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はじめに 

 

戦略的鉱物資源確保事業は、高い鉱物資源ポテンシャルが指摘されているにもかかわ

らず、鉱業制度の安定性、環境問題、先住民・地域住民問題等の政治的社会的リスクが顕

在化しているため、現状では探鉱開発投資が停滞している国／地域において、その投資阻

害要因を特定し、実際に投資を行う際の留意点等を調査し、とりまとめを行う事業である。 

ナミビアの鉱業は、近年、著しく発展した。ナミビアの鉱物資源の熟達した開発促進

に、政府が効率的に参加した結果、その貴金属、特にダイヤモンド及びベースメタル(銅、

亜鉛及び鉛)は、販売額と生産量の面で、大いに伸びた。ナミビアは、その鉱業部門を、

世界の鉱業界の基準に整合させるため、1992 年に新たな鉱業政策を採択した。 

本レポートは、JOGMEC ロンドン事務所がコンサルタントの協力を得て、ナミビアの経

済情勢の戦略的な検討を行い、金属鉱業部門に関する投資環境について取りまとめたもの

である。本稿では、経済の概要、鉱業部門、税制及び鉱物と鉱業部門に関係する法律につ

き解説し、最終的に利用可能な投資の選択肢を明らかにした。 

本報告書が、ナミビアで探鉱開発を行う関係各位の参考になれば幸甚である。 

 

平成 20 年 3 月 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

金属資源開発本部 企画調査部 

おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源

機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努

力を行っておりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もあります。本報告書に基

づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び

執筆者は何ら責任を負いかねます。 
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1.ナミビアの概要 
 

 ナミビアの国土は、83 万 5100km2に及び、ドイツに植民地化されるまでは、いくつかの先住

アフリカ部族が占有していた。1884 年から 1915 年まで、ドイツの植民地として、ドイツ領南

西アフリカになった。第一次大戦後、敗戦国ドイツが戦争責任として賠償金を支払う代償と

して、イギリスが管理することによってドイツは、その占領地のいくつかを失ったが、その

中には、南アフリカが戦争に参加したことが評価されて、南アフリカ諸国連合から委任され

て、南アフリカに与えられたドイツ領南西アフリカが含まれた。1990 年に、それまでの南ア

フリカ植民地だったこの地は独立し、ナミビアと名前が変わり、民主主義的な選挙プロセス

を経て権力を握った、旧自由化運動組織だった南西アフリカ人民機構(SWAPO:South Western 

African People’s Organisation)によって治められるようになった。国内には、ドイツ系の

名称、建造物及びビジネスが、まだ多数存在しており、およそ 2 万人の、ドイツ人移住者の

子孫が、依然としてナミビアに住んでいる。 

 ナミビアは、複数政党制の民主的なシステムによって統治されている。SWAPO は、

Hifikepunye Pohamba 大統領によって率いられる与党である。独立以来、SWAPO が与党であり

続けてきた。ナミビア政府は、3 つの機関、すなわち、行政部、立法府、及び司法部に分けら

れる。大統領が元首であり、政府は、5 年毎に国政選挙のプロセスを経て選出される。内閣は、

大統領、大統領によって任命された首相、副首相及び諸大臣で構成される。政府の政策は、

憲法と議会法によって導かれる。 

 首相は、大統領の主席顧問でもあり、また、政府の省、機関、事業団の総合的な調整役で

もある。首相は、大臣、副大臣及び政府機関に対して権限がある。憲法は、国が地方と、市

町村の単位に分割されることを規定している。13 の行政地域と、いくつかの地方公共団体が、

1992 年の地方協議会法と地方行政当局法によって確立されてきた。 

 政府の立法府部門は、裁判所の法を作る責任がある。議会は、法律を作成する機関で、国

民議会と国民協議会の二つの院からなる。司法権力が、ナミビアの諸法廷に付与されており、

高裁判所、高等裁判所及び下級裁判所から成り、憲法の下に設置されている。 

 現在の行政は、汚職に対する戦いと、透明な歳入徴収に対して、注意を払っている。主要

な部門と地域への、歳入の配分を促進することを目的とする適切な仕組みの採用に配慮がな

されている。政府は、財務省(MOF: Ministry of Finance)と他の省に関わる、すべての業務

の管理機能向上を目的とした、統合財務管理システム(IFMS: Integrated Financial 

Management System)を採用した。1991 年以前にナミビアで南アフリカの政府によって続けら

れた人種的な抑圧の結果、ナミビア政府は、人種的な経済不均衡を是正することを目的とし

た差別撤廃措置を実施してきた。 
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図 1: ナミビアの地図 

 
出典：MINTEK 
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2.経済の概要 
 

2.1 経済成長 

 ナミビア経済は、過去数年、着実に成長している。同国の通貨は、ナミビア・ドル(N$)で、

南アフリカのランドと連動しており、現在、1US$が 7.2 N$である。鉱業と製造業の生産高減

少の結果、2005 年の実質 GDP は 3.2%に落ちた。ナミビアの経済成長の潜在的な可能性は、外

国投資家を誘致できるか否かに、大きくかかっている。実際、経済成長は、輸出収入と、鉱

業への民間投資から生まれてきた。2005 年に、鉱業投資は合計で 4 億 7700 万 N$ となり、政

府の投資額を超えた。いくつかの民間投資が、将来の経済成長に貢献すると見込まれており、

それには、ダイヤモンド採掘への新技術の継続的な導入、Kudu ガス田の開発及びガス発電所

の建設が含まれる。 

 南アフリカ関税連合(SACU: South African Customs Union) の収入から生じる、国際的な

税の減少が予想されており、これを補うために実施される緊縮な予算策定・執行の結果、

2007 年には、政府の消費と投資が減少すると見込まれている。 

2005 年のナミビア銀行年報によって明らかにされた政府の負債は、2005/2006 会計年度(7 月

～6 月)末で、128 億 N$、または 31.3%だった。2005/2006 年度の予算赤字は、GDP の約 1.15%

だった。 

 高騰する国際的な原油価格の結果、2006 年 6 月の時点で、前年比 8%上がった、高い輸送価

格、食料インフレ、一貫した国内需要及び弱含みの為替レートにより、インフレ率は、2005

年以来、上昇し続けてきている。輸入は、消費者物価指数(CPI: Consumer Price Index)バス

ケットの 80%に寄与しており、この CPI は、ナミビアの主たる輸入相手先国である南アフリカ

の CPIX (Consumer Price Index Excluding Interests Rates on Mortgage Bonds:消費者物価

指数から、抵当権付き債券への利子率を除いたもの)を反映している。 

 ナミビアは、国民一人当り所得が、アフリカ大陸で 5 番目に高く、人間開発指標が 11 番目

に高い。同国には、依然として、いくつかの社会的な課題があり、それには、約 42%と高い農

村部貧困率、Gini 係数 0.6%の大幅な所得格差及び HIV/AIDS の流行が含まれる。2004 年に、

HIV/AIDS の平均罹患率は、19.7%で、1970 から 75 年度に 53.9 歳だった平均寿命を、2000 か

ら 05 年度には、48.6 歳に下げた。 

 失業率は、2004 年に 36.7%(22 万 3,000 人)まで増え、失業率は、男性では 44%、女性では

59%だった。都市部では雇用レベルが高く、Swakopmund と Walvis Bay を擁し、 も人口が集

中する Erongo 地方では 67%である一方、農村部では低く、35%である。 

 

2.2 部門ごとの GDP 貢献 

 ナミビア経済は、農業、漁業及びダイヤモンド採掘に大きく依存している。鉱業は、GDP の

約 85%に貢献している。ナミビアは、ダイヤモンドの生産額で、世界第 11 位である。ダイヤ

モンド採掘は、GDP の約 9%に貢献している。Namdeb の Elizabeth Bay 鉱山の新しい採取プラ

ントがフル生産能力に達すれば、ダイヤモンドの生産高は、増大すると見込まれている。ダ

イヤモンドによる GDP への貢献は、ダイヤモンド以外の採掘事業を上回っており、1990 年に

10 億 8,400 万 N$ だった付加価値製品が、2005 年には 35 億 7,600 万 N$となったことから、

経済への付加価値製品の貢献増大は、明らかである。 

 GDP において鉱業は、外国為替収入の 45%及び設備投資形成の約三分の一に貢献している。

鉱業から発生してきた税収は、推定が難しいが、ダイヤモンドから発生する税収は、税収全

体の 6%以下になったことは一度もなく、平均で総収入の約 8%を占めている。一方、非ダイヤ

モンド採掘は、過去 10 年間に、年平均で税収全体の 1%に貢献しただけだった。 

 製造業は、GDP の 11%に貢献しているが、魚の加工処理業の業績が思わしくなかったことか

ら、2005/2006 年度には、貢献度が下がった。農業部門は、目標生産高を実現するために苦闘

している。その GDP への貢献は徐々に減少してきており、現在、およそ 6.8%で、その大部分

は食肉製品(牛肉、羊肉及び山羊肉)である。ナミビア銀行は、2007 年に農業と林業が 3.2%成

長すると予測しており、製造業は、2007 年に 6%成長すると見込んだ。 

 ホテルとレストランを含む観光業は、GDP の 3.7%、雇用全体の 4.7%を占めている。しかし

ながら、この部門は、間接的に GDP の約 16%、雇用全体の 17.7%に貢献している。観光業は、
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過去数年、着実に成長してきており、2006 年の 初の 3 四半期に、21%伸びたと推定されてい

る。 

 

図 2: ナミビアの経済成長とインフレの推移 (2000-2006) 
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  出典:Quantec 社データ 

 

表1: GDP の推移 (2000-2006 年度) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

市場価格での名目GDP(100万US$) 3.42 3.22 3.13 4.47 5.61 6.06 6.32

実質GDP(100万N$) 23.6 24.2 25.8 26.7 28.5 29.7 31.1

実質GDP成長(%) 3.5 2.4 6.7 3.5 6.6 4.2 4.6

人口(100万) 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0

一人当り名目GDP(1,000N$) 12,505.0 14,345.6 16,789.1 17,040.5 18 007.2 18,983.3 20,877.2

一人当り実質GDP(1,000N$) 12,505.0 12,569.3 13,202.0 13,484.1 14,204.5 14,635.6 15,781.7

出典: Quantec 社データ 

 

表2: 経済成長実績 

変 数 1991-1995 1996-2001 2002-2006 

経済成長 年平均 - 4.6% 年平均 - 3.3% 年平均 –  5.1% 

一人当りGDP  N$ 平均:11.8 平均:12.3% 平均:14.1 

インフレ 平均- 11.8% 

(1992年は17.7%) 

平均- 8.4% 

(2000 年 と 2001 年 は

9.3%) 

平均–  6% 

(2002年は11.3%、2004

年は2.3%。2006年12月

の年率は6.1%、2003年8

月の6.7%以来の 高値)

外国直接投資 低い外国直接投資フロ

ー 

良好な外国直接投資フ

ロー 

高い外国直接投資フロ

ー 

投資環境  改 善 好ましい 好ましい 

出典: Quantec 社データ 
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3.貿 易 
 

3.1 貿易収支 

 ナミビアは、いくつかの天然資源に恵まれており、十分確立されたインフラを有している。

その経済は、あまり多角化されていない。経済活動の大部分は、一次産業、すなわち、主と

して輸出市場用の鉱物の抽出と加工処理、商業用の家畜飼育、漁業に集中しており、世界市

場の価格変動に影響を受けやすくなっている。 

 ナミビアは、その産品の 85%以上を南アフリカから輸入しており、2004 年には、輸入の

85.4%を南アフリカが占めた。一方、2.6%を英国、1.9%をドイツ、1.2%を中国が占めている。

輸入総額は、23 億 5,000 万 US$だった(2005 年推定値)。 

 

