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概  要 

 

コンゴ民主共和国(以下“DRC”とする）は、サハラ以南アフリカ中西部の中央に位置する赤

道直下の国であり、アンゴラ、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、スーダン、ウガンダ、ル

ワンダ、ブルンジ、タンザニア（Lake Tanganyika（タンガニーカ湖））、ザンビアと国境を接

している。また領土は赤道で二分されており、三分の一が北半球、三分の二が南半球に位置し

ている。コンゴ河水系が全土に広がっている。 
 

DRCは、世界有数の鉱物埋蔵国として古くから知られていた。同国には銅、コバルト、カドミ

ウム、ダイヤモンド、金、銀、亜鉛、マンガン、錫、ウラン、ゲルマニウム、コランバイト‐

タンタライト（通称：コルタン）、ボーキサイト、鉄鉱石、石炭が大量に埋蔵されている。同

国には、推定で世界のコルタン埋蔵量の80％、コバルト埋蔵量の34％、銅埋蔵量の10％が存在

しており、また未探査の金鉱が相当量存在すると見られている。 
 

2006年、DRCは、40年以上に及ぶ歴史上で初となる自由かつ民主的な多政党選挙を実施した。

大統領1名と国民議会議員500名の選出が、2,500万人の登録有権者の手に委ねられた。単発的な

暴力・脅迫事件や技術面・物流面での課題はあったものの、概ね平穏かつ整然とした選挙が実

施された。 
 

2008年の実質GDP成長率は堅調であり、2007年の6.3％から増加して推定で11～12％に達した。

この成長率の伸びを牽引したのは、鉱業（27.80％）であり、通商貿易（22.02％）、建設

（21.03％）がこれに続く。需要面では、民間投資と輸出が成長を後押しした。2008年の推定成

長率は、2007年の成長率3.2％から8.7％に急増した。健全な成長を見せるGDPが国民一人当たり

所得にもたらした影響も大きい。 

 

DRCの鉱業は、2002年7月11日に制定された、No 007/2002法によって統轄されている。同法は、

DRCの新たな鉱業政策を示す鉱業法（Mining Code）に関連して制定されたものであり、鉱業事

業者とDRC双方の利益を保護し、保証するものである。現行の鉱業法の規定に基づき、同国では、

特に民間セクターを活用することより、同国が保有する鉱物資源開発の確実な進展を目指して

いる。また、同国政府は、民間セクターによる鉱業開発の促進と規制を中心となって行う。た

だし、同国政府は、国土に関する地質学的知識の拡充を唯一の目的として、もしくは鉱業権・

採石権の取得を要しない科学的調査を目的として、係る目的のために設立した専門機関を通じ

た土壌調査等を実施することができる。 
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用語一覧 

用語 内容 

ANAPI 国家投資促進局（National Agency for the Promotion of Investment） 

BMI ビジネス・モニター・インターナショナル社（Business Monitor 
International） 

CDF コンゴフラン（Congolese Franc） 

CEEC ダイヤモンド・貴金属評価センター（Diamond and Precious Metals 
Evaluation Centre） 

CPI 消費者物価指数（Consumer Price Index） 

Department in 
Charge of the 
Protection of the 
Mining environment 

鉱業環境保護担当局 

DGI 国税局（General Tax Administration）  

DGRAD 非財政収入局（Non-Fiscal Revenue Administration）  

Directorate of 
Mines 

鉱業総局 

EIA 環境影響評価（Environmental Impact Assessment） 

EIS 環境影響報告書（Environmental Impact Study）  

EMK-Mn Kisenge マンガン鉱区を管理する鉱業公社。 

EMMP プロジェクト環境管理計画（Environmental Management and Mitigating 
Plan of the Project）  

EMP 環境管理計画（Environmental Management Plan） 

FDI 外国直接投資（Foreign Direct Investment）  

GDP 国内総生産（Gross Domestic Product） 

GÉCAMINES Générale de Carrières et des Mines。DRC 大の国営鉱業公社。1967 年
設立。従業員数 24,500 名で DRC の公社としても 大。 

Coltan コルタン。コロンバイト-タンタライト（columbite-tantalite）の略称。
（Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6）。ニオブ（Nb）>タンタル（Ta）をコルンブ石
（columbite）、ニオブ（Nb）<タンタル（Ta）をタンタル石
（tantalite）とも呼ぶ。 

MIBA Compagnie Miniere de Bakwanga 社。ダイヤモンドを管轄する鉱業公社。 

Ministry of 
Scientific Research 

科学研究省 

MRP （環境負荷）軽減復旧計画（Mitigation and Rehabilitation Plan） 

OFIDA 関税・物品税局（Customs and Excise Administration） 

OKIMO Office of Mines of Kilomoto 社。金鉱業公社。 

SME 中小企業（Small and Medium Enterprises） 

SMI 中小製造業（Small and Medium Industries） 

SODIMICO Industrial and Mining Company of Congo 社。Katanga（Musoshi、
Kinsende、Kimpe）銅・コバルト鉱山を管理する鉱業公社。 

SOMINKI SOMINKI Kivu Mining Company 社（SOMINKI Kivu Mining Company） 
Kivu、Kalima、Kamituga、Punia といった錫・マンガン・コルタン・金・
モナズ石鉱区を管理する鉱業公社。 

The Geology 
Directorate 

地質総局 

The Mining Registry 鉱業登記所 

注：上記用語には英語表記に基づくものと、DRC がベルギーの植民地であったことに起因するフ

ランス語表記に基づくものが混在している。 
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１．国土・政治経済概要 

表１．DRC：概要一覧 

国名(英名) DRC(Democratic Republic of the Congo) 

面積(km2) 2,345,410 

海岸線延長(km) 37 

人口(百万人) 66（2009 年推計値） 

人口密度(人/km2) 28（2009 年推計値） 

GDP(10 億 US$) 21.4（2009 年推計値） 

一人当り GDP(US$) 330（2009 年推計値） 

通貨 コンゴ・フラン（略号：CDF） 1US$=約 884CDF 

公用語 
フランス語。その他、コンゴ語、ルバ語、リンガラ語、スワヒリ語が用いられて
いる。 

 

図１．DRC 全図（http://www.google.co.jp/imglanding?q=DRC%20Congo%20Map&imgurl） 
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1.1. 国土概要 

