

(per cu.yd.)

PAHANG
(per cu.yd.)

TERENGGANU
(per cu.m.) 

KELANTAN 
(per cu.m.) 

SARAWAK 
(per tonne) 

SABAH 
(per cu.m.)

Ball clay       1.00 n.a. 
Kaolin       5%a.v  
Common 
clay 

$2.00 $2.00 $10.00 $0.50 $0.70 T: $2.11 
Al: $1.50 1.00  

Earth 
materials 

$2.00 $1,00 $5.00 $0.50 $0.70 T: $ 2.00 
EL: $ 1.50 1.00  

Laterite $2.00 $1.00 $ 5.00 $0.50 $0.70 T: $ 2.00 
AL: $ 1.50 $1.00  

Loam $ 2.00 $2.00 $10.00 $0.50 $0.70 T: $ 2.00 
AL: $ 1.50 $1.00 . 

Turf $2.00        
Bricks 
(per 1,000 
pcs. ) 

$2.00 $1.00 $8.00 $0.50 $ 1.30 $1.50   

Tiles $2.00 $1.00 $10.00 $0.20 $1.30 $ 1.50  . 
         
River sand $2.60 $0.60 $1.20 $1.00 $0.70 T:- AL: $ 2.00 $ 1.00/t  
Mine sand $2.60 $2.00 $7.50 $1.00 $0.70  $1.00  
Marine 
sand 

$2.60 $0.35 $0.70  $0.70    

Silica sand $2.60 $2.00 $7.50  $0.70  5%a.v  
Gravels    $ 5.00 cu.m.   $1.00/t . 
Limestone $2.60 $2.00 $10.00 $ 2.00 /t $1.30 AL: $ 2.50 5% . 
Marble $ 176 /cu.m. $4.00 $20.00 $ 3.00 /cu.ft. $106.00 $ 110cu.m. 5%  
Shale    $ 2.00 cu.m.   5%  
Rock,Stone 
or Granite 

$ 2.60 $1.00 $5.00 $1.00 $1.30 :1.60 m/t 
AL: $ 1.20 5%a.v . 

Feldspar        . 
Dim.Stone        . 
Bauxite       . . 
Barite         
Prec. stone    $ 2.00 per 

100 cu.m.   .  

Tin        . 
Gold  5%a.v  5% a.v  5%a.v none . 
Guona         
Coal       5% . 

# once tin price exceeds $ 20/kg  SL: State land    AL: alienated land    *:per cu.ft. 
JAB.GAL.'91 
Souce: Vorious land Offices 
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4-3-6. 申請料、鉱区料等(表5～10) 

その他、Prospecting permit申請料(表 5)、Prospecting Licence申請料(表 6)、Mining 
Lease申請料リスト(表 7)、Mining Lease鉱区料リスト(表 8)、Mining Lease更新料リ

スト(表 9)及びその他料金リスト(表 10)を示す。 
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表 5  Prospecting permit 申請料 

 CHARGES RELATED TO THE ACQUISITION OF PROSPECTING RIGHTS 
Fee payable on issual of:  States Application.Fee: Deposit upon 

application made Permit 
PERLIS U/ground:  $ 20 

Others   $20 
－ $ 100 for any area up to 1000 acres 

$ 200 for any area exceeding 1000 acres 
KEDAH $50 $500 $ 150 for any area up to 300 

$ 100 for over 300 acres but no more than 500 acres 
$ 50 for over 500 acres but no more than 1000 acres 

P.PINANG － － － 

PER AK $30 － $ 20 for any area up to 100 acres 
$ 100 for over 100 acres but no more than 500 acres 
$ 200 for over 500 acres but no more than 1,000 acres 
$ 400 for over 1,000 acres 
Forest PP: $ 50 per permit plus premium $ 250 for every 200 Ha

SELANGOR $100  $ 200 for any area up to 200 Ha.  
Forest PP: $ 500 for 6 mths. for any area up to 520 Ha. 

F.TERRITORY $20  $ 50 for any area up to 100 acre 
$ 100 for any area between 100-500 acres 
$ 200 for any 500-1000 acres 
$ 300 for over 1,000 acres 

N.SEMBILAN $20  $ 100 for any area up to 100 acres 
$ 200 for any area between 100-500 acres 
$ 300 for any area between 500-1,000 acres 
$ 500 for any area exceeding 1,000 acres 
FOREST PP: $ 2.00 per hectare. 

MELAKA $250  $ 100 for any area up to 100 acres 
$ 200 for over 100 acres but no more than 500 acres 
$ 500 for over 500 acres but no more than 1,000 acres 
$ 1000 for over 1,000 acres 
Forest PP: $ 50 per acre per year 

JOHOR $10 － $300 
Forest PP: $ 1,000 for every 500 acres or part thereof 

I PAHANG $30 $500 $ 200 on any area up to 100 acres  
$ 400 on any area between 100-500 acres 
$ 600 on any area between 500-1,000 acres 
$ 1,000 for any area above 1,000 acres 
Forest PP: $ 500 

I TERENGGANU $50 $1 per acre up 
 up to 1,000 acres 

$ 300/annum on first 500 acres  
plus $ 150/annum on the next 500 acres or part thereof 

  "-plus $ 0.50 per ac. for any
area exceeding 1,000 ac. but

Forest PP: $ 200 for 6 mth.for first 1,000 ac. or part thereof.
plus $ 100 for 6 mth. on second 1,000ac or part thereof 

  subject to max3,000 ac plus $ 50 for 6 mth. on third and susequent 1,000 acres 

I KELANTAN $5 $500 $ 10 per 6 months for every 25 Ha. 
 Forest PP: $ 300 per year for every 400 Ha. or part thereof.
and $ 500 per year for additional 400 ac. or part thereof. 