図3: 輸入相手国 

1.2%
1.9%

2.6%

85.4%
South Africa

UK

Germany

China

Others

 
出典 :EIU レポート 

 

 

 2004 年の輸出相手国は、27.8%が南アフリカ、14.9% が英国、13.8% がアンゴラ、11.0%が

米国で、輸出総額は、20 億 4,000 万 US$だった(2005 年推計)。 

 

 

図4: 輸入相手国 

11.0% 13.8%

14.9%

27.8%

South Africa
UK
Angola
US
Others

 
出典 :EIU レポート 

 

 ナミビアの経済は、SACU(南アフリカ関税連合)の貿易税に大きく依存している。2006 年の

国の予算は、SACU から発生した所得が、2006/2007 年度の収入及び交付金の 43%に貢献したこ

とを示した。しかしながら、2008/2009 年度の予算見積もりは、SACU の収入金が、総収益の

31%にまで下がり、政府は、新たな国庫収入の道を探すことを余儀なくされている。 
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 2005 年に、商品貿易収支は、16 億 8,800 万 N$の赤字を記録し、サービス収入と譲与は、49

億 2600 万 N$ の余剰金を記録し、この収入金の大部分は、SACU から派生した。鉱業の位置付

けは、鉱業活動の採算性を減少させる、N$と US$との為替レートによって、大きく左右されて

いる。N$と US$との為替レートの結果、課税から発生する収入は、2002/2003 年度の約 25 億

N$から、2005/2006 年度には概算で 4 億 N$まで減少した。鉱業は 2004 年度の輸出全体の 50%

以上を占め、2005/2006 年度に、著しく増加すると見込まれている。 

 

表 3: 2004 年 FOB 輸出 

産品 全体の% 

ダイヤモンド 35,2 

加工・保存魚製品 23,0 

ウラン鉱石を含む金属鉱石 9,0 

飲料及びその他の製品 7,9 

亜鉛地金 4,7 

出典 : EIU レポート 

 

3.2 貿易協定 

3.2.1 一般貿易協定 

 ナミビアは、国際的な貿易パートナーとの貿易関係を正常化するプロセスの一環として、

一連の一般的な貿易協定を交渉してきた。一般的な貿易協定は、特定の諸部門への市場アク

セスを対象とする規定を設けていない。しかし原則的に 恵国関税待遇を考慮している。こ

れは、世界貿易機関(WTO)の下で確立された、国際貿易関係を対象とする、世界的な 低限の

基準である。 

 

3.2.2 国際貿易協定 

 ナミビアは、2002 年 10 月 2 日に採択された SACU 協定のメンバーであり、その他のメンバ

ー国は、ボツワナ、レソト、南アフリカ及びスワジランドである。SACU の諸目的は、次のと

おりである。SACU エリア内での、産品の自由な移動の促進、経済開発の促進、公正な競争と

幅広い投資の促進、経済の多角化の促進、メンバー国の工業化と競争力向上の促進、メンバ

ー国内での、共通関税エリアの促進。 

 SACU メンバー諸国は、南アフリカの関税法によって制定された共通関税を使う。それは、 

HS 分類(Harmonized Commodity Description (HCD) and coding system)に基づいた 8 桁の分

類を用い、一般及び 恵国(MFN: Most Favoured Nation)の関税レートを示している。 

 

表 4:  SACU 関税とレート 

MFN 関税 MFN の関税レートは、いくつかの国から輸入される、様々な物品に課税されて
いる。これらの国には、アメリカ合衆国と、世界貿易機関に加盟している、
ほとんどの国々を含む。SACU 域外から輸入される商品の大部分には 15%の対
外共通関税がかけられ、関税は、従価税の性質を有する、いくつかの税から
成っており、SACU の共通関税の下で 0%から 55%の間で算出される。 

拘束関税率 南アフリカによるリーダーシップの下で、SACU 諸国は、関税の 96%は拘束さ
れる。動物製品、乳製品、コーヒーと紅茶、ココア、砂糖等を含む、一部の
製品は例外とされている。切り花、植物、果物及び野菜、穀物、脂肪種子、
脂肪及びその製品、飲料及びアルコール類、タバコ、木材、パルブ、紙と家
具、輸送機器、非電気機械類、金属、電気機械類、化学製品及び写真備品
類、繊維及び衣服、皮革、ゴム、履物類及び旅行用品、鉱物産品、貴石及び
貴金属、魚と漁業製品及び石油。 

関税割当 関税割当の対象とは、以下の諸産品である。小麦、バター、脱脂粉乳及び全
乳粉 

暫定的に減額
される関税 

関税の免税及び減免の標準的な減額は、以下の産品の輸入に適用されている。
特定プロジェクトのため、一時的なベースで輸入される原材料・機器、非
SACU 市場向けに製品を生産する、輸出志向の製造業に必要とされる供給品。 

出典 : UNCTAD 
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3.2.3 地域貿易協定  

(1)南アフリカ開発共同体 (SADC: South African Development Community) 

 ナミビアは SADC のメンバーである。これは、1980 年に設立された南アフリカ開発調整会議

の後を受けて、1992 年 8 月 17 日に設立された地域連合である。そのメンバーは、アンゴラ、

ボツワナ、コンゴ民主共和国、レソト、マダガスカル、モーリシャス、モザンビーク、ナミ

ビア、南アフリカ、スワジランド、タンザニア、ザンビア及びジンバブエである。 

 この地域連合の目的は、メンバー諸国間での、地域的な経済及び政治協力を促進すること

である。自由貿易協定 (FTA) の創設を目指して、メンバー国間で議論がなされてきた。1996

年 8 月 24 日に、レソトのマセルにおける、修正 SADC 貿易議定書の採択において表明された

自由貿易協定に含まれるとみなされるであろう産品は以下のとおりである。 

・資本財 

・重要な関税収入源となる品物は、2008 年までに暫時自由化される見込み。  

・メンバー諸国間で微妙な問題を引き起こすとみなされる品物。これには、2005 年と

2012 年の間の、SACU にとっての砂糖の自由化がある。 

・さらに、各々の特定国にとり微妙な問題を引き起こすとみなされる品物は、一般的

な理由及び安全性の理由により、何らかの優遇措置から除外されるだろう。繊維は、

自由貿易協定には含まれないだろう。自由貿易協定は、2012 年までに、98%の品物に

対して、ゼロ関税率を達成することを目標としている。 

 

(2)アフリカ連合 (AU: African Union). 

ナミビアは、AU のメンバーである。AU は、1963 年 5 月 25 日に設立されたアフリカ統一機

関の後を受けて、2001 年 7 月に設立された大陸連合である。AU は、そのメンバー国間での、

大陸全体にわたる、経済及び政治協力の推進に中心的な役割を果たしている。 

 

(3)アフリカ経済共同体 (AEC: African Economic Commission) 

ナミビアは、ナイジェリアのアブジャで、1991 年 6 月に創設されたアフリカ経済共同体の

メンバーである。その目的は、34 年間にわたって、汎アフリカ経済・金融連合を設立するこ

とにある。ナミビアは、また、1992 年に設立された、地域統合促進フォーラム

(RIFF:Regional Integration Facilitation Forum)のメンバーでもある。RIFF の主要目的は、

メンバー諸国間での経済統合の発展を促進することであり、そのメンバー諸国は、南部アフ

リカ共通市場 (COMESA: Common Market of Eastern and Southern Africa)、南部アフリカ開

発共同体 (SADC)、東部アフリカ共同体(EAC: East African Community)及びインド洋委員会 

(IOC:Indian Ocean Commission) のメンバーである諸国からなる。 

 

3.2.4 二国間協定 

 ナミビアは、以下の国々と MFN 協定を改定した。 

中国、キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、コンゴ民主共和国、インド、ガーナ、マレ

ーシア、ルーマニア及びロシア連邦 

(1) アフリカ成長機会法 (AGOA: African Growth and Opportunity Act) 

ナミビアは、貿易のための包括的なインフラストラクチャーを創り出し、ナミビアが既に

メンバーとなっているアフリカ成長機会法(AGOA)の成功を促進するために、2003 年 6 月 2 日

付けで、南アフリカ及び米国との二日間共同に調印した。 
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(2)特恵貿易協定 (PTA: Preferential Trading Area) 

2004 年 12 月 16 日付けで、ナミビアは、同国と、他の SACU メンバー数カ国、南米南部共同

市場 (MERCOSUR: Mercado Commun del Sur, Southern Common Market)すなわちアルゼンチン、

ブラジル、パラグアイ及びウルグアイとの間で特恵貿易協定(PTA)を改定した。その目的は、

二つの経済グループの間で、改善、拡張された貿易特恵関係のための法的枠組みを創出する

ことにある。また、この協定は、税関協力、植物衛生検疫及び広範囲の製品が特恵待遇の対

象となることも促進している。 

ナミビアは、以前のロメ協定に代わる、コトヌ協定の契約当事国である。コトヌ協定は、

アフリカ、カリブ及び太平洋地域(ACP:African, Caribbean and Pacific Regions)と欧州連

合との間の経済連携協定である。この連携協定は、南アフリカとその他の ACP 諸国が、ロメ

協定の下で享受していた、旧来の特恵に取って変わる、漸進的かつ相互的な貿易障壁除去に

基づいている。本連携協定は、20 年間有効である。 

ナミビアは、1992 年 8 月 17 日に、ジンバブエとの間で、二国間特恵貿易協定を結んだ。こ

の協定により、ナミビアで成長し、生産されたもの、組み立てられたもので、ジンバブエに

輸出される製品は関税を免除され、また、その逆も免除される。これには、国内で採取され

た鉱物製品、収穫された植物産品、家畜、林業産品、魚及びその他の海洋製品が含まれる。 

 

3.3 主要貿易産品 

ナミビアの主要貿易産品は表 5、表 6に示すとおり。 

 

表 5: 2003-2005 年度上位輸出産品 (輸出額（US$）による) 

ナミビアの世界への輸出 

製品ラベル 2005 年輸出額 

1000US$  

2004 年輸出額 

1000US$   

2003 年輸出額 

1000US$ 

全製品 1,755,552 1,425,675 1,303,668 

真珠、貴石、金属、コイン、等 681,701 438,912 166,893 

魚、甲殻類、軟体類、水生無脊

椎動物、等 
345,550 356,308 309,629 

無機化学製品、貴金属複合物、

同位元素 
197,101 132,097 299 

亜鉛とその関連品 167,570 125,760 25,992 

食肉と食用くず肉 69,868 61,353 45,910 

銅とその関連品 66,482 56,385 382 

アパレル、アクセサリー、ニッ

トまたはかぎ針編みの諸製品 
56,104 82,743 1,118 

食用フルーツ、ナッツ、柑橘類

の皮、メロン 
35,285 15,437 9,030 

塩、硫黄、土、石、石膏、石灰

及びセメント 
29,511 27,858 23,435 

鉱物燃料、石油、蒸留製品、等 16,257 20,039 13,024 

出典: Trade Map(2007). 
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表 6: 2003-2005 年度の上位輸入産品（輸出額 (US$)による） 

ナミビアの世界からの輸入 

製品ラベル 2005 年輸入額

1000US$  

2004 年輸入額 

1000US$ 

2003 年輸入額

1000US$  

全製品 443,824 393,477 1,427,939 

真珠、貴石、金属、コイン、等 88,068 35,634 15,202 

原子炉、ボイラー、機械類、等 50,012 47,254 169,345 

他で特定されていない商品 42,951 22,141 2,148 

電気電子機器 35,808 33,582 110,167 

鉄道・路面電車以外の乗り物 25,289 26,183 166,126 

鉱物燃料、石油、蒸留製品、等 17,761 3,454 148,487 

家具、照明、看板、プレハブ建物 14,793 15,342 28,093 

医薬品 13,311 5,551 28,436 

その他の繊維製品、セット、衣服、等 13,186 11,518 7,818 

光学、写真、技術、医学等の器具類 12,769 8,122 22,374 

  出典: Trade Map (2007). 
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4. 近の経済発展 
 