 アフリカ大陸中央部のコンゴ川流域に広がり、一部は太平洋に面する。国土面積はアフリカ

の中で３番目に大きい。熱帯性気候で年平均気温は 27℃、年間降雨量は 1,500～2,000mm。 

南にザンビア、アンゴラ、西にコンゴ共和国、北に中央アフリカ、スーダン、東にウガンダ

とタンザニアと国境を接する。ザンビア国境付近にカッパーベルトが胚胎しており、世界的な

銅・コバルト鉱床帯を形成している。 

 

1.2. 政治概要 

1960 年 6 月 30 日、暴動と騒乱を経て、ベルギー領コンゴの独立が承認され、DRC に名前を改

めた。1960 年の議会選挙により、Patrice Lumumba が首相に就任し、Joseph Kasavubu が大統領

に就任した。独立から一年も経たないうちに、以下のような国の安定を揺るがす複数の事件が

発生した。 

• 軍の反乱 

• Katanga 州政府による分離独立運動 

• 治安回復に向けた国連平和維持軍の招聘 

• Lumumba 首相の不審な死 

• Joseph Désiré Mobutu 大佐（後の Mobutu Sese Seko）による政権掌握と Kasavubu 大統

領への政権再移譲 

  

1965 年に Mobutu が同国の支配権を再び掌握し、5 年任期の大統領に就任することを自ら発表

するまで、同国政府は政情不安と反乱に悩まされた。Mobutu は直ちに全権力を一手に掌握し、

1970 年には選挙を戦わずに大統領に再選された。Mobutu は文化的意識の向上に向けた政治運動

を開始し、国名をザイール共和国に改めると共に、国民にアフリカ式の名前を名乗るよう求め

た。1977 年までは比較的平和で安定した時期が続いたが、1978 年には Katanga 州で反乱が発生

した。この反乱は次第にアンゴラにも波及し、Katanga 地方への国境侵犯が繰り返されるように

なった。結局ベルギー空挺部隊の支援により、この反乱は鎮圧されたのである。 
 
1997 年まで続いた Mobutu 大統領の任期中、幾度となく内乱が発生し、同国は苦しんだ。1997

年、Hutu 族の過激派民兵組織を一掃するためにルワンダが同国に侵攻し、反 Mobutu 勢力を支援

した。まもなく、反 Mobutu 勢力が首都 Kinshasa を支配し、Laurent Kabila を大統領に就任さ

せると共に、国名を再び DRC とした。しかし、Kabila 大統領と同盟勢力との間に亀裂が生じ、

ルワンダとウガンダによる支援のもとに、新たな反乱が発生した。一方で、アンゴラ、ナミビ

ア、ジンバブエが Kabila 大統領を支持したことから、同国は再び戦場と化した。2001 年、

Laurent Kabila 大統領が暗殺された。Kabila 大統領の後継者となった息子の Joseph は、父が

行った消極政策の多くを転換した。この結果、2002 年末までに、アンゴラ軍、ナミビア軍、ジ

ンバブエ軍は全て DRC から撤退することとなった。2002 年 7 月、プレトリア協定の締結に向け、

DRC とルワンダとの対話が南アフリカで行われている。その後、2002 年 10 月にはルワンダ軍が

DRC からの撤退を公式に発表した。しかし、実際には駐留を続け、未確認の報告によれば、ルワ

ンダ軍兵士と軍事顧問が DRC 東部に駐留していた模様である。ウガンダ軍は、2003 年 5 月に

DRC から公式に撤退した。Joseph Kabila 大統領は、暫定政府を設立して国内政治活動の自由化

を大々的に進め、世界銀行と国際通貨基金（IMF：International Monetary Fund）の協力のも

と、経済改革に着手した。しかしながら、治安業務と司法制度に関しては深刻な人権問題が依

然として続いている。同国東部では、現在もなお武力衝突と紛争状態が継続し、人災を引き起

こすと共に、推定で 380 万人以上の民間人の死者を生み出す一因となっている。 
 
2006 年、DRC は、40 年以上に及ぶ歴史上で初となる自由かつ民主的な多政党選挙を実施した。

大統領 1 名と国民議会議員 500 名の選出が、2,500 万人の登録有権者の手にゆだねられた、単発

的な暴力・脅迫事件や技術面・物流面での課題はあったものの、おおむね平穏かつ整然とした

選挙が実施された。東部の州を中心として、投票率は非常に高いものとなった。2008 年、同国

東部で新たに始まった戦闘で、同国軍は敗北を喫した。同年 4 月には、ルワンダの Hutu 族民兵

と政府軍が激しい戦闘を行い、数千名もの市民が強制的に避難させられた。1 月、反乱軍を指導
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する Laurent Nkunda 将軍が政府との和平協定に署名したが、8 月には戦闘が再開された。秋に

は反乱軍が政府軍基地と州都 Goma に侵攻し、民間人と軍の逃走を引き起こしたが、国連平和維

持軍が、残留する政府軍と協力し、現状の維持に向けた取組みを行っている。2009 年 1 月、同

国政府はこの状況をコントロールするためにルワンダ軍の出兵を要請し、DRC 東部で軍事活動を

展開するルワンダの Hutu 族反乱軍に対する共同作戦を開始しようとしている。 

 

1.3. 経済概要 

1.3.1. GDP 成長率 

2008年の実質GDP成長率は堅調で、2007年の6.3％から増加して推定で11～12％に達した。こ

の成長率の伸びを牽引したのは主に鉱業（27.80％）であり、通商貿易（22.02％）、建設

（21.03％）がこれに続く。需要面では、民間投資と輸出が成長を後押しした。健全な成長を見

せるGDPが国民一人当たり所得にもたらした影響も大きく、2008年の推定成長率は、2007年の成

長率3.2％から8.7％に急伸した。 
 

表２．GDP の推移（主要な南部アフリカ諸国との比較） 

  1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
一人当たり
GDP(US$) 