I
SARAWAK － － － 

I
SABAH － － $500 

PP:prospecting permit 
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表 6 prospecting Licence 申請料リスト 

 CHARGES RELATED TO THE ACQUISITION OF PROSPECTING RIGHTS 

 Fee payable on issue:  Renewal:  

 
States 

Licence 
Deposit on issue

AppLFee Dep. on 
appl. Fee 

 PERLIS －  $20  － 

 KEDAH －  $50  － 

 P.PINANG － － － － － 

 PERAK $ 250 for every 1,000 acres and
part thereof 

－ 
Forest PP: $ 1,000

$30 － － 

 SELANGOR $ 1,000 for every 400 Ha. or part
thereof 

－ － － － 

 F.TERRITORY $ 300 for first 1,000 acres － － － － 

 

N.SEMBILAN 

$ 300 for any area up to 500 acres
plus $ 225 for next 500 acres or

part  thereof 
plus $ 150 for next 500 acres or

part  thereof 

－ － － － 

 MELAKA $ 500 for every 500 acres or part 
thereof 

－ － － － 

 
JOHOR 

offshore: $ 100 for every 1,000 
acres  and part thereof 

－ 
Forest PP: $ 5 per ac 

per yr 

－ － － 

 
PAHANG 

$ 500 on any area up to 500 acres Permit: $ 5 for 1st $30 $500 as fresh

 

 

plus $ 450 on the 2nd.500 acres or
part thereof 
plus $ 300 on the 3rd.500 acres or 
part thereof 

1,000 acres 
plus $ 2 for 2nd. And
susequent 1,000 acres

Licence: as above 
Forest PP: $ 25 per Ha.

  permit 

 
TERENGGANU 

$ 400/annum on first 500 acres
plus $ 250 per annum on next 500

acres or part thereof 

Permit: $ 3/ac. 
Licence: $ 3/ac, 

Forest PP: $1,000+ 
$ 3 per acre. 

－ － － 

 
KELANTAN 

$ 50 per 6 months for every 25 Ha. Permit: $ 8 per Ha
Licence: $ 8 per Ha.
Forest PP: $ 8 per Ha

－ － － 

 SARAWAK 
General: $ 10 

Exclusive: $ 100 
General: $ 500 

Exclusive: $ 500
－ Gen: $ 500 

Excl: $ 500 
Gen: $ 10

Excl: $ 100

 SABAH $ 7.75 per sq.km. － － － $500 

 PP:prospecting permit 
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表 7 Mining Lease 申請料リスト 
CHARGES RELATED TO THE ACQUISITION OF MINING LEASES 

States Application 
Fee 

Dep. Upon
Application

made 

PREMIUM 
Fresh Issue 

From State Land 
PERLIS $20  U/ground:   a) $ 15 per acre for a term not exceeding 5 years 

   b) if exceeding 5 years- $ 15 per acre for the 1st.5 yrs. and 
thereafter add $ 3 per acre for each year in excess of the 
5 years 

Others:     a) $ 25- $ 100 per acre for a term not exceeding 10 years 
b) if exceeding 10 years- $ 25- $ 100 per acre for 
I st.l0years and thereafter add $ 5 per acre for each year 
in excess of the 10 years. 

 KEDAH 50 500 $150 per acre plus $ 250 per acre as development tax. 
P.PINANG    

PERAK $100  a) $ 150 per acre for a term not exceeding 10 years. 
   b) if exceeding 10 years- $ 150 per acre for 1st 10 years 
   and thereafter add $ 15 per acre for each year in excess of 
   10 years. 

SELANGOR $100  a) $ 2,500 per hectare for a term not exceeding 10 years. 
   b) if exceeding 10 years- $ 2,500 per acre for 1st 10 years 
    and thereafter add $ 250 per hectare for each year in excess
   of 10 years. 

FED.TER.KL 20   
N.SEMBILAN $20  a) $ 100 per acre for a term not exceeding 10 years. 

   b) if exceeding 10 years- $ 100 per acre for 1st 10 years 
   and thereafter add $ 10 per acre for each year in excess of 
   10 years. 

MELAKA $500  a) $ 742 per hectare for a term not exceeding 10 years. 
   b) if exceeding 10 years- $ 742 per ha. for 1st 10 years 
   and thereafter add $ 75 per hectare for each year in excess of 

10 years. 
JOHOR 100  For Gold: 

   a) $ 200 per acre for a term not exceeding 5 years. 
   b) if exceeding 5 years- $ 200 per acre for 1st 5 years and 
   thereafter.add $ 50 per acre for each year in excess of 5 years
   c) $ 200 per acre in respect of off-shore mining 
   For Other Mineral 
   a) $ 100 per acre for a term not exceeding 5 years 
   b) if exceeding 5 years- $ 100 per acre for 1st 5 years and 
   thereafter add $ 20 per acre for each year in excess of the 
   5 years. 
   $ 100 per acre in respect of off-shore mining 

PAHANG 40 500 on a) $ 250 per acre for a term not exceeding 10 years. 
  direct b) if exceeding 10 years- $ 250 per acre for the first 10 
  mining lease years and thereafter add $ 20 per acre per year in excess 
  application of the 10 years. 

TERINGGANU $100  $ 40 per hectare per year. 
KELANTAN 5 500 a) $ 250 per hectare for a term not exceeding 10 years. 

   b) if exceeding 10 years- $ 250 per ha. for 1st 10 years 
   and thereafter add $ 25 per hectare for each year in excess 
   of the 10 years. 

SARAWAK  2,000 no premium 
SABAH   $ 200 per acre 
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表 8 Mining Lease 鉱区料リスト 

CHARGES RELATED TO THE ACQUISITION OF MINING LEASES 
States Premium Annual Rent

 Conversion from Other Titles  

PERLIS Underground: same as for fresh lease  
Others: same as for fresh lease. 

$ 7.50 per ac.
〝 

KEDAH same as for fresh lease $40 per ac.

P.PINANG ―  

PERAK same as for fresh lease same as for fresh lease $ 15 per ac.