4.1 マクロ経済政策 

ナミビア政府は、工業開発を主要目的とした、Vision 2030 として知られる国家開発戦略を

採択してきた。この戦略は、国家開発 5 カ年計画の進展を通じて実施される。中期支出枠組

み(MTEF: Medium-Term Expenditure Framework)において、以下の諸点で、予算上の優先順位

が設定されている。 

 

・消費の刺激と、工業の多角化の奨励を通じた、貧困者を支援する成長の促進、  

・健全な経済政策を採択することによるマクロ経済の強化、 

・南アフリカのランドとの緊密な関係の保持、 

・貧困と戦うことを目的とした適切な仕組みの制定と、特に、健康と教育の部門における、

社会経済開発の促進。 

 

政府は、商品やサービスへの政府の定期的な支出を抑えることにより、健全な経済的行程

を辿ってきた。また、政府は、歳入徴収の仕組みも改善してきており、それにより、2003/04

年度に GDP の 7.5%、2004/05 年度には 3.6 %だった政府赤字が、2005/06 年度には 1.1%にまで

削減可能になった。課税行政の向上、公務員の構造、質及び補償の改善を目指した、国際通

貨基金の勧告に従ったナミビアの責務遂行の結果、マクロ経済の発展が続くと見込まれてい

る。 

 

4.2 金融政策 

政府は、インフレ圧力の形成を管理するために、ナミビア銀行の金融政策管理委員会を設

立した。ナミビアは、 近、公務員の年金の納付金により個人貯蓄率が高い。国家年金資産

は GDP に匹敵する。ナミビア金融制度監督権限法の修正が見込まれており、国内分野におい

て投資パッケージを促進するだろう。 

過去のナミビアの貿易活動は、品物不足とサービス過剰によって定義されてきた。鉱物産

品に対する世界的な需要は、ダイヤモンド、金、亜鉛及び銅の輸出を増やし、それが、貿易

赤字を縮小させてきた。 
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5.ナミビアの投資環境 
 

表 7 は、SWOT 分析(Strengths Weaknesses Opportunities Threats Analysis)によるナミビ

アの投資環境を示している。 

 

表 7 : ナミビア投資環境の評価、SWOT 分析 

強 み 弱 点 

良好な道路、鉄道及び航空インフラ 

優れた電気通信網 

広域的な平和、政治的安定及び良好な統治 

も早い世界の大陸間市場へのアクセス 

SACU,SADC FTA, AGOA,ACP-EU Cotonou 協

定、いくつかの二国間協定も含まれる。 

自由投資体制 

安定した労働環境 

寛容な投資体制 

迅速、効率的、かつ透明な官僚制 

低インフレ率 

安定した外貨準備高 

戦略的な位置にある、低コストで効率的な

港湾 

若くて訓練可能な労働力 

良質な住宅とレクリエーション施設 

不十分な熟練労働力 

規制政策が現在、考案されている。 

機会（ビジネスチャンス） 脅威（懸念される点） 

医薬品 

鉄鋼製造業 

国内、地域及び国際輸出市場向けの、ローカ

ルの天然資源への投資と付加価値 

電気電子部品の製造／組立て 

鉱物の探鉱と試掘 

物理探査は、石油とガスの試掘に向けて、良

質な採鉱有望地を示している。 

農業／食品産業 

家畜、ダチョウ飼育、穀物生産の国内付加価

値加工処理及び食品加工処理にビジネスチャ

ンスが存在する。 

セメント生産 

繊維と衣類 

政策改革の成果の不確実性 

出典 : ナミビア貿易産業省 
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6.鉱業に関する法規 
 

6.1 鉱業に関する法規  

ナミビアで豊かに恵まれている鉱物とエネルギー資源の監督当局として、鉱物・エネルギ

ー部門が繁栄することができる環境を生み出すため、1990 年に、鉱物エネルギー省

(MME:Ministry of Mines and Energy)が創設された。同省の主要な目的は以下のとおりであ

る。 

・鉱物・エネルギー部門での投資を促進すること。 

・ナミビアの社会・経済的な発展への、地質及びエネルギー資源の、持続可能な貢献

を確実にすること。 

・鉱物及びエネルギー部門を対象にした育成環境を創り出すこと。 

・鉱物及びエネルギー資源の探鉱と開発を規制し、監督すること。 

・鉱物及びエネルギー資源の、環境への影響を 小限にすること。 

・専門的で顧客中心のサービスを提供すること。 

 

ナミビア政府は、鉱業部門を発展させるため、自由市場経済原則を採用してきた。新たな

鉱業政策を確立することは、新しい民主主義的な制度において、一つのハイライトである。

鉱業政策は、鉱業部門が、社会経済的な発展に向けて貢献できるようにすることを目的とし

ている。ナミビアは、未だ完全には開発されてきていない、豊富な鉱物資源を有している。

様々な鉱物の鉱床が多数あり、それらには、ウラン、金、ベースメタル、産業用鉱物、及び

様々な半貴石、及び石材が含まれる。  

鉱業部門に関連して、議会によって制定された、財政、制度、環境に関する法律は、ナミ

ビアの鉱業部門への投資に向けて、十分に組織立った指導原則を規定している。鉱物エネル

ギー省は、鉱業部門について権限を有する。国は鉱業権全ての管理者である。鉱業部門は、

1992 年の鉱物探鉱・採掘法によって規制されている。この法規は、現在、見直しの 中であ

る。 新のダイヤモンド法は 1999 年に公布され、2000 年 4 月 1 日付けで、施行された。政府

は、現在、新たな健康及び安全に関する法令草案(DMHSR: Draft Mine Health and Safety 

Regulations)の公布のための作業を行なっている。 

 

6.2. 鉱物及び鉱業部門の政策 

ナミビアの鉱業政策は、2002 年鉱業政策である。この政策は、すべての利害関係者と共に

策定された。このプロセスは、MME の鉱業政策委員会(MPC:Minerals Policy Committee)によ

って指導された。ナミビアの鉱業政策は、国の経済における鉱業部門の重要性を証明してい

る。国の経済の発展におけるナミビアの役割を補完するために、数多くの仕組みが実施され

てきた。鉱業政策の主要目的は、以下のとおりである。 

・新鉱山の開発及び既存の採掘事業の維持につながるような、新鉱床の発見を可能にする

ための、探鉱と採掘への投資を促進し、奨励すること。 

・すべての利害関係者の積極的な参加を奨励し、容易にする、鉱業部門にとって、好まし

い環境を促進すること。 

・探鉱と採掘への、国内からの参加を促進し、奨励すること。 

・経済的な利益が国内で着実に保持されるために、国内での鉱業製品の、 大限の選鉱を

促進し、奨励すること。 

・職人的で小規模な採掘が、正式の鉱業部門に統合されるように、標準化し、発展させる

こと。 

・探鉱、採掘及び鉱物加工処理事業の技術改善のための研究開発を促進すること。 

・鉱業の人的資源のニーズに答えるために、人的資源を開発することになる、効率的な教

育及び訓練施設の開発を促進すること。 

・鉱業部門の経済的な利益を増大させるためのマーケティング協定を促進し、容易にする

こと。 

・適切な仕組みの採用を通して、社会経済的な発展の原則を着実に守ること。 

・持続可能な鉱山業界の開発を目指した、国の環境政策及びその他当該の政策を、着実に

遵守すること。 
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・鉱業政策が、世界的に競争力を持ち続け、鉱山業界の不安定要素に、着実に取り組める

ようにする努力の一環として、鉱業政策の法的、経済的、社会的及び政治的側面を定期

的に見直すこと。 

ナミビアの鉱業政策は、ナミビアの鉱業部門を国際的な基準に合わせることを目指す一方、

自国の鉱物資源の開発からナミビアが利益を得られるようにすることを目指している。鉱業

政策は、MME の諸目的が、その鉱業部門に直接の影響を与える複数の諸問題に関連しているこ

とを示している。 

 

6.3. 1992 年第 33 号鉱物探鉱及び採掘法(THE MINERALS PROSPECTING AND MINING ACT  no. 

33 of 1992.) 

1992 年第 33 号鉱物探鉱及び採掘法は、探鉱と採掘の諸活動を規定している。これは、鉱業

部門に関係する世界標準に合わせるため、1992 年に制定された。本法律は、世界の慣行に足

並みを揃えて法的枠組みをコンスタントに更新することを政府に義務づけるため、MME、鉱業

会議所、及び利害関係者によって、現在、再検討が行われている 中である。政府は、新た

な鉱業政策に合わせて、現行の法的枠組み (1992 年第 33 号鉱物探鉱及び採掘法) の修正の加

速を目指している。同法は、以下の諸条項を規定している。 

・鉱物に関係する諸権利 

・法律の運営管理 

・同法は、ナミビア鉱物委員会(Minerals Board of Namibia)の役割を説明している。 

・同法は、非排他的探鉱ライセンスに関係するガイドラインの概要を示している。 

・同法は、鉱区の杭打ちで従うべきプロセスの概要を示している。 

・同法は、鉱業ライセンスに関連する諸条項を規定している。 

・同法は、調査ライセンスに関連する諸条項を規定している。 

・同法は、排他的探鉱ライセンスに関連する諸条項を規定している。 

・同法は、鉱物鉱床保有ライセンスに関連する諸条項の概要を示している。 

・同法は、その法に明記されている原料物質に関する諸条項を規定している。 

・同法は、高い価値の鉱物、補助的な諸権利、資金的な案件の管理運営に関する諸手続き、

及び、鉱業部門に関連するいくつかの一般的な法令を説明している。 

同法は、鉱業部門を管理運営するのに必要な諸規定を有している。同法の見直しは、鉱

物・エネルギー省が、新たな鉱業政策と合致しない、法律内の諸規定を再評価できるように

することを目的としている。これらの諸規定には、環境ガイドラインに関連する明確な指針、

地域鉱業社会の社会経済開発プログラム、国の経済における鉱山会社の役割、及び BEE(Black 

Economy Empowerment :黒人の経済力向上) に関する諸問題が含まれた。 

 

6.3.1 土地へのアクセス 

土地へのアクセスは、政府、民間事業体、及びいくつかの企業からなる、土地の所有者た

ちと交渉される。地域社会は、採掘目的で使われる、地域社会によって所有される土地に関

して、政府に支払われる料金の収入の分配の諸条件を交渉している。鉱物補助権利委員会

(MARC: Minerals Ancillary Rights Commission)は、鉱物探鉱業者と土地所有者との間で協

力、協議プロセスの実施を提供するために設立された。MARC は、土地紛争解決を手助けする

ガイドラインを開発することにより、土地紛争解決において、包括的な役割を担い、探鉱と

採掘目的での土地利用のための補償に関して、土地所有者の手助けを行うことができるよう

に、現在見直しが行われている。 

鉱物エネルギー省の鉱業権及び鉱物資源課(MRMR:Mining Rights and Mineral Resources 

Division)は、投資家たちが、まず 初に連絡する窓口である。この課は、ナミビアにおける

全ての鉱業権の申請及び割り振りを担当している。ライセンスは、申請者が環境管理計画

(EMP:Environment Management Plan)契約を完了し次第、発行される。これにより、鉱山会社

は、閉山に伴う、否定的な社会経済的及び環境的な影響に対するアフターケアを義務づけら

れる。たとえば、鉱山会社は、代替産業で用いることが可能な、様々な技能、及び、鉱業イ

ンフラの、他のいくつかの諸目的での使用、さらに、鉱業活動と同時に起こる汚染レベルを

下げるために用いられることになる処理方法を従業員に提供することが、期待される。 
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6.3.2 鉱業ライセンスの取得プロセス 