ボツワナ 1,061 3,792 6,177 8,278 9,827 10,513 11,006 12,311 6,544

南ア 80,710 112,014 132,878 166,654 216,012 242,344 257,116 283,007 5,914

ナミビア 2,169 2,350 3,414 4,473 5,650 6,132 6,993 7,015 3,372

マダガスカル 4,042 3,081 3,878 5,474 4,364 5,039 5,515 7,382 375

モザンビーク 3,526 2,463 4,249 4,666 5,698 6,579 6,961 7,790 364

DRC 14,395 9,350 4,306 5,673 6,570 7,104 8,545 8,953 143

〔伸び倍率（1980 を１とした指数）〕 

ボツワナ 1 3.6 5.8 7.8 9.3 9.9 10.4 11.6

南ア 1 1.4 1.6 2.1 2.7 3.0 3.2 3.5

ナミビア 1 1.1 1.6 2.1 2.6 2.8 3.2 3.2

マダガスカル 1 0.8 1.0 1.4 1.1 1.2 1.4 1.8

モザンビーク 1 0.7 1.2 1.3 1.6 1.9 2.0 2.2

DRC 1 0.6 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6

DRC: Real GDP Growth Rates
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図 2．DRC：実質 GDP 成長率 
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国家当局によれば、インフォーマル・セクターの経済活動はGDPデータに反映されていない。

現在でもかなりのセクターが未計上とみられるとのことである。2007年後半から鉱業事業は大

幅な回復を示したが、これはKatanga地方の銅、コバルト、亜鉛を中心とした鉱業セクターに対

する投資額の増加によるものである。同セクターがGDP成長に記録的な貢献を果たした背景には、

建設事業と公共事業の増加がある。通商貿易セクターの業績を支えたのは、同国周辺での小規

模事業活動の成長であるが、その大部分はインフォーマル・セクターで行われている。2008年

度のGDP成長率に対するセクター貢献度に関する暫定統計データによれば、鉱業セクターの貢献

度が、サービスセクターや農業セクターの貢献度を大きく上回っている。 
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図 3．DRC：産業分野別の経済成長率 

 

1.3.2. インフレーション 

消費者物価指数（CPI：Consumer Price Index）を評価基準とした年間インフレ率は、2007年

の9.96％から32.1％に上昇した。また同期間の前年比インフレ率は23.86％に達した。国内市場

で2008年初頭から観測された消費者物価上昇は、主に国際市場における食料価格と石油価格の

上昇が原因である。一方、2008年7月と8月の月間インフレ率は、それぞれ3.47％と1.06％とな

り、6月の4.62％から鈍化している。この要因は、食品価格が若干安定を見せたことと、石油価

格が下落したことにある。 近になって政府が導入した輸入税率引き下げ策を効果的に遂行し、

厳格な管理を実施すれば、引き続きインフレ圧力を鈍化させることもできるだろう。また、公

務員が賃金引き上げを主張する中にあってマクロ経済全般の安定性を保つためには、慎重な金

融政策と予算政策の適用が求められる。CPIの主要構成要素に関するインフレ分析結果によれば、

インフレ率が も高いのは食品であり、住宅がそれに続いている。食糧危機を背景にして衣料

費の優先順位が下がっていることから、衣料品がインフレに占める割合は非常に小さいものと

なっている。 
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図 4．DRC：インフレ率 

 
1.3.3. 国家財政の概況 

暫定データによれば、財政規律化が功を奏し、2008年9月末時点での全般的財政バランスは、

2007年の赤字から脱却し、直近の半年間を中心に黒字を記録した。収入は8,453億CDFに達し、

一方で支出は7,888億CDFとなった。ただし、過去2年間の財政バランスは、安全保障費の増加を

要因として赤字を計上していた。予想以上に収入が増加した要因としては、政府による財政収

入動員策、貨物積込み前輸入管理の改善、非財政収入に対する主要納税者の識別システムの改

善があげられる。9月末時点での収入に占める財源及び行政部門別の割合は、国税局（DGI：

General Tax Administration ） 36 ％ 、 関 税 ・ 物 品 税 局 （ OFIDA ： Customs and Excise 

Administration ） 33 ％ 、 石 油 生産 19 ％ 、 非 財 政 収入 局 （ DGRAD ： Non-Fiscal Revenue 

Administration）11％となっている。総収入の内5％を助成金が占めている。 

 

1.3.4. 対外セクター 

2008年6月末時点での予備データによれば、鉱業セクターの商品価格の上昇を主要因として、

経常収支バランスは黒字となった。ちなみに2007年同期の経常収支は赤字であった。2008年1月

から6月までの鉱業輸出価格は、世界的な製品需要の増加を受けて、銅が10.4％、コバルトが

67.5％それぞれ上昇した。一方で、金と亜鉛の価格は下落した。1バレル当りの原油価格は、

2008年上期を通じて上昇した後、7月に下落に転じた。2008年2月以降、外国為替市場でのCDFは、

月次ベースではわずかに下落しているものの、安定を見せている。2007年12月31日時点では

1US$あたり502.99CDFであったが、2008年8月末時点では同559.65CDFとなり、10.12％のCDF安と

なった。8月のCDF価格は、7月から0.06％下落した。法定平価と自由為替相場との差はさほど開

いておらず、2008年2月以降のその平均は1％未満を維持している。 

 

DRCにおける為替レートの変動とインフレとの間には、長年に亘り密接な相関があった。その

要因は、公共財政赤字を補填するために貨幣供給量を増やす政策をとっていたため、その財政

そのものがインフレの発生原因となっていたことにある。しかし、2008年初頭以降の国内市場

のインフレは、同期間に国際市場で記録された食品価格と石油価格の上昇に起因すると考えら

れることから、現時点ではこの相関は失われているように見られる。 

 

（％） 
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1.3.5. 金融セクター 

2007年12月から2008年7月までの間に、貨幣供給量は6,858億CDFから8,896億CDFに増加し、目

標値の8.4％増を上回る35％増となった。その大部分を占めているのが外貨預金であり、貨幣供

給総量に占めるその割合は2007年の51.4％に対し、63％となった。同期間の民間セクターへの

貸付金額は、経済活動の活性化と銀行合併によるプラスの影響を受けて、71.96％増となった。

これは主に外貨によるところが大きい。対照的に政府への純貸付金額は、政府の連結現金残高

が改善したことから、2008年上期を中心として大幅減となった。 

 

2008年6月には、公定歩合が24％から30％に引き上げられた。CDFでの運用に対して民間金融

機関が適用する平均貸付金利は、7月末時点で43.5％となり、6月の42％から上昇した。外貨で

の運用に対する公定歩合は17％に据え置かれている。一方で、預金金利は事前に固定されては

おらず、各銀行が顧客と交渉した上で決定している。銀行間市場では、取引高は増加して489億

CDFに達し、適用金利は 低10％から 大25％となった。 

 