SELANGOR same as for fresh lease same as for fresh lease $ 125 per ha.
〝 

F.TERR.KL ―  

N.SEMBILAN same as for fresh lease $ 15 per ac.

MELAKA a) $ 495 per hectare for the first 10 years 
b) if exceeding 10 years- $ 742 per ha. for the 1st 10 years and thereafter 
add  $ 50 per hectare for each year in excess of the 10 years. 

$ 75 per ha.
〝 

JOHOR For gold: same as for fresh lease 
 

 For other minerals: same as for fresh lease 

$ 100 per ac.
〝 

$20 per ac.
〝 

PAHANG a) $ 25 per acre per year for a term not exceeding 10 years. 
b) if exceeding 10 years- $ 25 per acre per year for 1st 10 years and 
thereafter add $ 20 per acre per year in excess of the 10 yrs. 

$25 per ac.
〝 

TERENGGANU same as for fresh lease $ 10 per ac.

KELANTAN same as for fresh lease $ 40 per ac.

SARAWAK no premium $2 per ac. 

SABAH no premium $6 per ac. 
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表 9 Mining Lease 更新料リスト 

CHARGES RELATED TO RENEWAL OF MINING LEASES 
States  Renewal:  Late Application 

 Appl.Fee Premium  
Bad 

Labour 
Record 

PERLIS $20 U/ground: $ 3 per acre per year
 
Others: $ 5 per acre per year 

Up to 6 month: $ 10/ac. 
6-9 month: $ 15/ac. 
more than 9 month: $ 20/ac. 

$ 13 per ac.

KEDAH $50 $ 150 per acre none  
P.PINANG     
PERAK $100 $ 20 per acre per year Up to 6 month: $ 15/ac. 

6-9 month: $ 20/ac. 
more than 9 month: $ 25/ac. 

$ 15 per ac.

SELANGOR $100 $ 250 per hectare per year there's provision for 
increasing 
premium up to a max. $ 500/ 
Ha. as a form of penalty 

 

F.TER.KL $50    
N.SEMBILAN $20 $ 10 per acre per year Up to 6 month: $ 10/ac. 

6-9 month: $ 15/ac. 
more than 9 month: $ 20/ac. 

$ 10/acre 

MELAKA $500 $ 124 per ha. per year Up to 6 month: $ 25 per Ha. 
6-9 month: $ 38 per Ha. 
more than 9 month: $ 50 per 
Ha, 

$ 50/Ha. 

JOHOR  same as for fresh lease.   
PAHANG $40 a) $ 25 per acre per year for 

aterm not exceeding 10 years 
b) if exceeding 10 years: add $ 
20 per acre per year in excess of
10 years. 

Up to 6 month: $ 20 per acre 
6 to 9 month: $ 30 per acre 
over 9 month: $ 40 per acre 

$ 20 per 
acre 

TERENGGANU  $ 40 per hectare per year Up to 6 month: $ 20 per acre 
6 to 9 month: $ 30 per acre 
over 9 month: $ 40 per acre 

$ 20/acre 

KELANTAN $5 same as fresh lease none none 
SARAWAK  No premium   
SARAH  same as for fresh lease   
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表 10 その他料金リスト 

OTHER CHARGES RELATED TO MINING RIGHTS AND MINERAL LICENCES (yearly)

STATES 
Issue of 

Dulang Pas 
Issue of Individual 

Mining Licence (IML)
Issue of 
Mineral 

Ores Licence 

Issue of Gold
Buyers 
Licence 

PERLIS Fee: $ 5.00 
Dep:- 

― ― ― 

KEDAH Fee: $ 5.00 
Dep:- 

― Fee: $ 25 
Dep: $ 100 

Fee: $ 25 
Dep: $ 100

P.PINANG     

PERAK Fee: $ 5.00 
Dep:- 

Fee: $ 40 
Dep 

Fee: $ 100 
Dep: $ 200 

Fee: $ 1.00
Dep: $ 100

SELANGOR Fee: $ 5.00 
Dep:- 

Fee: $ 20 
Dep: 

Fee: $ 100 
Dep: $ 200 

Fee: $ 10 
Dep: $ 100

F.TER.K.L. Fee: $ 2.00 
Dep:- 

― ― ― 

N.SEMBILAN Fee: $ 2.00 
Dep:- 

$ 20 Fee: $ 100 
Dep: $ 200 

Fee: $10 
Dep: $ 100

MELAKA Fee: $ 2.00 
Dep:- 

$ 50 Fee: $ 100 
Dep: $ 200 

Fee: $ 10 
Dep: $ 100

JOHOR Fee: $ 10 for non-gold
$ 25 for gold 

$ 10 for non-gold 
$ 50 for gold 

Fee: $ 100 
Dep: $ 200 

Fee: $ 500
Dep: $ 1,000

PAHANG Fee: $ 10/year for tin 
$ 120/year for gold 

Fee: $ 57.00 Fee: $ 100 
Dep: $ 200 

Fee: $ 1.00
Dep: $ 100

TRENGGANU ― Application fee: $ 20 
Fee on issue: $ 30/month

Fee: $ 150/year 
Dep: $ 300 

 

KELANTAN d.p: $ 50 
Small mining: $ 10/mth.