 ナミビアにおいて鉱業ライセンスを取得するプロセスは、全て鉱物に適用される。このプ

ロセスは以下のとおりである。 
①申請料を添えた、鉱業ライセンス申請書を鉱業コミッショナー宛に提出する。 
②鉱業申請書は、鉱業コッミショナー事務所によって査定される。 
③申請書は、ライセンス交付を認可するか却下するかを決めるために、鉱物エネルギー大臣
に送られる。 

④大臣が申請者のライセンス認可を却下する場合は、大臣の却下を通知するレポートが申請
者に送られる。 

⑤ライセンスが認可される場合、大臣官房は、ライセンス保有に適用される諸条件を付けて、
ライセンス認可の決定を伝える通知を申請者に提示する。この諸条件には、EMP の完了が含
まれる。 

⑥申請者は、鉱業ライセンスに付随する諸条件を受け入れることを示すために署名しなけれ
ばならない。 

⑦大臣は、申請を受理した申請者に、鉱業ライセンスを発行する。 
 

6.3.3 各ライセンスの内容  

(a) 非排他的探鉱ライセンス(Non-Exclusive Prospecting Licenses) 

他の鉱業権に制限されていない、開かれた土地で、非排他的に探鉱を行うことを許可する。

ライセンスは 12 か月間有効である。探鉱業者は、非排他的な探鉱ライセンス・エリアから採

取された、すべてのサンプルに関する、あらゆる詳細を鉱業コミッショナーに提出しなけれ

ばならない。 

  

(b) 排他的探査ライセンス(Exclusive Reconnaissance Licenses) 

ライセンス保有者に、エリア内での占有権と優先権を与える。それは、6 か月間、有効で、

大の地積は、1 度平方である。それは、原則的に更新不可で、移譲も不可である。ライセン

ス保有者は、規定された全ての記録を保持し、ライセンス期間終了時に、エリアの採鉱有望

性の評価を詳説したレポート、その他の地質学的データ及び収支報告、その他の財務上の申

告書を含めた情報を提出することが義務づけられている。この権利は、1QDS(四分の一度平

方：25km ×27km の面積）あたり、5,000N$がかかる。 

 

(c) 排他的探鉱ライセンス(Exclusive Prospecting Licenses) 

３年間まで有効で、その後 2 年毎に 2 回更新可能である。特別な状況では、さらに長い期

間、更新可能である。このライセンスを対象とする 大の面積は、10 万 ha である。保有者の

権利と義務は、より詳細にわたり、それには、探鉱プログラム、及び 小限支出明細が含ま

れる。 

ライセンス保有者は、探鉱作業の進展状況に関して、四半期年次報告を提出し、すべての

関連する記録を保持する義務がある。環境影響評価レポートも必要であり、ライセンス申請

書に添付しなければならない。このライセンスは、ナミビア共和国政府との環境契約による

もので、ライセンスの取得は、1 万 ha、またはその一部につき 1,000N$かかり、 低で、

2,000N$支払わなければならない。 

 

(d) 採掘ライセンス(Mining Licence) 

推定鉱山寿命、または、25 年を超えない期間、有効である。提案している開発計画、採掘

プログラム、及び推定支出及び環境管理計画を含む、詳細なレポートが必要とされ、ライセ

ンス申請書に添付されなければならない。このライセンスは、ナミビア共和国政府と保有者

との間での環境契約に従う。 

保有者は、すべての関連する記録を、ナミビア内の適切な場所に保管し、作業の、すべて

に関連する諸側面に関する、詳細な四半期及び年次報告を提出する義務がある。ライセンス

料は、総収入が 1,000 万 N$までの鉱山に関しては 1,000N$、1,000 万 N$を超える総収入を上

げる鉱山に関しては 5,000N$の額になる。 
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(e) 鉱床保持ライセンス(Mineral Deposit Retention Licence) 

このライセンスは、下降傾向の産品価格により、経済状況が鉱床の開発を許さない場合、

または、鉱床自体に経済上のメリットを期待できないような性質を有する場合に適用される。

それは、 長で 5 年間有効で、2 年間を超えない期間更新可能である。取得費用 500N$である。 

 

表 8 :鉱業ライセンス料 

料金の種類  

料金の額 

非排他的探鉱ライセンスに関するライセンス

料 

50N$ 

登録された採掘権に関する、毎年の採掘権料 50N$ 

排他的権利なしの探査ライセンスに関するラ

イセンス料 

4 分の 1 度平方またはその一部

につき 250N$  

排他的権利のある探査ライセンスに関するラ

イセンス料 

4 分の 1 度平方またはその一部

につき 500N$ 

排他的探鉱ライセンスに関する、年間ライセ

ンス料 

1 万 ha またはその一部につき

1,000 で、 低、2,000N$を支払

う 

鉱物鉱床保有ライセンスに関する年間ライセ

ンス料 

5,000 N$ 

採掘ライセンスに関する年間ライセンス料 総収入を 大で 1,000 万 N$上げ

る鉱山に関しては 1,000N$ 

1,000 万 N$を超える総収入上げ

る鉱山に関しては 5,000N$ 

何らかの採掘権の移譲、何らかの採掘権にお

ける権益の認可、譲渡、または割当に関して

の、または、このような権利もしくは権益の

共同保有者として、何らかの人物が参加する

ことに関しての、大臣の承認の申請 

各申請につき 250N$ 

排他的探鉱ライセンス、鉱物鉱床保有ライセ

ンス、または採掘ライセンス、もしくは、こ

のような何らかのライセンスにおける権益の

認可、譲渡、または割当に関しての、また

は、このようなライセンスもしくは権益の共

同保有者として、何らかの人物が参加するこ

とに関しての、大臣の承認の申請 

各申請につき 250N$ 

排他的探鉱ライセンス、鉱物鉱床保有ライセ

ンス、または採掘ライセンスの修正に関す

る、大臣の承認の申請 

各申請につき 250N$ 

出典: www.mbendi.co.za 

 

6.3.4 保護エリアにおける探鉱と採掘 

保護エリアは、国立公園、鳥獣保護区、天然記念物によって占められているエリアである。

これらのエリアは、ナミビアの国土のおよそ 13.6%を占めており、膨大な鉱物の潜在的可能性

があると考えられている。これらのエリアの復旧は、いくつかの政府機関の間での協力の改

善を通じて達成され、それが環境意識の高まりへとつながり、特に、1992 年の鉱物探鉱・採

掘法と、現在、環境を保護し、貴重な生態系を保持するために公布されつつある、環境管理

法(EMB:Environmental Management Bill)など、数々の法に反映されている。 

政府は、鉱業活動に伴う、環境への否定的影響を 小限にするため、鉱物開発と環境保護

の諸目的の調整を通じて、鉱物資源の、環境的に持続可能な開発を促進している。この傾向

は、環境保護に関する、国の政策、法規、及び国際法に合致している。新たな環境ガイドラ
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インの作成以前に、鉱物鉱区として認可された保護エリア内の鉱区へのアクセスは、確固と

した環境行政によって規制されている。 

効果的な環境影響評価プロセスの仕組みを通じて、環境・観光省(MET:Ministry of 

Environment and Tourism)及び MME は、再生が保証されたら、これらのエリアにおける鉱物

開発に関して鉱区を認可する。 

 

6.3.5 鉱山の閉山／総合的な鉱山の使用  

鉱山会社は、鉱山寿命の当初に、採掘終了計画を提出することを法律で義務づけられてい

る。採掘ライセンスは、 終的な閉山計画が鉱業大臣によって受け入れられた後に、認可さ

れる。 終閉山計画は、鉱山会社が、地下水汚染、土壌の悪化、大気汚染及びインフラのよ

うな、微妙な環境問題に取り組む方法の概要を示した、資金的な仕組みを説明しなければな

らない。MME は、環境管理計画 (EMP) の諸契約を制定してきた。これは、鉱山会社に、持続

可能な、鉱物資源開発を約束させるものである。 

 

6.3.6 小規模鉱業 

小規模鉱山業者(SSM:Small Scale Miners)の数は、経済的に活動している業者としては 200

に達している。小規模鉱業のほとんどが、一人の作業によって違法に行われている。小規模

鉱山業者の権益を代表するために、以下の二つの組織が設立されてきた。 

・ナミビア探鉱・採掘業者協会(the Association of Prospecting and Miners of 

Namibia)及びナミビア小規模鉱山業者協会(SMA:Small Miners Association of 

Namibia) 

・ナミビア小規模鉱山業者援助センター(NSMAC:the Namibian Small Miners Assistance 

Centre)は、SSM への地質技術面でのサポートを提供するため、1997 年に設立された。  

SSM への資金的な援助は、鉱業部門資金援助システム(SYSMIN: System of Support to fund 

the  Mining sector)から設立された鉱物開発基金 (MDF: the Minerals Development Fund) 

が資金源となっている。基本的な、権利登録システムが、SSM のために設立されてきており、

鉱業法が大規模と小規模の探鉱と採掘活動の違いを説明している。 

政府は、小規模鉱山業者に必要な援助を提供している。なぜなら、この部門が雇用の機会

を提供しており、中小企業の成長に貢献する企業家精神を促進するからである。MME は、MET

と連携して、小規模鉱山業部門における、悪習や危険な採掘活動を減らすための監視及び検

査の仕組みを始めることを計画している。SSM に環境規制の遵守を強いるために、いくつかの

仕組みが作られてきた。MME と MET は、環境基準の遵守を監視することになるシステムを作る

計画である。  

 

6.3.7 海洋探鉱と採掘 

ナミビアは、海緑石、燐灰土、産業用鉱物及びダイヤモンドを含む、多様な海洋鉱物資源

に恵まれている。海洋採掘は、Chameis にある浅瀬の海洋鉱床で 1961 年に始まり、当時知ら

れていた埋蔵量が枯渇した結果、1971 年に終了した。1998 年のエネルギー政策に関する白書

は、石油及びガスの海洋資源の探鉱と開発を説明している。 

鉱山エネルギー省（MME:Ministry of Mines and Energy）、環境観光省（MET:Ministry of 

Environment and Tourism）及び水産海洋資源省（MFMR: Ministry of Fisheries and Marine 
Resources）は、鉱山エリアとスケジュールの承認に責任を有している。すべての船舶は、環

境への集合的な損害を避けることを目的とした諸法令を遵守することを義務づけられている。

これには、船舶監視システムの装備が含まれる。環境影響評価のガイドラインが、依然とし

て、作成されている 中である。 

ナミビアは、世界で も豊かな海洋ダイヤモンド鉱床を有しており、およそ、15 億カラッ

トが埋蔵されている。2001 年に、海洋ダイヤモンドは、ナミビアのダイヤモンド生産の 60%

を占めた。海洋ダイヤモンドの産出量は、将来の技術の進展の結果、増大すると見込まれて

いる。政府は、現在、外国の熟練労働力が中心になって行われている海洋採掘活動に、国内

の労働者が参加できるようにするために、関連する技術を身につけさせることを目標として

いる。 
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図 5 : 現在の鉱業ライセンスの取得状況 

   
出典 : 鉱山エネルギー省 

 

6.4 健康と安全に関する法規 

鉱山で雇用される人たちの健康と安全に関してナミビアのガイドラインは、1992 年第 33 号

鉱物探鉱・採掘法の第 138A 節の下で定められた諸法規によって管理運営されている。草案は、

鉱山健康・安全委員会の権限、義務及び役目を制定している。それは、鉱山事業における安

全の諸措置を指導し、促進する安全指導の諸原則を規定している。 

健康と安全に関する法令に記されている諸法規は、鉱業部門で行われている活動に特別に

該当するものである。これらの諸法令は、調整された安全な仕方で鉱業活動を遂行するため

の諸手続きを鉱山業者に提供するために制定された。これらの諸法規は、事故の発生を除去

し、削減するために取られるべき諸手続きに関連した規範的な勧告を伴う。諸法令は、事故

が発生した時に、相談すべき諸機関と担当者を規定している。既存の、健康と安全に関する

諸法令は、有資格で経験を有する鉱山査察官の不足により、十分には実施されてこなかった。 
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6.5 1990 年石油製品及びエネルギー法（PETROLEUM PRODUCT AND ENERGY ACT, 1990） 