今後の展望 

政府は、2008年の残りの期間と2009年の 優先項目を、マクロ経済の安定維持においている。

金融政策では、引き続き変動為替相場の枠内での価格安定を 重点目標に定めており、食品価

格上昇への対策の実施を中心とした関連政策に重点を置いている。2008年の期末インフレは

24％に上昇すると見られているが、2009年には11％程度に減速する公算が高い。2008～2010年

にかけて経済成長は加速し、11％程度に達すると見られており、鉱業投資の増加による恩恵を

引き続き受けるものと思われる。大型インフラ・プロジェクトの成果として、今後数年間、経

済成長が大幅に加速することが期待される。支出の遅延を是正するため、財政規律を遵守する

と共に、準備中のPFM行動計画を実施に移す必要がある。ただし、支出構成は信用配分に応じた

ものとしなければならない。 

 

2009年度予算には、現実的予測を盛り込み、地方分権プロセスの必要性と要件を反映させる

必要がある。可動化に向けた取組みと税務・関税管理の継続的な改革により、国内収入は引き

続き改善することが予想される。予算財源には成長が見込まれるが、同国の復興と再建、更に

は質の高い社会事業の実施に要する巨額の費用を賄うまでには至らないであろう。したがって、

資金提供団体による強力な支援が引き続き必要となる。新たな貧困削減成長ファシリティ

（PRGF：Poverty Reduction and Growth Facility）と国外金融支援の増額を踏まえれば、今後

数年間、国際準備金が増加することが予想される。 
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1.4. 貿易 

DRC の主な輸出相手国はベルギーと中国である。1996 年時点では、ベルギーと中国が DRC か

らの輸出量の 50％以上を占めていた。 

 

表 3．DRC：主要輸出品目と輸出額 

主な輸出品（2006 年） 輸出額（千 US$） 

真珠、貴石、金属、貨幣、等 513,660 

鉱石、鉱滓、灰分 407,167 

木材、木製品、木炭 136,239 

その他ベースメタル、サーメット、それらの製品 136,019 

鉱物燃料、石油、蒸留製品、等 131,776 

銅、銅製品 55,445 

ニッケル、ニッケル製品 12,945 

コーヒー、紅茶、マテ茶、スパイス 12,069 

無機化学薬品、貴金属化合物、同位元素 8,975 

芸術品、収集家向け製品、アンティーク 4,207 
（ 出典： SA Trademap） 

 

1996 年の DRC の輸入量の内、南ア、ベルギー、フランス、ザンビアからの輸入が 50％以上を

占めていた。 

 

表 4．DRC：主要輸入品目と輸入額 

主な輸入品（2006 年） 輸入額（千 US$） 

鉱物燃料、石油、蒸留製品、等 272,235 

ボイラー、機械類、等 242,150 

電気・電子機器 151,654 

鉄道・路面軌道以外の車両 131,156 

プラスチック、プラスチック製品 58,536 

医薬品 58,361 
製粉製品、麦芽、スターチ、イヌリン、小麦グルテ
ン 49,980 

鉄製品、鋼製品 49,824 

精肉、食用内臓肉 46,727 

乳製品、卵、蜂蜜、別項に特記なき食用畜産品 40,278 
（出典： SA Trademap） 

 

 

1.5. インフラストラクチャ 

道路、橋などの輸送インフラストラクチャ（以下『インフラ』）は、整備不足と紛争による

損壊が原因となり、一様に劣化している。現在では市場は寸断され、農業従事者は農業に必要

な物資を購入することも、自身の製品を販売することも困難な状態になっている。現在、93 か

所に建設された給水設備の内、40％以上が機能しておらず、都会の住民の内水道管を通じた給

水を利用できる割合は 50％を下回り、一部の都市では 10％未満の住民しか利用できない状態に

なっている。DRC 全体では大規模な水力発電の可能性を秘めているが、電力を利用できる国民は

約 6％に過ぎず、世界でも も電力普及の割合の低い国の一つに数えられる。DRC 全体の電気通

信インフラは、無秩序状態にあり、旧式で年数が経過し、整備状態は劣悪であり、そのサービ

ス水準は他のアフリカの国々のレベルの半分にも達していない。図 4 に DRC のインフラを示す。 

  



- 8 - 

 

図 5． DRC：インフラストラクチャ 
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2. 鉱業法及び関連法 

2.1. 鉱業法（Mining Code） 

DRCの鉱業分野は、2002年7月11日に制定された鉱業法No 007/2002によって統轄されている。

同法は、DRCの新たな鉱業政策に関連して制定されたものであり、鉱業事業者とDRC双方の利益

を保護し、保証するものである。 
 
同法が定める具体的な規則については、鉱業規則（Mining Rules）と呼ばれる規制文書と、

省庁指令書・省庁間指令書に記載されている。 

同法では、基本的に以下の項目を対象としている。 

• 鉱業権 

• 採石権 

• 安全保障 

• 零細鉱業事業者による開発 

• 鉱業環境保護 

• 税、関税、外国為替制度 
 
現行の鉱業法の規定に基づき、同国では、特に民間セクターを活用することより、同国が保

有する鉱物資源開発の確実な進展を目指している。同国政府は、民間セクターによる鉱業開発

の促進と規制を行う。ただし同国政府は、国土に関する地質学的知識の拡充を唯一の目的とし

て、もしくは鉱業権・採石権の取得を要しない科学的調査を目的として、係る目的のために設

立した専門機関を通じた土壌・底土調査を実施することができる。 
 
世界銀行は、経済安定化の促進に向けた支援の一環として、新たな鉱業法に対する資金援助

を行った。同法は、2003年6月に施行されたが、この新たな鉱業法（No 007/2002）は、採鉱試

掘調査から発生するあらゆる問題に対応するものであるとされている。 
 
なお、国土内の人工鉱床、地下水、地表・地下・水系内地熱鉱床を含む鉱床は、同国の占有

財産となる。 

 

 

2.2. 鉱業権 

探鉱・採鉱用鉱業権は、鉱業法に基づき資格を有する個人と法人に交付される。 

 