― Fee: $ 200/year 
Dep: $ 500 

Fee: $ 200
Dep: $ 500

SARAWAK $1.00 ― ―  
SABAH ― ― ―  
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5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

・第1次産業省 (MPI = the Ministry of Primary Industries) 
MPIは第1次産業大臣を長としマレーシアの鉱山開発に関する責任を持つ。 

・鉱物・地球科学局（MGD=The Minerals and Geoscience Department） 

1999年7月、鉱山局 (DM = the Department of Mines)と マレーシア地質調査所 (GSM = 
the Geological Survey of Malaysia)とが合併し、地質科学局(MGD)となった。MGDは第

1次産業省の下におかれる。 

・州の土地・鉱山局 (DLM = the State Department of Lands and Mines) 
各州のDLMは、地区の土地事務所(LO=District Land Office)と共同で探鉱ライセンス

(Prospecting licences)と採掘リース(Mining leases)申請を審査する。申請書は、LOまた

はDLMのどちらかに特定様式が置かれている。LO及びDLMの審査結果後、決定を仰ぐた

め、州の諮問協議会へ照会する。サバ州は、申請書を州の土地・調査局、またサラワク州

は資源計画省へ提出する。 

 

5-2.コンサルタント会社 

・この他に、関係団体としてthe Malaysian Chamber of Mines, the Malayan Mining 
Employers Association及びthe Tin Industry Boardなどがある。 

 

6. 投資環境 

6-1. 外資法・投資関連法 

1986 年投資促進法 

製造業及び農業向けに奨励措置を規定した「1968 年投資奨励法」に替わるもので、そ

の対象を中小企業、ホテル、観光業も加えた。  

1967 年所得税法 

キーセクター向け税制優遇措置を規定する。  

1975 年工業調整法 

工業開発の効率化と奨励対象業種を規定する。  

1965 年会社法 

マレーシア国内で事業を行う全ての企業向けに登記手続きとガイドラインを規定する。  

 

6-2.金融 

（１）国内銀行及び金融機関 

バンク・ネガラ・マレーシア(Bank Negara Malaysia)は中央銀行であり、銀行機構の

監督官庁である。マレーシア通貨の発行および金融財政上に関する政府への助言並びに外

国為替管理制度の管理を行い、金融機構に対する究極の貸付供給源にもなっている。 
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マレーシアには、1,714 の支店を通して営業を営む 27 行の認可商業銀行がある。また、

32 行の外国銀行が駐在員事務所を設立している。さらに 10 行のマーチャントバンクが 22

の支店ネットワーク を持ち、営業を営んでいる。 

その他の銀行として、イスラム銀行が 2 行ある。金融会社（ファイナンス・カンパニー）

としては、現在 12 社が 919 の 支店を通して営業している。 

マレーシアの産業開発向け融資を目的とした金融機関には、マレーシア工業開発金融 

公社（Malaysian Industrial Development Finance Berhad, MIDF）、 その子会社であ

るマレーシア工業団地株式会社(Malaysian Industrial Estates Sendirian Berhad, 
MIEL)、マレーシア開発銀行(Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia 
Berhad)、マレーシア工業技術銀行(Bank Industri dan Teknologi Malaysia Berhad, 
BITM )、サバ開発銀行(Sabah Development Bank Berhad)、在サバ州ボルネオ開発公社

(Borneo Development Corporation)、 在サラワク州ボルネオ開発公社、マレーシア輸出

入銀行（Exim Bank）がある。 

マレーシアの外国貿易及び投資に融資し、 事業を促進するために、マレーシア輸出入

銀行(Exim Bank)が設立された。  

（２）国内からの借入に関する規定  

・外国企業（非居住者支配会社）は国内の全ての金融機関から管理当局の許可なしに RM1,000

万まで借り入れることができる。（ただし、借入の 60％以上はマレーシアで設立された金

融機関から借り入れなければならない。）RM1,000 万を越える借り入れ を行う場合は中央

銀行(Bank Negara)の承認が必要。ただし、外国企業は適正な資本額の設定と適正な資本

の持ち込みを期待されている。  

・外国企業が RM1,000 万以上借り入れを行う場合は、自己資本金の 3倍以内を限度とする。  

（３）海外からの借入に関する規定  

・オフショア金融の規制により RM100 万相当以上の外貨借り入れを行う場合は、事前 に管

理当局の許可が必要である。  

・借り入れが必要な居住者は国際ファイナンスセンターとして開発中のラブアン国際オフシ

ョアセンターから借り入れを行うことがラブアン発展の為に奨励されている。  

 

6-3. 労働 

近年、マレーシアにおいては、急速な経済成長を背景に労働需給が逼迫している。1993

年の労働力需要の伸び率は3,1%の見通しであり、労働力供給の伸び率2.8%を上回っている。

1993年の失業率は、1992年の3.9%からさらに低下し3%と推定されている。雇用の中心は工

業およびサービス業であり、全体の78,1%を占め、特に工業部門での労働人口の伸びが著

しい。 

労働力不足が全国に波及する傾向もみられ、単純労働を対象としたインドネシア、フィ

リピンなどの外国人労働者を雇用する企業も増加してきている。政府は、外国人労働者雇
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用の規制緩和、技能訓練に対する資金援助など、労働力不足を解決するための方策を取り

つつある。 

（１） 労働法概要 

①労働条件 

労働条件は、Employment Act 1955, Children and Young Persons (Employment) 
Actl966等により制限される。 

②労働基準 

・1955 年雇用法 

労働に関連する事項についての主要な法律である。同法律は、半島マレーシアとラブア

ン連邦直轄地において、賃金が RM1,500 未満の従業員と、月額賃金額に関わらず全ての肉

体労働者を対象とし、 低雇用条件を規定している。 

・サバ州労働法令及び、サラワク州労働法令 

サバ州労働法令は、サバ州における雇用条件を規定する基本的な法律であり、サラワク

州労働法令は、サラワク州の雇用に関連する事項を規定している。 

・1951 年被雇用者積立基金法 

従業員が 55 歳に達したとき全額支払われる強制拠出積立基金について規定したもので、

すべての雇用者および被雇用者は被雇用者積立基金(EPF)に、被雇用者の月額給与に応じ

て約 12%と 11%をそれぞれ拠出することになっている。 

・1969 年被雇用者社会保障法 

社会保障機関(Social Security Organisation, SOCSO)は、本法に基づき、雇用傷害保

険制度および疾病者年金制度を運営している 

・1952 年労働者災害補償法 

労働局によって管理されており、マレーシア全土にて適用され、雇用中に起きた労働者

の傷害に対する補償金を提供する。また、労働者が致命傷を負ったときには、その扶養者

に対する補償金が提供される。この法律は RM500 以下の賃金の民間部門労働者、そして

賃金の上限には関わらず、全ての肉体労働者に対して適用される。 

・1994 年職業安全保健法 

職業安全保健局は、職場において、あるいは危険度の高い機械の操作において、従業員

の安全と健康および福利を管理している。同局は、雇用者、従業員、製造業者、設計者、

プラントおよび機械の輸入業者の安全および健康を保護するために、企業が自主的な措置

を講じることを奨励している。同局の主な機能は本法によって規定されている。 

全ての外国人労働者も、傷害時にはこの法律が適用される。労働者災害補償令（外国人労

働者計画）(保険)1993 年参照。 

③ 労使関係 

・労働組合 

以下の法令が施行されている。 
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・1959 年労働組合法 