本法は、精製石油製品が販売される価格を規制している。石油及びエネルギー製品に関連

する諸問題を管理運営することになるのは、全国エネルギー協議会と全国エネルギー基金で

あると規定している。 

 

6.6 外国投資法（Foreign Investment Act, No.24 of 1993.） 

外国投資は、1993 年第 24 号外国投資法（Foreign Investment Act, No.24 of 1993.）によ

って管理運営されている。同法は、外国投資に関する諸原則、投資身分証明を受取るために

取られるべき手順、証明の権利と義務及び証明取消しの際に従われるべきプロセスを説明し

ている。 

主要な規定 

・ナミビアにおける自由市場経済の促進 

・国内と外国の投資家の平等な取り扱い 

・投資の完全な保護 

・ナミビア人の参加に関する規定は無し 

・利益の分配 

政府は、経済を発展させ、雇用機会を創出し、外国為替差益を増大させるために、外国投

資家を積極的に誘致している。ナミビアの外国投資法は、外国投資家に対して、ナミビア企

業と平等な取り扱い、外国為替へのアクセス、利益送金の権利、投資家と政府との紛争の国

際的な調停、強制収用からの保護を保証している。同法は、製造業部門への税優遇措置を規

定している。 

ナミビア政府は、外国投資を奨励するために、輸出加工区 (EPZ’s:Economic Processing 

Zones)を創出した。EPZ’s 内に、いくつかの奨励策があるのは明らかである。これらには、関

税、輸出入税、機器及び物品への税の免除、収入・所得税、売上税の免除、法人所得への無

課税、EPZ’s 内でのあらゆる労働ストライキ及びロックアウトを許可しないことが含まれる。

Walvis Bay 港は、ナミビアで 初の全面的な輸出加工ゾーンとして指定されてきた。主要都

市で、さらに EPZ’s が制定されるだろう。 

EPZ’s は、外国投資家がその企業を設立することを可能にさせる、いくつかの制度を備え

ている。これらの制度には、資金調達へのアクセス、資本設備取得の援助、労働力のリクル

ートが含まれる。ナミビア証券取引所(NSE)は、ナミビア経済の、様々な諸部門におけるプロ

ジェクトに投資家たちを結びつける手助けをしている。投資センターは、投資家が 初に立

ち寄る場所である貿易産業省(MTI)にリンクしており、投資家たちに以下のようなサービスを

提供している。 

・ナミビアでビジネスを立ち上げるのに必要なサービス、すなわち、労働許可の申請、土地

／家屋を探して決定することの援助 

・投資家の妨げとなる行政上の障害の除去に関する識別とアドバイス 

・国内と海外の両方の投資家たちに対する、投資機会の促進 

・投資環境と動向に関する調査、様々な部門の調査の遂行 

・プロファイルと市場投資プロジェクトの特定及び利害関係のある投資家に対するこれらの

情報の提供する 

・ジョイントベンチャー協定の助成、促進及び投資プロジェクトへの国内からの参加の奨励 

・投資身分証明の発行に対する責任 

 

6.7 契約法 

ナミビアは、いかなる特定の契約法もないが、契約に効力を持たせるために従われなけれ

ばならない諸原則がある。 

 

6.8 資本参加／ジョイントベンチャー法規 

すべての会社は、会社法によって統治されている。ビジネスは、個人、合資会社、トラス

ト、株式非公開会社、ナミビア企業または外国企業の支社によって遂行されることができる。

企業に対して、いかなる 低株式資本要件もない。株式非公開会社は、株式非公開会社法に

よって管理運営される。これらの会社は、諸個人のみをメンバーとして有することができる。
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ナミビア企業は公的(名称の末尾が Limited)であるか、または民間(名称の末尾が

Proprietary Limited)であることができる。  

 

6.9 輸出入法規 

ナミビアは、分類に関する調和システム (HSE: Harmonised System of Classification) を
用いている。SACU から発生するほとんどの輸入は高い輸入関税に従っている。これらの関税

は、基本関税と贅沢品に追加でかかる、一定の率の税からなる。経済を発展させるために、

外国投資を誘致するという政府の目的に合わせて、ナミビアは輸出入活動を調節する、数多

くの税優遇策を制定してきた。製造業者は寛大な税優遇策を受けている。ナミビアから製品

を輸出する製造業者は、80%の免税のオファーを受けている。免税は、新たな製造会社を設立

し、製品を SACU 外に輸出する会社に提示されている。 

 
6.10 民営化 

ナミビアは、外国の民間投資を歓迎している。政府は、民間部門の開発を促進している。

民間は、社会経済開発プログラムのために政府が使うことのできる収入を生み出す能力を有

していると考えられている。外国の民間製造会社は、ナミビア内に、製造プラントを設立す

るための、いくつかの奨励策が提供されており、現地住民への技術移転及び現地の労働力の

雇用が期待されている。 

 

6.11 労働関連法 

労働は、2004 年労働法 (LA: The Labour Act of 2004) によって管理されている。これは、

雇用と解雇の基本的な諸条件を規定している。労働法は、以下の諸法規によって支持されて

いる。 

・1938 年第 12 号 徒弟制条例(The Apprenticeship Ordinance No. 12 of 1938) 

・1951 年第 57 号商船法 

・1980 年公務員法 

・1990 年第 24 号公務修正法 

2004 年労働法は、ナミビアのすべての雇用者に適用される。同法は、労働環境において、

雇用者と雇用主との間で生じる可能性のある紛争を管理する規定を含んでいる。それは、労

働組合活動を管理運営する指導原則を規定しており、また、雇用契約の範囲及び雇用の終了

と従業員の解雇において取られるべき手順の概要を示す、詳細な枠組みを説明している。紛

争は、労働コミッショナー、または、いずれかの労働事務所に報告することが可能である。 

 

6.12 環境法規 

ナミビアには、240 の廃止鉱山があり、その再生の責任は、国にある。政府は、政策の策定

を準備しており、採掘事業により生じる環境の悪化を軽減するための仕組みを採用するよう

鉱山会社に義務づけることになる諸制度を可能にしようとしている。 

ナミビアは、鉱山エネルギー省と環境観光省との間での不十分な調整が原因で、効率的な

環境管理戦略の採用することが、今後の課題となっている。一般大衆には環境意識について

情報が行き渡っておらず、政府は効率的な環境法規を制定する能力に欠けているため、環境

教育プログラムを策定してこなかった。ナミビアには、政府省庁全体を通じた、環境能力の

細分化と相俟って、いかなる環境予算もない。現在、非公式の環境法規があり、政府は法的

に拘束力のある公式の環境法規の作成に重点を置いている。政府は、MME によって管理運営さ

れている環境信託基金または、公社債と共に環境の再生、管理、制御を促進するためのガイ

ドラインを策定している。 

政府は、現在、廃棄物の処分及びそのプロセスを管理運営するための能力を制御するため

の適切な仕組みを作り出そうとしている。これは、受け入れ可能な環境基準を通じた環境の

効果的な保護を達成することが目的である。ナミビアは、様々に異なるタイプの採掘活動か

ら発生する環境への影響を規制するため、複数の仕組みを採用してきた。海洋採掘部門のた

めの環境規制は、漁業海洋資源省、MME 及び環境・観光業省(MET)によって調整されている。

海洋採掘は、公式の環境管理プログラム・レポート(EMPR:Environmental Management 
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Programme Report)を欠いている。政府は、現在、公式の EMPR を創りだすための戦略を考案

するために、利害関係者たちとの協議を行っている。 

付加価値産業に関連する環境影響評価 (EIA:Environmental Impact Assessment)と、環境

管理プログラムの提出と承認にはいかなる法的要件もない。鉱山会社は、鉱業ライセンスを

申請する際に、EMP を用意することが要求される。企業は、可能な場合、環境汚染を軽減する

ことが求められる。 

 ナミビア政府は SADC 諸国と協力して、Basil 協定や環境保護に関する協定に参加する国に

ある特定の場合において、付加価値プロジェクトの制限を促進するための戦略を創出しよう

としている。例えば、ある原材料は、発展途上国では投入原料として分類され、輸入される

し、先進国では廃棄物として指定される。 
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7.課税制度 
 

ナミビアの課税制度は、南アフリカを参考にしている。所得税は、労働に対してのみ課税

される。課税システムは、所得源に基づいた所得税及び南アフリカ諸国の大部分に共通し、

SACU の収入に大きく依存する、課税の包括的な枠組みを特徴としている。ナミビアは、とり

わけ不安定な産品価格、とりわけダイヤモンド価格によって影響を受けやすい。 

課税対象は、ナミビアに所得源がある所得のみである。企業の財務年度末(課税年度末)は、2

月末である。ナミビアは、いくつかの国々と、二重課税協定を結んでおり、これらには、南

アフリカ、英国、ドイツ、スウェーデンが含まれる。各課税年度に、二回の暫定的な税の支

払いが行われる。年間収入が申告された後に、評価に基づいて、差額が支払われる。 

 

7.1 法人税 
標準法人税の標準税率は 35%である。金採掘、石油及びガス抽出の会社への課税は、独自の

計算方式に基づいている。すなわち、10 年間の期間を対象に 18%と設定されており、その後、

一般的な現行レートに移行することになる。輸出製造品には、所得の 80%が控除される。輸出

加工ゾーンでは法人税は適用されない。 

 

7.2 所得税 

7.2.1 所得税率 

 所得税率は表 9に示すとおりである。 

 

表 9: 課税所得 

課税所得 税率  

N$ N$ % N% 

1 20,000 --  0 

20,000 40,000 0 超えている額の+ 18% 20,000 

40,000 80,000 3,600 超えている額の+ 30% 40,000 

80,000 200,000 15,600 超えている額の+ 35% 80,000 

200,000 以上 57,600 超えている額の+ 36% 200,000 

出典 : 貿易産業省 

 

7.2.2 所得税控除 

 所得税法の諸条件で登録している製造業者は、以下の控除が認められている。 

・登録後 5年間を対象として、製造業の課税収入の 50%の控除。 

・6 年目から 14 年目までの製造業は、毎年 5%下がるパーセンテージ控除を有しており、こ

の控除は、このような製造業から派生する課税収入に限られる。 

・製造工程に直接雇われている雇用者を対象とした、給与、賃金及び従業員訓練費への、

25%の追加控除。この控除をもって評価損の理由とすることはできない。 

・承認された輸出業者によって、ナミビアから輸出される産品に関して発生するマーケテ

ィング及び関連費用の 25%から 75%までの範囲での追加控除。この控除をもって評価損の

理由とすることはできない。 

 

7.3 ロイヤルティ 

 ロイヤルティの基本税率は 10.5%である。 

なお、非居住者は、二重課税協定の諸条件において、税率が減額されない限り、源泉徴収税

に従う。 

 以下に示す鉱物には特別なロイヤルティが適用される。 

・石材  5%                    

・ダイヤモンド 10%                               

・ベースメタル 3%                              

・ウラン  3%    

・産業用鉱物  2% 
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・貴金属  3% 

・非核鉱物 (Non-nuclear minerals) 2% 

・半貴石 (Semi-Precious Stones) 2% 

 