2.2.1. 探鉱ライセンス（Exploration License） 

本ライセンスは、全個人と全法人を対象に交付される。探鉱ライセンスの保有者には、交付

対象地域内の占有権が与えられ、探鉱ライセンスの有効期間内に探鉱事業を実施する権利が与

えられる。探鉱事業の対象となる鉱物は、鉱山物質に分類される鉱物、探鉱ライセンス交付対

象物質、及び探鉱ライセンス保有者が保有するライセンスの適用範囲が関連物質を含む範囲に

まで拡張されている場合、該当する関連物質となる。またELの保有者には、探鉱ライセンスの

対象となる鉱物の全部または一部を対象とする採鉱ライセンス（Exploitation License）を取

得する権利が与えられ、また保有者が経済的に開発可能な鉱床を発見した場合には、探鉱ライ

センスの対象となる地域内の関連物質を対象とする採鉱ライセンスを取得する権利が与えられ

る。探鉱ライセンスは実権であり、財産権であり、独占的権利であり、譲渡可能かつ移転可能

な財産である。ライセンス対象範囲の面積は 大で400km2である。ライセンス保有者とその関係

者は、合わせて20,000 km2に相当する50以上のライセンスを保有することはできない。 

 

（1）探鉱ライセンスの有効期間 

探鉱ライセンスの有効期間は下記のとおりである。 

・貴石に対しては 4年間。2年ずつ、2回の更新が可能。 

・その他の鉱物に関しては 5年間。5年ずつ、2回の更新が可能。 
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（2）探鉱ライセンスの申請要件 

探鉱ライセンスを申請する際には、申請用紙に必要事項を記入し、鉱業登記所（Mining 

Registry）に提出する。申請者は、公民権制度の資格を有していなければならない。また支障

なく探鉱事業を実施するため、本探鉱権の 初の有効期間の 終年度まで支払うべき、面積あ

たりの年間地上権料総額の 10 倍に相当する財務能力を有していることを証明しなければならな

い。また申請者は、探鉱認証（Exploration Certificate）を受領してから 6 か月以内に自身の

（環境負荷）軽減復旧計画（MRP）を策定し、探鉱事業の開始前に、係る計画の承認を受けなけ

ればならない。 

 

（3）探鉱ライセンスの失効 

探鉱ライセンスは、 初の有効期限の末日までに更新を行わなかった場合、または採鉱ライ

センスもしくは小規模採鉱ライセンス（Small Scale Mine Exploitation License）への変更を

行わなかった場合、その有効期限の末日を以て失効する。 

 

（4）探鉱ライセンスの更新 

探鉱ライセンス保有者が年間地上権料を支払い、設定期限内に探鉱事業を開始した場合、及

び探鉱ライセンスの有効期限内に実施した探鉱事業の報告書を提出した場合、探鉱ライセンス

は更新される。 

 

 

2.2.2. 採掘ライセンス（Exploitation License） 

採掘ライセンスは、実権であり、財産権であり、独占的、移譲可能かつ移転可能な権利であ

り、鉱業法の規定に基づき貸与することができる。採掘ライセンスの保有者には、採掘ライセ

ンス交付対象地域内で、鉱物に関連する探鉱事業、開発事業、建設事業、採鉱事業を採掘ライ

センスの有効期間内に実施する独占的な権利が与えられる。係る事業の対象となる鉱物は、採

掘ライセンス交付対象鉱物、及び採掘ライセンスの適用範囲が拡張されている場合には該当す

る関連物質となる。本権利は、鉱業大臣（Minister of the Mines）が交付し、鉱業登記所が発

行する『採鉱認証（Exploitation Certificate）』と呼ばれる鉱業権をもって証される。 

 

（1）採鉱ライセンスの有効期間 

採鉱ライセンスの有効期間は 30 年間であり、15 年ずつ、複数回の更新が可能である。 

 

（2）採鉱ライセンスの申請 

申請者は、採鉱ライセンス申請書を作成し、鉱業登記所に提出する。その際、下記の書類を

添付しなければならない。 

• 有効な探鉱認証の謄本 

• 確認された鉱物資源の性質、品質、量、地理的状況に関する探鉱事業成果報告書 

• 鉱床開発に関するFS 

• 鉱山の開発、建設、採鉱に関する技術的枠組計画 

• プロジェクトに関する環境影響報告書（EIS）及び環境管理軽減計画プロジェクト

（EMMP：Environment Management and Mitigating plan Project） 

• 地方自治体当局との協議報告書及び近隣地域代表者との協議報告書 

• プロジェクトによる近隣地域開発貢献策に関する計画 

• 計画財源を特定した資金調達計画 

• 申請料支払証 
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（3）採掘ライセンス交付条件 

• 鉱山の開発事業、建設事業、採鉱事業に関する技術的枠組計画と合わせてFSを提出し、

経済的に採算が取れる鉱床が存在することを実証すること。 

• 鉱山の開発事業、建設事業、採鉱事業に関する資金調達計画と、閉山時の施設に関する

環境復旧計画に基づき、本プロジェクトの実施に要する財源を保有することを実証する

こと。 

• 事前にプロジェクトのEISとEMMPの承認を受けること。 

• 採掘ライセンスを申請する企業の登録資本金の株式の5％を政府に譲渡すること。係る株

式の譲渡は全て無料で行い、希薄化できないものとする。 

 

（4）採掘ライセンスの更新 

ライセンス保有者が下記に該当する場合、採鉱ライセンスは15年間更新される。 

• 採鉱権の維持にあたり、鉱業法に定めるライセンス保有者の義務を全て履行した。 

• 鉱床が枯渇していないこと、及び本プロジェクトの実施に要する財源が存在することを

実証した。 

• 新のEIS とEMMP の承認を取得した。 

• 誠意を持って採鉱活動を積極的に継続することを約束した。 

 

（5）採掘ライセンスの失効 

採掘ライセンスは、更新を行った場合には有効期限の末日、もしくは鉱床が枯渇した時点を

以て失効する。 

 

 

2.2.3. 尾鉱採掘ライセンス（License for the Exploitation of Tailings） 

尾鉱採掘ライセンスは、実権であり、財産権であり、独占的、移譲可能かつ移転可能な権利

であり、貸与することができる。本権利は、鉱業登記所が発行する尾鉱採鉱ライセンスに基づ

き、鉱業大臣が交付する。また鉱業登記所は尾鉱採掘ライセンスの保有者に対し、その一部を

尾鉱採掘認証（Certificate of Tailings Exploitation）に転換し得る尾鉱採掘ライセンスを

交付することもできる。  

 

（1）尾鉱採掘ライセンスの有効期間 

尾鉱採掘ライセンスの有効期間は5年間であり、5年ずつ、複数回の更新が可能である。尾鉱

が枯渇せず、尾鉱採掘ライセンスが有効である限り、現行法の規定に基づき、本権利を更新す

ることができる。 

 