・1959 年労働組合規則 

・労使関係 

・1967 年労使関係法 

雇用者と労働者および労働組合の関係についての規則ならびに、労働争議の防止と解決

について規定している。 

④その他 

・労災補償 

指定社会保障地域(主要都市を含む)における月収M$1,000以下の労働者を5人以上雇用

する企業は、労働者保護のためにThe Social Security Organizationによる労働補償基金

制度に加入しなければならない。 

・退職積立基金 

すべての就業者と使用者は、退職積立基金に加入しなければならない。拠出金は、就業

者が毎月の賃金の9%(源泉徴収)、使用者が11%である。給付開始は55才からであるが、労

働不能、死亡等の場合、一括支払いが行われる。 

・マレー系登用 

マレーシアの「新経済政策」は、人種構成比率に見合った雇用比率達成を目標としてい

る。従業員全体の雇用比率のみならず、各職階レベルにまで、人種比率をバランスさせる

よう、きめこまかく行政指導がなされている。その狙いは、管理者技術者階級にマレー人

を登用させることにある。 

 

6-5. 治安 (2005/02 現在) 

マレーシアの国内治安情勢は安定しているが、東マレーシアのサバ州東側海域の海上及

び同海域の島嶼部においては、これまでにフィリピン南部を拠点とするイスラム過激派ア

ブ・サヤフ・グループ（ASG）等による外国人誘拐事件が発生した経緯がある。 

マレーシア政府は、同地域の安全性の向上のため、約 500 キロメートルに及ぶ海岸線や

50 以上の島全域にわたって警察、軍を配備するなど警備を一段と強化しており、警備に

は万全を期している旨説明している。 

 

6-6. 交通 

マレーシアの各都市を結ぶ高速道路の計画立案、建設、規制の制定、運営をマレーシア

高速道路公社が行っている。  

 安全、能率的、快適、かつ必要なアメニティ施設を完全に備えた高速道路が、主な都市

間、開発予定地域を結びつけている。南北縦貫高速道路、クアラルンプール－カラックハ

イウェイそしてペナンブリッジが、道路インフラの中核となり、マレーシアの社会経済発

展推進の基盤となっている。 
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また、鉄道サービスに関しては、半島マレーシアで操業するマラヤ鉄道(KTM Bhd.)が、

国内 大の輸送機関であり政府が保有する企業である。現在、そのネットワークは北部の

ターミナルであるバターワースから南部のパシールグダンやシンガポールまで、マレー半

島を端から端まで縦断している。 

6-7. 電力 

マレーシア全土を通して十分な電力供給がなされている。 電力は、半島マレーシアで

は、テナガ・ナショナル(TNB)、サバ、サラワク州では、サバ電力公社(SEB)、および

サラワク電力供給公社(SECSO)によりそれぞれ供給されている。半島マレーシア東海岸

に立地する産業は、通常の電気料金より５%低い割引料金が適用される。 

テナガ・ナショナル（TNB）は、多様な形態でのエネルギーを必要とする特定の産業の

ために、総合的なエネルギー・ソリューションとして、蒸気や冷却水とのパッケージで電

力を供給することもできる。  

政府の強力なハイテク産業促進政策に伴い、 も高度なリング配線電気供給システムがク

リムハイテクパーク（KHTP）においてすでに導入されている。このシステムは、継続的

な電力供給を常時可能にする。 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質・鉱床概略 

7-1-1. 地質概略 

（１） 概略 

地殻構造的にマレーシア半島は中国雲南部から、ミャンマ－・タイ国境、マレー半島を通

って、インドネシアのバンカ島、ビリトン島へと続く摺曲山脈の中に位置し、スンダ盾状

地の一部を形成している(SENATHI RAJAH CHAND and AW, 1984)。マレー半島に分

布する岩石の年代は,カンブリア紀から第四紀に及ぶ。このうち、三畳紀とそれ以前の堆

積岩は海成であるのに対し、三畳紀後の岩石には非海成の相が加わる。放射性年代値によ

ると、花崗岩の貫入は、晩期石炭紀から初期二畳紀・初期三畳紀・晩期三畳紀・白亜紀か

ら第三８（２）貫入花崗岩 

半島の約50%を覆う花崗岩は、局所的例外を除いて半島部マレーシアの褶曲軸の方向

（N-S～NNW-SSE）に沿って並んでいる。 

Rb-Sr法の年代測定によると、花崗岩類の貫入時期は、後期石炭紀(280My)、後期二畳

紀から初期三畳紀(250My)、中から後期三畳紀(230-200My)、後期白亜紀(85My)に分けら

れる(Bignell and Shelling,1977)。一方、K-Ar法によると、280Myという値の貫入岩は

認められない(CHUNG,1984)。これは180-200Myの造山運動により消されたのであろう。

東帯のBoundary Range花崗岩とKapan花崗岩は後期石炭紀(280My)の迸入、Maras 
Jerongは後期二畳紀/初期三畳紀(250My)の迸入である。Main Range花崗岩の主な貫入時
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期は後期石炭紀(280My)で、これに後期三畳紀(200My)が続く。また、360Myを示す試料