7.4 輸出関税 

特定のマーケティング支出に関してはその 25%から 75%までの範囲内で控除の増額を、商品

販売に関して請求することができる。魚肉製品を除く製造品の輸出からの課税所得の 80%を控

除されることができる。評価損は、この控除が評価損の理由によることはできない。(元々輸

入されたものであるか、または、国内で製造された)製造品の輸出から派生する課税所得は、

魚肉製品を除いて、そのように派生した課税所得を示す額の 80%に等しい控除額を減額される

だろう。課税所得からの 25%の追加控除。 

 

7.5 輸入関税 

関税免除と値引きに関する一般的な払い戻しは、原材料、特定プロジェクトのために暫定

ベースで輸入される機器及び非 SACU 市場のために生産する、輸出志向の製造業者に必要な、

その他の供給品の輸入について設定されている。 

 

7.6 個人所得税 

週に 2 日以上雇用されている、65 歳以下の諸個人は、給与保障コミッショナー(SSC:Salary 

Security Commissioner)に対して、基本給与の 0.9%を納付するよう求められる。雇用主は、

従業員の納付に等しい額を寄与することを義務づけられている。一個人の 大納付額は、

27N$である。 

 

7.7 非居住者 

非居住者は、公表された配当金、10%の率で申告される配当金に課税される。鉱区使用料税

は、10%である。利子へのいかなる源泉徴収税もない。通常の税の支払い義務は、依然として

生じる可能性がある。 

 

7.8 付加価値税 (VAT) 

2000 年 11 月以来、付加価値税は 15%が一般的なレートで、他の SACU メンバー諸国からの

商品も含めて、輸入品及び国内産品に課されてきた。基本的な生活用品及び必需品には、い

かなる税もかからない。自動車、タバコ及び香水などの贅沢品には、より高い 30%の税率が課

せられる。輸入された製造機械類及び機器類には、いかなる税も適用されない。 

 

7.9 トラスト (企業合弁) 

トラストによる協力を否定する法規はない。諸企業は、会社法の諸規定を遵守し、尊重す

る限り、いかなるタイプの所有形態にもとることができる。 

 

7.10 キャピタルゲイン税 

いかなるキャピタルゲイン税も、正味資産にかかる資産税または贈与税はない。 

 

7.11 通貨レート 

1 US ドル = 7,2830 ナミビア・ドル 

1 ナミビア・ドル= 0,1373 US ドル 

1 円 = 0,06368 ナミビア・ドル 

1 ナミビア・ドル=15,7035 円 

（2007 年 9 月現在） 
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8.鉱業部門概要 
 

 ナミビアには、多様な鉱物鉱床がある。生産額ベースでナミビアは世界第一位のダイヤモ

ンド生産国である。様々な鉱物に恵まれており、その中には、ベースメタル及びレアメタル、

切り石、産業用鉱物、貴金属、貴石、半貴石及び核燃料鉱物が含まれる。 

 

8.1 ナミビアの地質 

8.1.1 地質 

ナミビアは、始生代(26 億年以上前)に発して新生代(6500 年前から現在)までの、豊かな地

質史に恵まれてきた。その地質は、大陸内リフティング、大陸断裂、拡張、沈み込み及び大

陸衝突が組合わさっている。ナミビアの地質は、ほとんど全ての主要な層序の構成単位にお

いて、多様な鉱物及び鉱化を胚胎している。これらの構成単位は、宝石になる品質を有する

ダイヤモンド、ウラン、ベースメタル(すなわち銅、鉛及び亜鉛)、金、ジェムストーン(すな

わち電気石と緑柱石)及び産業用鉱物の、世界レベルの漂砂鉱床を含んでいる。 

 

8.1.2 地質調査機関 

 MME 地質調査所は、すべての地質学に関連する諸問題を管理運営している。それは、異なる

地質学的エリアを専門とする、二つの補助的な下位部門を有している。それらは、経済地質

課 (EGD:Economic Geology Division)及び国立地球科学・エネルギー情報センター(NESEIC: 

National Earth Science and Energy Information Centre)である。 

 

①国立地球科学・エネルギー情報センター 

これは、保存用探鉱データの包括的な記録を提供し、既知の鉱物発生のレポートを提示す

る機関である。これらのレポートは、探鉱への関心を新たに奨励するため、全ての地域で鉱

化の概要を提供している。 

 

②経済地質課 

これは、すべてのスキャンされた歴史的データの記録を維持し、鉱物の発生に関係する情

報を提供している。この部門は、また、国内における鉱業投資を促進する上でも、主要な役

割を果たしている。経済地質課によって提供されるデータの一例は以下のとおりである。 
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図6 : ナミビアにおける地質図作成の進ちょく状況 

 
出典 : MME 地質調査所 
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図7 : ナミビア地質図 

 
 
出典 : MME 地質調査所 
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8.2 鉱物資源  

ダイヤモンド 

ナミビアの漂砂鉱床ダイヤモンドは、世界的に有名である。 

それは、Orange 川流域及びナミビアの海岸線の沿岸部及び沖合に胚胎している。  

ダイヤモンドは、一般的に、海岸段丘の隆起部及び水中、岩盤内のガリ及びナミビア南部の、

干上がった回廊部における沖積鉱床内に、砂鉱床として発見されている。 

沖合ダイヤモンドの採掘技術の開発は、ダイヤモンド生産量増大に著しく貢献してきた。 

 

ウラン 

ナミビアは、世界の主要なウラン生産国の一つである。ウラン探鉱は、世界的なウラン消

費量の増大及びその価格が、2003 年の US$10/lb から、2005 年には、US$25/lb へと高騰して

いることにより、ますます盛んになると見込まれている。 

Rossing Uranium Ltd.の鉱山は、現在、世界のウラン生産量の 7%、及びナミビアの総輸出

量の 10%を占めている。 

Paladin Resources Ltd.は、 近、Langer Heinrich ウラン鉱床を開発を始めるための採

掘ライセンスを認可された。 

 

銅・鉛 

ナミビアは、アフリカ諸国において、亜鉛、銅、鉛の生産量で、上位 5か国に入る。  

銅・鉛採掘活動は、国内の西部、主として、Otavi Moutainland の炭酸塩プラットフォーム上

で行われている。Ongopolo は、ナミビアで唯一の銅生産業者であり、その活動は、国の西端

部  Windhoek の西、30km の所で行われている。Otjihase 銅鉱山は、1.8%Cu の品位で、1,030

万 t を有し、この鉱山も、Windhoek の東、30km の所に位置している。 

銅の精鉱は、粗銅生産のために、鉄道で、Otjihase から Tsumeb 製錬所まで運ばれる。  

Ongopolo によって操業されている、その他の銅採掘事業には、Tsumeb West 鉱山、Asis Far 

West 鉱山、Khusib Springs 鉱山及び Tschudi 鉱床がある。これらも、また、Otavi 

Moutainland に位置している。 

 

亜鉛・鉛 

亜鉛鉱床は、ナミビア南部の Gariep 帯にある、  

Gariep は、古い構造リフト系で、いくつかの火山珪砕屑性及び炭酸塩岩石によって 隙間が

埋められてきた。 

鉱石の累層は、火山活動の期間と関連している。 

現在、Skorpion と Rosh Pinah という、二つの亜鉛採掘事業がある。 

 

金 

金の採掘と加工処理事業は、ナミビア中西部、Karibib の町から数キロメートルのところに

ある Nvachab 鉱山で行われている。 

金鉱床は、Tsumeb の Otjihase と Matchless からの銅精鉱の製錬の副産物として、発見されて

きた。 

金の鉱化は、交代スカルン、構造石英鉱脈(Navachab)及びタービダイトを母岩とする 

(Ondundu)金鉱脈に関連している。 

鉱山会社は、しばしば、鉄酸化物・銅・金鉱床、含金ペグマタイト、電気石を母岩とする

角れき及び浅熱水剪断帯に関連した金の鉱化を報告している。 

新たな金鉱山の存在の可能性が、Navacha の 300km 北で報告されてきた。 

 



 

 - 27 -

図8 :ナミビアの銅、鉛及び亜鉛鉱床 

 
出典 : MME 地質調査所 
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表 10 : 2005 年、2006 年の鉱業生産実績 

産品 単位 生産量(%)2005 年 生産量(%)2006 年

銅鉱石 トン 10 157 6 262

銅地金 トン 21 699 21 918

ダイヤモンド カラット 1 902 484 2 356 285

ホタル石 トン 114 886 132 249

金鉱石 キログラム (金属含有量) 2 649 2 691

鉛鉱石 トン (金属含有量) 14 320 11 830

マンガン鉱石 トン 7 320 18 918

塩 トン 573 248 584 334

銀鉱石 キログラム(金属含有量) 34 102 31 307

亜鉛鉱石 トン (金属含有量) 246 000 -

亜鉛地金 トン 132 818 129 897

ウラン鉱石 トン (金属含有量) 3 080 3 617

珪灰石 トン 253 55

出典: British Geological Survey: Natural Environment Research Council. 

 

8.3 現在の鉱山操業と動向 

8.3.1. 亜鉛 

Anglo Base Namibia 

Anglo Base Namibia は、Skorpion 露天掘り鉱山を所有している。ここは、99.95%の純度の

亜鉛を生産するために、新しい 先端の亜鉛溶媒抽出・電解採取(SX-EW)の加工処理工程を使

って、亜鉛酸化物鉱床を採掘している。生産は、2001 年に始まり、精錬所における生産は

2004 年に続いて始まった。鉱山寿命は、2016 年に終了すると見込まれている。 

2005 年の採掘生産量は、13 万 2,813t に達し、同鉱山は、629 人の常勤従業員を雇い、13

億 1,700 万 N$の売り上げがあり、支払われた賃金は 1 億 400 万 N$に達した。 

2005 年の設備投資は、2 億 700 万 N$で、試掘と探鉱に、7 億 5,700 万 US$を出費し、2005

会計年度末に、5,200 万 N$の利益を計上した。 

Skorpion 鉱山及びそれに連携した Namzinc 精錬所 における生産量は、2005 年 5 月に、設

計定格レベルに達した。精錬所の電解採取セクションへの、二度の不純物によるエクスカー

ションを原因とする生産中断で、同社に、SHG 亜鉛、2万 t分のコストがかかった。 

同鉱山は、運搬距離を減らすために、西側に、新たに暫定的なアクセス傾斜路を 50m 伸ば

した。北側の境界部が、低品位及び中品位の鉱石を追加で露出させるため、さらに、掘り進

められ、これにより、現在の 720m×850m という表層部の面積になった。 

Skorpion は、休業災害なしに、341 日の稼動日を達成した。2005 年の 9 月と 10 月に、二度

の負傷事故が報告された。Anglo Base Namibia の子会社である Ambase Exploration は、ナミ

ビアで、Anglo の探鉱プログラムを行っている。同社は、現在、ナミビアの Kunene、Karas、

Kavango、Oshikoto 及び Otjozondjupa 地方に 9つの EPL’s を有している。 

Skorpion 鉱山は、労使紛争の発生を 小限に抑えることにより、良好に管理された労働力

を有している。Skorpion 鉱山は、その差別撤廃措置の諸要件のすべてを完遂してきた訳では

なく、同社は、現在、差別撤廃措置に関係する、雇用平等コミッショナーの諸要件に答える

ための諸措置を取り始めたところである。 

 

Rosh Pinah Zinc Corporation 

 南アフリカの Kumba Resources (現在の Exxaro) は、Rosh Pinah Zinc Corporation の

89.5%を保有している。 

Rosh Pinah の採掘ライセンスは、ナミビア政府に返却された。それは、1995 年末に、PE 

Minerals に付与された。現在、Iscor によって操業されており、鉱区使用料は、PE Minerals

に支払われている。2003 年に、 PE Minerals は、鉱区使用料の支払いを使って、この会社の

株式の 6.1%を取得した。 

生産は、1968 年に始まった。鉱山産出量の 大値は、2005 年に記録され、12 万 6,123t の

亜鉛精鉱及び 2万 4,690t の鉛精鉱が生産された。 
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2005 年の時点で、残り 4 年にまで減っていた鉱山寿命を引き延ばすために、2005 年に探鉱