（2）尾鉱採掘ライセンスの申請 

尾鉱採掘ライセンスの申請書を鉱業登記所に提出する。鉱業登記所は、法に定める手続完了

後、同申請書を鉱業大臣に送付し、鉱業大臣は申請の可否を決定する。 

 

（3）尾鉱採掘ライセンス交付条件 

尾鉱採掘ライセンスの交付条件は、採掘ライセンス取得に要する条件と同一である。 

 

（4）尾鉱採鉱ライセンスの失効 

尾鉱採掘ライセンスの失効条件は、採掘ライセンスの失効条件と同一である。 

 

 

2.2.4. 小規模鉱業採掘ライセンス（Small-Scale Mining Exploitation License） 

小規模鉱業採掘ライセンスは、実権であり、財産権であり、独占的かつ移転可能な権利であ

り、貸与し、移譲することができる。本権利は、小規模鉱業採掘ライセンスの交付権を有する

省令に基づき、鉱業登記所が発行する『小規模鉱業採掘認証（Exploitation Certificate of 
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Small Scale Mining）』と呼ばれる鉱業権をもって表される。小規模鉱業採掘ライセンスの保

有者には、本ライセンスの発行対象となる鉱物を採鉱する権利が与えられる。 

 

（1）小規模鉱業採掘ライセンスの有効期間 

小規模鉱業採掘ライセンスの有効期間は特に定められていないが、更新期間を含めて10年間

以内とする。 

 

（2）小規模鉱業採掘ライセンスの申請 

申請者は、小規模鉱業採掘ライセンス申請書を作成し、鉱業登記所に提出する。 

 

（3）小規模鉱業採掘ライセンス交付条件 

小規模鉱業採掘ライセンスは、下記の条件に基づいて交付される。 

• 資金調達枠組計画と閉山時の施設に関する環境復旧計画に基づき、本プロジェクトの実

施に要する財源を保有することを実証すること。 

• 事前にプロジェクトの環境影響報告書（EIS）及び（環境負荷）軽減復旧計画（MRP）の

承認を受けること。 

• 大規模な機械的採掘の実施不能な鉱床が存在することを、FSにより実証すること。 

• 1名以上のDRC市民権所有者と共同でDRC企業権を取得すること。係る市民権所有者は、授

権資本の25％以上を保有すること。 

 

（4）小規模鉱業採掘ライセンスの失効 

小規模鉱業採掘ライセンスの失効条件は、採掘ライセンスの失効条件と同一である。 

 

 

2.2.5. 零細採掘（Artisanal Exploitation） 

下記に該当する場合、零細採掘が行われる。 

• 技術的要因や経済的要因により、機械的採鉱や準機械的採掘が不可能な金鉱床、ダイヤ

モンド鉱床などの鉱床区域内の場合。 

• 鉱業担当大臣（Minister in charge of Mines）の命令により、零細採掘用として設定さ

れた区域内の場合。 

• 関連区域を対象とする零細鉱業事業者証（Artisanal Miner's Card）を保有する事業者

による事業の場合。 

• 安全、衛生、水利用及び環境保護関連基準に関連する場合。 

 

（1）零細鉱業事業者証（Artisanal Miner's Card） 

零細鉱業事業者証は、DRC 市民権の有資格成人の内、鉱業法第 27 条に基づき罰せられておら

ず、また家族法第 215 条に基づく資格を喪失していない自然人のみを対象として、州鉱業局長

（Head of the Provincial Division of Mines）が交付する。零細鉱業事業者証の所有者は、

事前に承認を受けた場合にのみ、零細採鉱により採取した鉱物の加工を行う権利が付与される。 

 

（2）零細鉱業事業者証の有効期間 

零細鉱業事業者証の有効期間は1年間であり、回数の制限なく1年ずつの更新が可能である。

本証の所有者が規範に反した場合、本証を取り消すことができる。 

 

（3）零細鉱業事業者証の申請 

零細鉱業事業者証の申請者は、本証の申請書を州鉱業局長に提出する。 

 

（4）零細鉱業事業者証の失効 

零細鉱業事業者証は有効期限の末日を以て失効し、その後更新される。 
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（5）取引業者証（Trader's Card） 

本証の所有者には、零細鉱業事業者がその事業で生産した金、ダイヤモンドなどの貴鉱物を

購入する権利が付与される。取引業者証は、新規取引登録の実施を証するものを提出したDRC市

民権を有する成人を対象として、州知事（Governer of the Providence）が交付する。 

 

（6）取引業者証の申請 

関連する州知事に申請書を提出する。 

 

（7）取引業者証の有効期限 

取引業者証の有効期間は1年間であり、回数の制限なく1年ずつの更新が可能である。ただし、

鉱業法の規定に関係なく、取引業者証を取り消すことができる。 

 

（８）取引業者証の失効 

取引業者証は有効期限の末日を以て失効し、その後は更新されない。 

 

 

2.2.6. 商社認可（Authorization as a Trading House） 

零細採鉱により採取された鉱物の売買に関する商社認可は、その条件と法に基づき鉱業大臣

が交付する。 

 

（1）商社認可の有効期限 

商社認可の有効期間は1年間であり、回数の制限なく1年ずつの更新が可能である。ただし、

認可を受けた商社が鉱業法第126条に定める義務を履行しなかった場合、鉱業大臣は本認可を取

り消すことができる。 

 

（2）商社認可の申請 

金、ダイヤモンドなどの鉱物の売買用商社認可の申請書は、鉱業総局（Directorate of 

Mines）に提出する。係る申請書には、下記の事項を記載しなければならない。 

 

• 新規通商登録（New Commercial Registry）の実施を証するもの 

• 法人を対象とする公証人が証する現状報告 

• 主要居住地における3か月以内の警察記録の抜粋、及び品行方正を証するもの 

 

個人については、以下を要する。 

• 国民識別番号（National Identification Number） 

• 公認銀行に申請者名義で開設した口座を証するもの 

• コンゴ中央銀行（Central Bank of Congo）登録票 

 

（3）商社認可の失効 

商社認可は有効期限の末日を以て失効し、その後は更新されない。 

 

 

2.2.7. 採石権（Quarry Right） 

採石製品の調査・開発事業については、鉱業法に定める規定に基づき、国が認可する。係る

規定の全てに適合する個人または法人は、全て採石製品の調査・開発の認可を受けることがで

きる。採石事業は、恒久的事業として行うことも、一時的事業として行うこともできる。恒久

的採石事業については、公有地または第三者が土地所有権を保有する地域内のいずれかに、一

私人が営業目的で開設することができる。 

一時的採石事業は、下記の条件で開設することができる。 

• 公有地または第三者が土地所有権を保有する地域内のいずれかに、一私人が営業目的で

開設する。 



- 14 - 

• 公有地に公共事業を目的として開設する。 

• 適正な認可を受けた居住者が、個人的利用を目的として開設する。 

 