もある。若い(85My)花崗岩はGunong Ledang, Gunong Pulai,Johor(またJohore)などで

報告されている。中央帯に属するGunong Benomは200My、すなわち後期三畳紀の迸入で

ある。 

7-1-2. 鉱床概略 

半島部マレーシア、サラワク州、サバ州に分けて述べる。マレーシア全体の鉱床分布図

を図 1に、半島部マレーシアの鉱床分布図を図 2に、サラワク州の鉱床分布図を図 3,図 4

に、サバ州の鉱床分布図を図 5,図 6に示す。 

（１）半島部マレーシアの鉱物資源 

半島部マレーシアは南北方向に、中央帯、東帯、西帯の3地域に区分される(図 2)。 

中央帯は金-ベースメタル鉱化帯で、その両側に東帯と西帯が分布する。中央帯の西側

は、多くの酸性貫入岩と噴出岩で特徴づけられ、Pahang州Raub周辺は、産金地帯となっ

ている。西帯はスズ鉱化帯で、PelisからJohorのBakriまで続き、さらに沖合のバンカ/ビ
リトン島まで伸びている。副産物として、イルメナイト、ジルコン及びレアアース鉱物も

回収されている。スズ産地として、Kinta Valley、Kuala Lumpur及びKuala Langatが知

られている。Bidor-Trapah地域では、金がスズに伴って産する。東帯もスズ鉱化作用で

特徴づけられ、KelantanとTrengganuの境のBukit YongからPahangのSugai Lemging
まで続き、またBukit PayongからJohorのTanjung Pengerangまで続いており、Gambang
及びBundiなどのスズ産地がある。しかし、近年、Rusia、Trengganu及びMersingで金

が発見されている。 

西帯及び東帯のスズ鉱化作用は、三畳紀後期からジュラ紀前期の花崗岩(イルメナイト

系)に伴う。両帯には、錫以外に鉄、タングステン及びマンガンの鉱化作用も見られる。 

銅・金：中央帯の西半分にはたくさんの金鉱床地区が知られており、多くの酸性貫入岩

と噴出岩で特徴づけられる(HOSKING, 1973)。大規模な鉱山はRaubのみである。Raub
鉱山の鉱床はMain Range花崗岩とBenom Range花崗岩の間に位置する。母岩は強い褶曲

作用を受けた石灰質・石墨質頁岩で、隣接するBukit Kaajangj花崗斑岩から派生した岩脈

がこれに貫入している。鉱化作用は頁岩中の2箇所の割れ目帯から上昇してきた鉱液によ

りもたらされたと考えられる。金は、輝安鉱、灰重石、硫砒鉄鉱、黄鉄鉱、石英、方解石

などと共生する。 

タングステン：鉄マンガン重石と灰重石がある。また、シャトルツァト(stolzite)、イッ

トロタングスタイト(yttrotungstite)、パウエル石(powellite)、タングスタイト(tungstite)
も報告されている。主なタングステン鉱床は、kodahのSintok,TerengganuのBukit Lentor, 

Chendrong, Buloh Nipis, Sungai Belawan, Sungai Ara Bergantong, Bidong Darat, 
PahangのSungai Pohoi, Bukit Payong, Negeri SembilanのSeremban, Titi, Selangorの
Ulu Langat, Kuala Lumpur, PerakのChangkat Rembian, Maxwell Hill, Ipohである。

これらは花崗岩に関係する気成ないし熱水成鉱床に属する。その多くは石英脈で花崗岩と
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堆積岩の接触部付近にある錫鉱床地帯に分布する。 

ニオブ・タンタル：ニオブとタンタルの主要鉱物であるコロンバイトが少量Kedahの
Semilling地区とJohorのBakri地区で見つかっている。 

鉛・亜鉛：Main Rangeの東に南北に伸びる中央帯には、特に鉛、亜鉛、銅などの卑金

属鉱床が金・銀を伴って分布している。卑金属鉱床としては、KelantanのSungai 
Lebir,Gua Setir, Pahang のKuala Lipis, Raub, Sungai Lepar, Chini地区がある。 

アンチモン・水銀：アンチモンは中央帯の数ヵ所で発見されている。このうち、Kuala 
Lipisの鉱床(Buffa1o Reef山)が有望である。アンチモンの鉱石鉱物は石英脈中の輝安鉱で、

金、黄鉄鉱、黄銅鉱、方鉛鉱を伴う。 
アルミニウム：ボーキサイトはなだらかな地形、特に半島の南部に産する。ボーキサイ

トの山地としては、JohorのPengerang (Teluk Ramunia)地区,MalakaのTeluk Mas地区、

JohorのPendas Estate地区、Batu Pahat地区、Endau地区、Sri Kedan地区、Lenga地区

がある。 

（２）サバ州の鉱物資源 

サバ州では多くの鉱床が、中央帯に分布する(図 5,図 6)。オフィオライトに伴うクロ

ム鉱床、オフィオライト帯の超塩基性岩を原岩とするラテライト型ニッケル鉱床、オフィ

オライト中のキプロス型銅鉱床(Bidu-Bidu Hill)、鮮新世の花崗閃緑岩類の活動に伴うポ

ーフィリーカッパー鉱床(マムート鉱山、Gunung Nungkok)、鮮新世の火山岩に伴うエピ

サーマル金鉱床(Semporna半島 鉛・亜鉛・銅鉱脈も伴う)及びSemaga地域の古い結晶片

岩地域での沖積世金鉱床が知られている。この中央帯の第三紀ベーズンが広がっている地

域には石炭層が発達する(Maliau and Melibau)。 
銅・金：サバの鉱床は北のBanggi島、Malawali島から、Taritipan、キナバル山、Labuk