作業が増えた。探鉱ボーリング・プログラムは、2005 年末までに、3 万 8,300m に達し、

1,100m のトンネルが掘られた。資源量は、587 万 t から 689 万 t に増えた。 

鉱山の寿命を拡張するための努力の一環として、地域的な探鉱戦略が、亜鉛と銅の双方に

対して構築されてきた。同鉱山は、2005 年に 523 人の常勤従業員を雇用し、4 億 1,500 万

N$の売り上げを記録した。同鉱山は、賃金と給与に 8,200 万 N$を支払い、2005 年を通じて、

試掘と探鉱に 2,200 万 N$ を支出し、4,000 万 N$の利益を上げた。 

2005 年に、同鉱山は、4 回の休業災害を記録し、職業上の健康と安全に関するアドバイ

ス・サービスを得た。鉱山内の道路への水撒きは、大気汚染を減らすために用いられる戦略

である。 

2006 年には、ストライキにより、2 週間、生産が中断した。その後、労働者の利益を尊重

する努力の一環として、ハイパフォーマンス・カルチャー(HPC)とボイス・オブ・ザ・ピープ

ルの両プログラムが採用された。 

Rosh Pinah は、Rosh Pinah の町における社会経済的な諸条件の発展に向けて大きく寄与し

ており、それには、学校の制服、追加の教室及び警察署と監獄の施設改善への寄付が含まれ

る。 

 

8.3.2 銅 

Copper Resources Corp.(CRC) 

Copper Resources(CRC)は、Haib 銅鉱床に関する調査を行っている。Haib 銅鉱床は、巨大

な斑岩硫化物資源で、平均 0.23%Cu の品位で、およそ 130 万 t ある。硫化物は、モリブデン、

金、銀及びその他の多様な産品を、少量、供給している。 

同鉱山では、膨大な量の地質、土木工学及び冶金的な作業が完了してきた。複数の鉱山会社

により、長年にわたって、4万 5,000m 以上のボーリングが行われてきた。 

CRC と、そのパートナーは、入手可能なデータの包括的な評価を完了し、本プロジェクトのた

めの経済的に持続可能な抽出プロセスを選定するために、土木工学コンサルタントを指名す

る 終段階にある。  

 

Avdale Namibia (Pty) Ltd. 

これは、African Rainbow Minerals(ARM)によって保有されている。同鉱山は、4 つの排他

的探鉱ライセンスを保持しており、北部の Tsumeb と南部の Otjiwarongo 及び西部の Outjo か

ら、東部の Grootfontein まで、30 万 8,000ha の範囲をカバーしている。 

このエリアは、カルクリートの薄い層(5-20m)によって覆われている。  

 

8.3.3 金 
Navachab Mine Karibib 

Navachab は、Anglo Gold Ashanti によって保有されている露天掘り鉱山である。その金生

産量は、南アフリカの Rand Gold 精錬所向けのものである。 

Navachab は、1989 年に生産を始め、同鉱山は 2013 年まで操業するだろうと見込まれている。

同鉱山は、2005 年に、2,519kg(8 万 1,000oz)の生産量があった。2005 年の初頭、金の価格は

低迷していたが年末に向かい上昇した。 

Navachab は、その予算所得を 50%上回った。2004 年に、オーナー・マイニングに移行する

のに必要だった 1 億 3,800 万 N$の投資から派生する資本支出控除の結果、2005 年に、同社は、

いかなる税金も支払わなかった 

同社は、270 人の常勤社員と、8 人の契約社員を雇用した。2005 年には、2 億 3,050 万 N$の

売上高があり、支出は、4,010 万 N$、設備投資が 4,490 万 N$だった。 

採掘事業は、現場の東端で集中的に行われている。なぜなら、主要な立坑が、190m の 大

深度に到達したからである。今後、数年にわたって生産が維持されるようにするため、高め

の品位の鉱石が、主要な立坑から採れる、低めの品位の鉱石とブレンドされるだろう。2005

年には、3回の休業災害があり、2006 年には、4回の休業災害が記録された。 

同社は、AngloGold Ashanti によって保有されている、既存の採掘ライセンス・エリア及び

5 つの排他的探鉱ライセンスエリア内で、探鉱に従事してきた。これらには、RC ボーリング、
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地質図作成、若干のダイヤモンド・ボーリング及び高解像度の磁気探査が含まれている。さ

らに 3万メートルのボーリングをするための資金が準備されてきた。 

2006 年 6 月に行われた 2 日間の作業停止を別にすれば、Navachab は、安定した労使関係を

維持し、MUN との、2年間の協定に調印した。 

同社は、現在、南アフリカで、鉱業に関連する専門分野に携わっている 6 人の学生に奨学

金を支給している。Navachab は、その労働力の訓練と能力開発に、熱心に関わっている。同

社は、その従業員が、金採掘ビジネスの理解を深めるために、ビジネス認知プログラムを開

始した。また、地域社会の会合に参加することにより、地域社会開発プログラムにも関わっ

ている。 

採掘活動による環境への影響を軽減することを目指して、いくつかの仕組みが採用されて

きた。AngloGold Ashanti は、国際シアン管理コードの作成に参加した、 初の当事者であり、

また、 初の調印者の一社である。 

 

8.3.4 ホタル石 

Okorusu Fluorspar 

Okorusu Fluor 鉱山は、Solvay Fluor によって所有されており、Otjiwarongo に近い

Okorusu 鉱山に位置している。1997 年に Solvay によって同鉱山が操業されるようになってか

ら、生産が改善した。同鉱山は、酸性ホタル石の生産業者として、世界の上位 4 社に入り、

ナミビアで 大の大量輸出業者である。 

同鉱山の成功は、 先端の冶金加工処理技術の採用及び効率的な鉱石混合技術の使用から

生まれている。生産は、1988 年に始まり、同鉱山の寿命は、2014 年に終わると見込まれてい

る。同鉱山は、11 万 4,886t(9% 湿潤、97.5% 純 Caf2 フィルターケーキ精鉱)を生産した。 

同鉱山は、ナミビアに三つの EPL’を保有している。ホタル石の生産の採算性は、ナミビア

通貨高により妨げられている。2005 年に、同鉱山は、9,480 万 N$の売上高があり、賃金と給

与に、1,780 万 N$を支出した。 

同鉱山は、2005 年に、いかなる紛争も産業上の軋轢もなく、安定した労使関係を保った。 

同鉱山は、二人の第三期奨学生に奨学金を付与する意向である。健康への意識を高める取

り組みに関わっており、1999 年に鉱業会議所と共に、職業上の健康及び教育による意識向上

プログラム(OHEAP: Occupational Health and Education Awareness Programme)を創設した。 

Okorusu は、現地の地方自治体との協力を通じて、Otjiwarongo 及び Otjozondjupa 地域にお

いて、地域社会をベースにした、様々なプロジェクトを後援している。同鉱山は、地域社会

によって管理運営されるコミュニティ・トラスト・ファンドの設立に向けて、現在、準備を

進めている。 

 

8.3.5 その他の鉱物資源 

Salt and Chemicals 

Salt and Chemicals は、南アフリカ及び西アフリカの市場向けに、太陽蒸発システムの使

用を通じて、粗塩及び精製塩を生産している。同社は、Walvis Bay Salt Holdings(100%)に

よって保有されている。その採掘事業は、Walvis Bay salt pan ML37 にある。 

その生産は、1964 年に始まり、2005 年の生産量は、57 万 7,000t に達した。2005 年には、

110 人の常勤従業員を雇い、売上高は 2,000 万 N$だった一方、賃金と給与は、600 万 N$に達

し、2005 年の設備投資は、100 万 N$だった。 

Salt and chemicals は、2005 年に、いかなる休業災害もなく、良好な労使関係を保った。 

同社は、様々な専門分野で技能の構築をするために、地域の学校の発展を支援する役割を果

たし、障害を持った児童のためのサンシャイン・センターへの、子供たちの毎日の送り迎え

の交通手段を提供することで、同センターに資金を拠出する。 
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8.4 投資のビジネスチャンス 
 現在、本業界は、金属、ベースメタル、貴石及び様々な産業用鉱物の価格が高騰している。

産業用鉱物グループの価値は増大すると見込まれている。しかしながら、未開発地への、ご

く僅かな投資ビジネスチャンスがある。図 5(現在の鉱業ライセンスの取得状況)は、鉱業ライ

センスが提供されてきたエリアを示しており、ナミビアの鉱物資源の開発の程度を表してい

る。既存の鉱山会社、または、鉱業ライセンスを取得しながら、採掘事業を始めてこなかっ

た会社とのジョイントベンチャーへの見通しはある。採掘事業とライセンスの保有に関する

情報は、Windhoek の鉱物エネルギー省事務所を拠点としている鉱業コミッショナーから入手

可能である。 

 

8.5 投資家たちに影響を与えるその他の諸問題 

8.5.1 鉱山省のエネルギー戦略プラン 2007/08-2011/12 

鉱物エネルギー省は、公式に承認された、ナミビア戦略計画モデル(SPM :Strategic 

Planning Model)の公的サービスに基づいて、2007/8-2011/12 の期間を対象とした、戦略 5 年

計画を制定した。戦略計画の策定は、2006 年度中に、高度に協議的なプロセスを通じて、進

められた。この間、上級管理職は、当該産業の利害関係者の支援を得て、包括的な状況分析

を完了し、その結果、同省に関連する、戦略的な諸目的、業績指標、ターゲット、戦略的イ

ニシアティブ及び財務計画を定義するための戦略計画ワークショップへと結実した。戦略計

画の目的は、以下のとおりである。 

・サービスの供給で、平等な機会と取り扱いを提供すること。 

・手続き、業績基準及び目標に関する情報を公表すること。 

・決定と行動を正当化することに責任と義務を有すること。 

・われわれのビジネスに影響を与える諸問題に答えるにあたって、創造的であること。 

・投資家たちに対処する際に正直で誠実であること。 

・金銭と顧客に重点を置いたサービスに価値を与えること。 

 これらの目的は、戦略計画グループ活動を通じて立てられ、それに続いて、共通のビジョ

ン、使命及び行動枠組みに向けて、すべての方針を一致させるために、新たに、高いレベル

の声明が採択された。また、戦略フォーカス・エリア(SFA’s:Strategic Focus Areas)として、

重要な重点分野が以下のとおり特定された。それらは以下のとおりである。 

・生命と環境の保護 

・社会経済状況の改善 

・財務成績の適正化 

・鉱業部門の促進、開発及び監視 

・質の高い地球科学情報を創造、調査、促進、普及させること 

・エネルギー部門の促進、開発及び監視 

・有益な投資環境の創出 

・鉱物エネルギー省の能力強化 

計画の成功のためには、MME 内が十分な能力を有する必要がある。そのためには、SFA’s

の諸目的を実行するための熟練労働力が必要であり、更に、同省を効果的に機能させるため

の、十分に周知された政策と手続きも必要である。MME は、投資家たち及び鉱物・エネルギー

部門に影響を与え、また影響を与えられる、すべての当事者に知らせるための、新しい地質

情報を創りだすだろう。戦略計画が期待される成果は、販売、輸出の増加であり鉱業部門の

収入徴収の増加によって支えられる。 

 

8.5.2 差別撤廃措置 

差別撤廃措置は、ナミビア経済の全部門に関係する。ナミビア政府は、差別撤廃措置に関

して政府の目的を施行する、差別撤廃措置諮問機関を設立した。この機関は、既存の不平等

を除去し、差別是正を目的とした政策から生まれた矛盾を是正するため、民間部門と協力し

て、社会の進歩にナミビア国民を参加させることに、重要な役割を果たしている。差別撤廃

諮問サービス (AAAS: Affirmative Action Advisory Services) は、以下の役目を果たして

いる。 

・差別撤廃措置と多様性に関するプレゼンテーション 
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・1998 年第 29 号差別撤廃措置のプレゼンテーション 