上述の各種採石開発事業に対する認可方法は、それぞれに異なっている。ただし、土地財産

の所有者が個人的目的で実施する一時的採石開発事業については、安全・環境保護規則に関連

する規制は受けるものの、認可や事前の布告を要しない。 

 

（1）採石製品調査認可（Exploration Authorization for Quarry Products） 

採石製品調査認可は、鉱業法第140～143条の規定に基づき、州鉱業局長が交付する。係る認

可の期限は1年間であり、1回に限り1年間更新することができる。採石製品調査認可は実権であ

り、財産権であり、独占的権利であり、譲渡不能かつ移転不能な権利であり、貸与することは

できない。本権利の保有者には、採石開発認可（Authorizarion of Quarry Exploitation）の

交付を受ける権利が与えられる。本権利は鉱業地登記所（Mining Land Register）が発行する

「採石製品調査認証（Certificate of Exploration of quarry products）」と呼ばれる採石権

をもって証される。本権利は鉱業地登記所が発行する「採石資源調査認証（Certificate of 

Research of the Quarry Materials）」と呼ばれる権利をもって表される。 

 

（2）採石製品開発ライセンス（Exploitation License of Quarry Products）の交付条件 

採石製品開発ライセンスは、第23～25条及び27条の規定を侵害することなく、 低限の財務

能力、すなわち、申請者が本権利の有効期間に亘り支払義務のある面積あたりの年間地上権料

総額の5倍に相当する 低限の財務能力を有することを証することが可能である場合に交付され

る。 

 

（3）採石製品開発ライセンスの失効 

採石製品開発ライセンスは、本ライセンスの 終有効期限の末日、または 初の有効期限の

末日時点で採石開発認可を取得していない場合にはその時点、または本ライセンスの対象とな

る地域に対する採鉱ライセンスが交付された時点を以て失効する。 

 

（4）恒久的採石開発認可（Authorization for Permanent Quarries Exploitation） 

恒久的採石開発認可の交付は、州鉱業局長または鉱業大臣が行う。そのどちらが交付するか

については、採石対象となる物質が建材として現在使用されているものであるか、それ以外の

採石物質であるかによって決まる。恒久的採石開発認可は実権であり、財産権であり、独占的

権利であり、譲渡可能かつ移転可能な権利であり、貸与することができる。本権利は鉱業登記

所が発行する「恒久的採石開発認証（Certificate of Permanent Quarry Exploitation）」と

呼ばれる採石権をもって証される。本権利の対象範囲は、採鉱ライセンスと同一である。 

 

（4）－1．恒久的採石開発認可の有効期限 

恒久的採石開発認可の有効期間は5年間であり、5年ずつ、複数回の更新が可能である。 

 

（4）－2．恒久的採石開発認可の申請 

恒久的採石開発認可申請書に下記の書類を添付し、鉱業登記所に提出する。 

• 有効な探鉱認証の謄本 

• 確認された鉱物資源の性質、量、品質、地理的状況に関する探鉱事業成果報告書 

• 鉱床開発に関するFS 

• 財源を特定した資金調達計画 

• 申請料支払証 

• 採石場の開発、建設、採鉱に関する技術的枠組計画 

• プロジェクトに関する環境影響評価（EIA）及び環境管理計画（EMP） 

• 地方自治体当局との協議報告書及び近隣地域代表者との協議報告書。鉱業法第38～42条

及び156～158条の規定に定める条件及び手続に従って本申請を受領し、処理する。 
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（4）－3．恒久的採石開発認可交付条件 

本認可は、下記の条件に基づき交付される。 

• 採石場の開発事業、建設事業、採鉱事業に関する技術的枠組計画と共にFSを提出し、鉱

床が存在することを実証すること。 

• プロジェクトの実施に要する財源を保有することを実証すること。 

• 申請対象となる地表面が、第三者が所有する地域内に位置する場合、係る地上権所有者

による同意を得たことを証するものを提出すること。 

• 事前にプロジェクトの環境影響評価（EIA）及び環境管理計画（EMP）の承認を受けるこ

と。 

• 申請対象地域が、有効な採鉱権の対象地域内に位置する場合、係る採鉱権保有者による

同意を得たことを証するものを提出するか、係る採鉱権保有者が同意を不当に拒否した

ことを実証すること。 

 

（4）－4．恒久的採石開発認可の失効 

本認可は、更新申請を行わない場合には有効期限の末日、もしくは鉱床が枯渇した時点を以

て失効する。 

注：建造物の維持管理以外を使用目的として、国土内資産から産する鉱物を採取する事業

の場合、恒久的採石開発分野に分類される。 

 

（5）一時的採石開発認可（Authorization for Temporary Quarries Exploitation） 

一時的採石開発認可は実権であり、財産権であり、独占的権利であり、譲渡可能かつ移転可

能な権利であり、貸与することができる。本権利は鉱業登記所が発行する「一時的採石開発認

証（Certificate of Temporary Quarry Exploitation）」と呼ばれる採石権をもって証される。

また本認可の交付は、州鉱業局長または鉱業大臣が行う。そのどちらが交付するかについては、

採石対象となる物質が建材として現在使用されているものであるか、それ以外の採石物質であ

るかによって決まる。 

（5）－1．一時的採石開発認可の有効期限 

一時的採石開発認可の有効期間は1年間であり、更新することはできない。 

（5）－2．一時的採石開発認可の申請 

一時的採石開発認可申請書を、鉱業登記所に提出する。鉱業法第160条及び161条の規定に

定める条件に従って本申請を受領し、処理する。 

（5）－3．一時的採石開発認可交付条件 

一時的採石開発認可は、下記の条件に適合する有資格者の内、 初に申請書を提出した個

人に交付される。 

• 経済的に採鉱可能な鉱床が存在することを実証すること。 

• 採石場が、第三者が所有する地域内に位置する場合、採石場の開設に関する同意書を提

出すること。 

• 採石場が、第三者が保有する採鉱ライセンスの対象地域内に位置する場合、採石場の開

設に関する同意書を提出するか、係る同意が不当に拒否されたことを証するものを提出

すること。 

（5）－4．一時的採石開発認可の失効 

本認可は、有効期限の末日に失効する。ただし、本認可の保有者は、鉱業法に基づき本認可

を申請する権利を有する。 
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3. 税制 

3.1. 所得税法（Income Tax Act） 

同法は、所得を創出する資産もしくは行為の性質に基づく所得税の課税方法について詳述し

ている。また課税区分ごとに所得として扱うべき要素について定めている。同法には三種類の

課税区分が表で示されている。各課税区分に属する所得に対しては個別に課税され、課税区分

間で経費もしくは収益が相殺されることはない。 

 