渓谷を通って、Upper Segama渓谷－Darvel湾とSemporna半島までの中央帯に沿って分

布する(CHOI, 1980a)。銅の硫化物はUpper Segama地域の基盤である先第三紀結晶片岩に、

銀の鉱化は基盤の片状、粗粒玄武岩質岩石に関係している。沖積性の金は基盤岩中を流れ

るSegamaやDiwataなどの河川に沿って分布する。これらの金の源は結晶質基盤と酸性貫

入岩と考えられる。ニッケル、クロム、鉄、銅は、Upper Segama-Darvel湾地域、Labuk
渓谷、キナバル山、Taritipan、さらに北のBanggi島などに分布する(CHOI,1980a)。黄

鉄鉱質の鉛・亜鉛・銅の鉱化が、Semporna半島の鮮新世火山岩と半深成岩中に見られる。

マムートとGunung Nungkokの斑岩銅鉱床は、キナバル地域の中新世から鮮新世の花崗

岩質貫入岩に伴う。Labuk渓谷、Karamuak浮谷、Taritipas島、Banggi島、キナバル山、

Upper Segama渓谷、Semporna半島で、銅の鉱化帯が少なくとも20箇所認められる。そ

のうちで も重要な銅鉱床は、キナバル山の南東斜面に位置するマムートと、キナバル山

の西のNungkokである。 
中央サバには、オフィオライト中のスピライト質火山岩と塩基性及び超塩基性貫入岩に

伴う小さな銅鉱床がいくつか存在する(KIRK,1968)。 
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小規模の金の鉱化帯が、キナバルトの東のLiwagu渓谷、Mankadau渓谷、あるいは

Kalumpang渓谷、Gunung Pock, Gunung Wullersdorfで発見されている(CHOI,1980b)。
また、小規模な砂金鉱床が、Gunung Pockの南斜面のSungai Menteritipと、南西斜面の

Sungai Timbanganに存在する。 
Segama渓谷地区では東のSungai Timbangan Nipahから西のDanum滝までの長さ

80kmと、北のSegama渓谷から南のSungai Sabahamまでの幅40cm3とに広がる範囲に砕

屑性の金が分布する(CHOI,1980b)。 

鉛・亜鉛：Gunung Wullersdorfの南の2箇所で黄銅鉱を伴う方鉛鉱・閃亜鉛鉱の石英脈

が発見されている。また、この山の北では数ヵ所でPb-Zn-Cuの地化学異常帯が確認され

ている。 

クロム・ニッケル：クロム鉄鉱は、北方のBanggi島、Malawaii島、Labuk渓谷、Darvel
湾の超塩基性岩中に見られる。それらの鉱石は鉱染状粒子、レンズ、不規則な塊として産

する。クロム鉄鉱のすべての産地はダンカンラン岩に限られる。 
鉄と少量のニッケルを含む褐鉄鉱とラテライト質粘土が超塩基性岩体上で残留型鉱床

を形成している。この型の 大の褐鉄鉱鉱床は15km2の広がりをもつTavai高原にある。 
アルミニウム：サバ州、Labuk渓谷下流の数ヵ所に斑れい岩を覆って鉄質ボーキサイト

が広がっている。この鉱床の品位は高いが、規模は小さい。Telupidの南、Sungai Wasai
とSungai Mansanの鉱床は高品位で2.5Mtの鉱量と3.9k㎡の広がりをもつ。 

（３）サラワク州の鉱物資源 

金・銅：サラワクにおける鉱床の分布は2つの地帯に分けられる(KHO ahd CHEN,1984)。

ほとんどすべての金属鉱物資源はそのうちの西サラワク、すなわちLupar渓谷の西に分布

する。一方、Lupar渓谷の北東にある地向斜地帯には、石油や石炭などの化石燃料が存在

する。 

西サラワクの金属鉱床のほとんどはBau地区に分布する(KHO and CHEN,1984)。鉱化

作用の中心は東ないし北東に伸びたBau向斜と、北ないし北東に伸びた中期中新世の石英

安山岩斑岩および花崗閃緑岩斑岩の貫入岩との交点に位置する。東ないし北東系の主断層

と、これを横切る多数の断層が認められる。初生の金鉱床はこの向斜の核部にある塊状石

灰岩とその上位の頁岩、砂岩、マールさらに貫入火成岩中に見られる。 

Bau 地区の金鉱床には①石灰岩と頁岩の接触部に胚胎する交代型鉱床、②石灰岩中の石

英脈、③石灰岩中の石英質珪灰石・灰ばんザクロ石スカルン、④残留型の 4 種がある

(WILSON, 1966)。Bau 地区の金鉱化作用は、石灰岩中の断層に規制された中期中新世

の貫入岩に関連したものである。 
前述のBau鉱山区、Krokongの東南東3㎞、Paak川の上流のGunong Tra-anに、銅鉱化

帯の露頭がある(WILSON and PIMM,1966)。鉱化帯付近には細粒花崗閃緑岩、石英安山

岩斑岩、被変成砂岩、貫入角礫岩が分布している。これらの鉱化した岩石のすべては、

Gunong Tra-anの上部をなす斑岩岩株の周囲に産する。多量の黄鉄鉱とともに、輝銅鉱、
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四面銅鉱、黄銅鉱が存在する。 

鉛：小さな鉱体がGunung Jebong付近の石灰岩中及びGunung Juala貫入岩の周辺で見

つかっている。 
アンチモン・水銀：西サラワクのBau地区とRajang地区には多数のアンチモン砂鉱床が

ある。この地方の主なアンチモン鉱山は、Gunung Pangga, Jambusan, Bidi, Buan Bidi
で、すべてBau地区に位置する。鉱石の大部分は残土成の巨礫に含まれ、少量が石灰岩を

切る鉱脈に含まれる。アンチモン鉱石は主に輝安鉱よりなり、紅アンチモン鉱、アンチモ

ン華、自然金、自然砒素、硫砒鉄鉱、雄黄、黄銅鉱、黄鉄鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱石、孔雀