・情報と資源のクリアリングハウス 

・一般的な問い合わせへの回答 

・集中的なサポート・プログラム 

・一括トレーニング・プログラム 

・差別撤廃措置監査 

・調査ツアー 

・(関連した)調査プロジェクト 

・差別撤廃措置相談室 

・監視機構の設立(新規開発) 

差別撤廃措置は、ナミビアの民間部門と公的部門を構造転換させ、ナミビアの人種的な人

口動態を反映させることを目的としている。上級管理職、役員会及び監督者のような、幹部

職員等の変革に重点が置かれている。また、全国規模での変革を経験しつつある、他の諸国

でも利用可能なモデルを形成するために、ナミビアで実施されつつある差別撤廃措置の方式

を記録することも目指している。人的開発と、技術的に 先端の技能の習得も推進している。 

ナミビアは、BEE を促進する法規の導入に向けて作業を進めている。それは、経済全体と鉱業

部門に適用されるだろう。鉱業部門は BEE を促進するために、いくつかのイニシアティブを

採用してきた。そのうちで も特筆すべきは、ナミビア鉱業会議所(Chamber of Mines of 

Namibia)による、BEE 戦略で、これは、以下の 7 本柱に基づいて、鉱山会社をランクづけして

いる。 

・所有権 

・従業員の識字率 

・計算能力 

・教育とトレーニング 

・雇用慣行 

・地域社会の開発 

・調達と選鉱 

鉱山会社は、全エリアで同時に進歩することを義務づけられるのではない。一セットの全

体的な評価付けを認可されるためには、黒人経済力向上イニシアティブいずれかを選ばなけ

ればならない。この方法により、鉱山会社は、その業績の助けとなる、または、その業績を

悪化させる分野に注意を向けることが可能になる。政府は、また、2006/07-2008/09 中期支出

枠組み文書において、所有権目標値を確立(公表)し、これは、2009 年までに、鉱業部門にお

ける、22%または 35%のナミビア人所有権の目標値を設定している。 

 

8.5.3 性差別 
ナミビア政府は、女性の鉱業部門への参加を推進している。労働法は、全ての部門におけ

る女性の社会進出を規定している。鉱業部門への女性の関与を促進する政策が施行されてき

ている。女性のアクセスは、鉱業活動の過酷な性格により妨げられている。 

 

8.6 鉱業会議所の BEE 戦略 

 鉱業会議所の黒人経済力向上戦略は、ナミビアの鉱業を対象とした、提案されている黒人

経済力向上評価及び評価スキームをまとめている。同戦略は、6 つの黒人経済力向上の諸問題

を対象としている。これらの諸問題は以下のとおりである。 

・所有権 

・従業員の識字率／計算能力の基準  

・教育とトレーニング 

・雇用慣行 

・地域社会の開発 

・調達 
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1) 所有権 

企業は、年次ベースで現行の所有権の詳細及び提案されている期限付きの黒人経済力向上

イニシアティブを提出する義務がある。このイニシアティブには、平等な参加、ジョイント

ベンチャー、割当増資/発行及び従業員トラストが含まれる。 

 

2) 従業員識字率／計算能力基準 

企業は、雇用基準の基本レベル統計及び参加者数及び成功率を含めた、年ベースで実施さ

れるプログラムのタイプの概要を提出することが義務づけられている。 

 

3) 教育とトレーニング 

企業は、一次、二次及び三次教育、技術及び技能開発コース、補助サポート及び支援活動

と現在の統計及び寄付金/プログラムを含む、基本的なインプット統計を含んだ情報を同意す

ることが義務づけられる。開発・拡張プログラムのための諸計画の提出が、年間進捗状況報

告の提出と共に期待され、後者には、参加者数、コスト、専門分野、追加の非特定的な (ア

ドホック) サポートと援助が含まれる。 

 

4) 雇用慣行 

企業は、HIV/AIDS 予防と処置に向けた企業方針を含めてその従業員の状態を報告すること

を義務づけられ、企業は、社会経済開発イニシアティブを提供するよう義務づけられる。社

会経済開発関連の企業目標の進捗状況と年次報告を提出しなければならない。 

 

5) 地域社会開発 

企業は、その地域社会開発計画を提出することを義務づけられる。報告には、当該企業が

利害関係者と協力を計画している方式が含まれなければならない。企業の地域社会開発目標

に関連する年次進捗報告を提出しなければならない。 

 

6) 調達 

企業は、差別措置撤廃法に明記されている指定グループごとの所有権のカテゴリー及び購

入される商品/サービスの額を記載した、現在の供給業者/サービス供給者を一覧にした報告

を提出することしなければならない。 

 

所有 : ナミビアの指定グループが 50%以上 

権限委譲 : ナミビアの指定グループが 25%以上 50%以下 

影響下 : ナミビアの指定グループが 5%以上 25%以下 

 

企業は、その個々の調達評価委員会の構成、またはグループ委員会の構成を明記した報告

を提出することを求められる。 

企業は、所有権、購入される商品及びサービスの額といった観点から、サービス供給業者

及び供給業者の、報告を年間ベースでの変更を含めて提出しなければならない。 
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9.関係連絡先（2007 年 9 月現在） 
 

Acting Director : R.Tiongco 

Mining Commissioner: Mr E Shivolo 

Private Bag 13297 

Windhoek  

Tel : +264 61 284 8111 

Fax: +264 61 284 8366 

Email : eshivolo@mme.gov.na 

 

Minerals Development Fund 

Technical Adviser: 

Dr E Shanyengana 

Private Bag 13297 

Windhoek 

Tel: + 264-61-284 8245 

Fax: + 264-61-284 8362 

Email :mdf@mmf.gov.na 

 

Geological Survey of  Namibia 

Director: Dr GIC Schneider 

Private Bag 13297 

Windhoek 

Tel: + 264 61 284 8111 

Fax:+ 264 61 249 144 

Website :www.gsn.gov.na 

 

Chamber of  Mines 

General Manager : Mr Veston Malango 

P O Box 2895 

Windhoek 

Tel: +264 61 237 925 

Fax:+264 61 222 638 

Website :www.chamberof mines.org.na 

 

Ministry of Trade and Industry 

Namibian Standards Information and Quantity Office 

Goethe Street Private  13340 

Windhoek 

Tel: + 264 61 283 7111 

Fax: + 264 61 220 227 

Website :www.mti.gov.na 

 

Ministry of Finance 

Minister : Hon. Saara Kuungelwa Amadhila 

Private  Bag 13295 

Fiscus Building 

John Meinert Street 

Windhoek 

Tel : + 264-61-209-9111 

Fax : + 264-61-230-179 

Website: www.mof.gov.na 
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Namibia Investment Centre 

Private Bag 13340 

Windhoek 

Tel: +264 61 283 7335 

Fax: +264 61 220 278 

Email : nic@mti.gov.na 

 or :artivor@mti.gov.na 

 

Industrial Development 

Mr. Steve Motinga 

Director 

Tel: +264 61 283 7328   Fax: +264 61 259 676 

Email: motinga@mti.gov.na 

 

International Trade 

Ms. A. Mwanyangapo 

Acting Director 

Tel: +264 61 283 7331   Fax: +264 61 253 865 

Email: mwanyangapo@mti.gov.na 

 

Internal Trade 

Mr. E. Kamboua 

Director 

Tel: +264 61 283 7333   Fax: +264 61 222 576 

Email: kamboua@mti.gov.na 

Website: www.grnnet.gov.na  

 



 

 - 36 -

10.参考文献 
 

African Development Bank and OECD; 2007; African Economic Outlook 2006/’07. 

 

Chamber of Mines of Namibia, Annual Review 2005-2006. 

 

Fin Week Survey, Namibia Land of Opportunity, September 2006. 

 

Mining Journal Special Publication, London November 2005. 

 

Ministry of Mines and Energy, Geological Survey 2004. 

 

Republic of Namibia Mineral Policy of Namibia, Ministry of Mines and Energy. 

 

Southern Africa Development Community (SADC); 2007; The Official SADC Trade, 

Industry and Investment Review 2006. 

 

Tonchi.L and Shifotoka, A : Parties and Political Development In Namibia, IESA 

Research Report No. 26, 2005. 

 

United Nations Conference on Trade and Development; 2006; Statistical Profiles of 

the Least Developed Countries 2005. 

 

（参考インターネットアドレス） 

 

Ministry of Trade and Industry 

http://www.mti.gov.na 

 

Namibia Investment Policy 

http://www:globeafrica.com 

 

Southern Africa Regional Poverty Network 

http://www.sarpn.org.za 

 

African Environment Law and Policy 

http://www.eli.org 

 

EIU Country Analysis: Country Report Namibia 

http://www.eiu.com 

 

International Labour Organisation 

http://www.ilo.org 

 

Trade map Online Trade Database 

http://www.trademap.org 

 

 



ナミビアの投資環境調査　2007年

平成20年 3 月　発行

発行：

金属資源開発本部　企画調査部

　〒212-8554　神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番

　電話：044-520-8590　FAX：044-520-8750　E-mail:mric@jogmec.go.jp

　http://www.jogmec.go.jp/mric_web/

 

平成19年度戦略的鉱物資源確保事業報告書　第 6号





この印刷物は環境保護のため、古紙配合率70％再生紙を使用し、印刷インキに「大豆油インキ」を使い、印刷しております。

ISO14001　認証取得

平
成
1
年
度
戦
略
的
鉱
物
資
源
確
保
事
業
報
告
書

第

号

ナ
ミ
ビ
ア
投
資
環
境
調
査

 
 
 

年

平
成
2
年

月

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス

金
属
鉱
物
資
源
機
構


	表紙
	大扉
	はじめに
	目次
	1.ナミビアの概要
	2.経済の概要
	2.1 経済成長
	2.2 部門ごとのGDP 貢献

	3.貿 易
	3.1 貿易収支
	3.2 貿易協定
	3.3 主要貿易産品

	4.最近の経済発展
	4.1 マクロ経済政策
	4.2 金融政策

	5.ナミビアの投資環境
	6.鉱業に関する法規
	6.1 鉱業に関する法規
	6.2. 鉱物及び鉱業部門の政策
	6.3. 1992 年第33 号鉱物探鉱及び採掘法(THE MINERALS PROSPECTING AND MINING ACT no.33 of 1992.)
	6.4 健康と安全に関する法規
	6.5 1990 年石油製品及びエネルギー法（PETROLEUM PRODUCT AND ENERGY ACT, 1990）
	6.6 外国投資法（Foreign Investment Act, No.24 of 1993.）
	6.7 契約法
	6.8 資本参加／ジョイントベンチャー法規
	6.9 輸出入法規
	6.10 民営化
	6.11 労働関連法
	6.12 環境法規

	7.課税制度
	7.1 法人税
	7.2 所得税
	7.3 ロイヤルティ
	7.4 輸出関税
	7.5 輸入関税
	7.6 個人所得税
	7.7 非居住者
	7.8 付加価値税 (VAT)
	7.9 トラスト (企業合弁)
	7.10 キャピタルゲイン税
	7.11 通貨レート

	8.鉱業部門概要
	8.1 ナミビアの地質
	8.2 鉱物資源
	8.3 現在の鉱山操業と動向
	8.4 投資のビジネスチャンス
	8.5 投資家たちに影響を与えるその他の諸問題
	8.6 鉱業会議所のBEE 戦略

	9.関係連絡先（2007 年9 月現在）
	10.参考文献
	奥付
	裏表紙


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [899.008 1332.000]
>> setpagedevice