石、藍銅鉱が伴う(金属鉱業事業団、1974)。 

西サラワクでインドネシアとの国境に近いTegoraとGadingには水銀鉱床がある。しか

し、1898年以来その生産は小規模で、また断続的である。 

ニッケル：銅・コバルトに伴うニッケル鉱床が1961年Bukit Gebongの近くで発見され

た。鉱石は斑れい岩中の硫化物集合体である。 

アルミニウム：ボ－キサイトは西サラワクの多くの所で見られる。1958年から1965年ま

ではSematanのMunggu Belianで生産された。 も重要な鉱床はBukit Gebongで、斑れ

い岩の上に発達しており、その分布面積は265ha、鉱量は1.6Mtと見積もられている。し

かし、その品位はMunggu  Bellan鉱床より低い。また、副成分鉱物としてカオリナイト

を含む。 

1981 年と 1982 年の探査の結果、Lundu-Sematan, Samarahan 盆地、Sandong, 
Punda-Nguat, Silantek の 5 地区で厚さ 1.5m 以上、Al203品位 34%以上のボーキサイトが

発見された。 
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7-2. 鉱床分布図 
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図 2 半島部マレーシアの鉱床分布図 

出典：マレーシアの資源開発環境(1997) 
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図 3 サラワク州の鉱床分布図１   

出典：マレーシアの資源開発環境(1997) 
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図 4 サラワク州の鉱床分布図２   

出典：マレーシアの資源開発環境(1997) 
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図 5 サバ州の鉱床分布図１ 

出典：マレーシアの資源開発環境(1997) 
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図 6 サバ州の鉱床分布図２ 

出典：マレーシアの資源開発環境(1997) 
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8. 鉱山概要 

マレー半島は、西部錫帯、中央金帯、東部錫帯の 3 つの鉱床帯に分けられる。錫の鉱化

作用は石炭紀から第三紀にかけての花崗岩類に関係している。西部および東部帯には錫の

ほか、鉄、タングステン、マンガンの鉱化作用が、中央帯では金のほか、卑金属、マンガ

ン、鉄、重晶石の鉱化作用が認められる。 

 

鉱産物の産出は石油、天然ガス、錫(4,214t)、イルメナイト(106,000t)、鉄、金（4.2t）、

ボーキサイト(39,975t)、珪砂、石炭などである。( )内は 2002 年の生産量。 

 

非鉄金属については、Mamut 鉱山が鉱量枯渇のため 1999 年に閉山されたことから、銅

の生産は行われていない。サバ州各地などで銅・鉛・亜鉛の鉱化は発見されているが開発

に至るような鉱床は発見されていない。亜鉛、鉛、ニッケルについても生産されていない。 

国内で唯一 大の金生産者はマレーシア半島の Pahang 州にある Penjom 金鉱山であり、そ

の他小規模の金の生産が Kelantan 州、Terengganu 州や Sarawak 州で行われている。 

 銀の生産は、Mamut 鉱山の閉山後はPenjom 鉱山の副産物のみとなり99 年の2,744kg から

僅か5kgに激減した。Penjom鉱山の金の生産量を以下に記す。 

 

             Penjom鉱山の近年の金生産量          単位（ｔ） 

年 1999 2000 2001 2002 2003 

生産量 2.527 3.257 3.099 2.438 3.886 

出典：Raw Materials Data 

 

9. 新規鉱山開発状況 

未詳 

 

10. 探査状況 

 鉱物地球科学局による地質図作成等が Pahang、Kelantan、Perak、Sabah、Sarawak
州で鋭意継続されているほか、工業用鉱物調査(Johor、 Pahang、 Trengganu、Kelantan、
Kedah、Selangor 及び Negeri Sembilan 州)及び地域地化学調査(Johor、Pahang、
Trengganu、Kelantan 及び Perak 州)プロジェクトが実施されている。 

(2004. 4. 30／バンコク事務所 市原秋男) 

 

11. 製錬所概要 

・Butterworth smelter  

Malaysia Smelting Corporation (MSC)所有のマレーシアにおける現在操業中の唯一の錫

製錬所である。近年の生産量は以下の通りである。 
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        Butterworth smelter の近年の錫生産量         単位（千トン） 

年 1999 2000 2001 2002 2003 

錫生産量 28.90 26.18 30.42 30.84 18.20 

出典：Raw Materials Data 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

 

Mamut 
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Microsoft(R)Encarta(R)Reference Library 2005. (C)1993-2004 Microsoft Corporation, All rights 

 
 
 
休廃止鉱山 

・Mamut-Cu- in 120km E of Kota Kinabulu, Sabah, Malaysia 

製錬所 

・Butterworth-Tin-Butterworth, Malaysia 
操業鉱山 

・Penjom-Au- Bahang, Central Peninsula Kuala Lipis, Malaysia 

・Pahman Hydraulic Tin B.-Tin-Klian Intan, Perak, Malaysia 

 

 

 

Penjom 

Rahman Hydraulic 
Butterwort
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12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

海外地質構造調査 

 1969 年度  サバ 

 

資源開発協力基礎調査 

・資源開発調査 

 1982～1984 年度  サラワク 

 1985～1987 年度  サバ 

 1988～1990 年度  ペラ  

 1994～1996 年度  サバ中央 

 

・鉱物資源広域調査  

 1990～1993 年度  サバ 

    

・フォローアップ拡充/アフターケア 

 1988 年度  サバ 

 

資料（統計、法律、文献名、URL 等） 

・地質解析委員会報告書 東南アジア・オセアニア島嶼地域の地質と鉱物資源, 1991, 金

属鉱業事業団資源情報センター 

・マレーシアの資源開発環境, 1997.03, 金属鉱業事業団資源情報センター 

・Minerals YearBook 2003, U.S.Geological Survey 
・Mineral Commodity Summaries 2005, U.S.Geological Survey 
・金属資源レポート 2004.05 vol. 34 No. 1 

・アセアンホームページ（http://www.asean.or.jp/invest/guide/malaysia/） 
・外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/malaysia/index.html） 
  