 同法では、以下のとおりに分類される三種類の所得表を定めている。 

 

(1)賃貸所得表： 建造物もしくは土地の貸与により得た全所得を含む。賃貸所得税が課せら

れる。 

(2)動産所得表： 投下資本により得た全所得を含む。動産所得税が課せられる。 

(3)事業所得表： 企業もしくは専門職として実施した活動により得た全所得を含む。  

事業所得税が課せられる。同法では、三種類の課税制度を定めている。 

① 製造会社・営利会社課税制度  

② 給与所得者課税制度  

③ 専門職・事業・収入産出職業（income producing）課税制度 

  

 

3.1.1. 国内企業向け所得税（Income Tax on Resindent Corporation） 

DRC 内で得た所得（DRC を源泉国とする所得）のみが課税対象となる。DRC 外で得た所得は、

係る所得が源泉国の課税対象となっているか否かに拘らず、DRC 内の課税対象とはならない。同

法では、受益者が同国内に居住しているか否かに拘らず、同国内で得た所得のみに課税してい

る。したがって同国外で得た所得については、受益者が同国内居住者であっても、税は免除さ

れる。すなわち、所得を得た場所が所得税を支払うべき場所であるとする税管轄システムを採

用している。したがって、DRC の税システムにおいては、居住地という概念は他のシステムにお

けるほど重要な意味を有していない。税金の支払義務が生じるのは、所得が創出された時点で

ある。評価対象年となるのは会計年度であるが、DRC 法のもとでは会計年度と暦年とを一致させ

なければならない。集団税制は採用されておらず、各企業または法人は、その所属するグルー

プ企業とは別に申告書を提出し、納税しなければならない。法人税率は 40％である。企業に対

しては税金の払戻しは行わない。 

 

3.1.2. 源泉徴収税（Withholding Taxes） 

企業は、共同出資者などの投下資本保有者に対して配当金やロイヤルティ（権利料、印税な

ど）を支払う際、係る投下資本保有者が納付すべき税を源泉徴収する義務を負う。係る投下資

本保有者が賃借人の場合には、賃貸所得保有者が納付義務を有する税を源泉徴収することが定

められている。またその供給業者とサービス業者が納付義務を有する税源を控除することが定

められている。納税を行う企業は、税務当局に代わり、税源から税を自ら徴収する義務を負う。 

 

3.1.3. 個人所得税（Income Tax on Individuals） 

所得を得た個人が営む事業の性質により、同法では以下に示す三種類の税制を定めている。 

① 商取引を対象とする税制、及び個人貿易を行う個人を対象とする税制。係る税制は、多

少の修正がなされてはいるが、企業を対象とする税制と同一のものである。 

② 給与所得者を対象とする税制。 

③ 専門職に従事する個人を対象とする税制、及び収入産出職業に従事する個人を対象とす

る税制。理論上は、同一の個人が同時に二種類もしくは三種類の税制の対象となる可能

性がある。 
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（1）税基盤 

• 製造・営利所得：企業と同様。  

• 給与所得：職業に従事したことにより受領した、現金などの全所得。 

• 専門職または収入産出職業による所得：第三者の代理として、または経費として受領し

たものを含む、事実上の取引による全受領額。 

 

（2）税率 

通常の個人所得に対しては、段階税率を適用して税額を算出する。課税所得評価を行った後、

係る所得を階層に区分する。各階層に対し、それぞれの階層に固有の累進税率で課税する。 

 

表 ５．DRC の所得税階層 

課税所得（DCF） 税率（％） 
0 ～ 72,000 3 

72,001 ～ 126,000 5 
126,001 ～ 208,000 10 
208,001 ～ 330,000 15 
330,001 ～ 498,000 20 
498,001 ～ 788,000 25 
788,001 ～ 1,200,000 30 

1,200,001 ～ 1,680,600 35 
1,686,001 ～ 2,091,600 40 
2,091,601 ～ 2,331,600 45 

2,331,600～ 50 
（出典：SADC） 

 

（3）予定納税制度 

• 正規の会計処理を行っている個人に適用されるシステム 

係る個人に対しては、企業に対する予定納税制度と同じ税制が適用される。 

o 税の減額が生じうる損失もしくは利益が発生した場合、売上高の 1/1000 が 小

課税額となる。 

o 上記の 小課税額が 250US$未満の場合、250US$が 小課税額となる。  

 

• 正規の会計処理を行っていない個人に適用されるシステム 

             正規の会計処理を行う法的義務を負わない個人に対しては、原則的には法に則っ

て設立する専門機関との協議を経て決定される予定納税額を課す。 

 

（4）割り戻し 

所得税は、扶養家族一人当たり 5％減額される。扶養家族とは、妻、扶養対象となる未婚の子

供、夫婦の両親／直系尊属の内、世帯に属するものをいう。 

 

 

3.1.4. 非居住者に対する所得税（Income Tax on Non-Residents） 

非居住者が DRC 国内で事業を行う一定の場所を有している場合、DRC 国内で創出した所得のみ

が課税対象となる。同法の規定では、事業を行う一定の場所とは、生産性のある構造物をいう。

非居住者に対する税率は、居住者に対する税率と同率である。 

 

 

 

 



- 18 - 

3.2. 配当金、利息、ロイヤルティ、手数料の扱い 

3.2.1. 配当金 

配当金については、勤労所得とは別に課税される。配当金の総価値に対して 20％が課税され

る。配当金には、有価証券及び株式からの所得の他、株式会社の社債からの所得、株式会社以

外の企業の非経営参加型共同出資者の利益配当権からの所得、株式会社の利益の取締役取分、

DRC 内に事業を行う一定の場所を有する外国企業の利益配当権及び株式からの所得、ならびに係

る外国企業の取締役に配分される利益分が含まれる。 

 

3.2.2. 利子 

利子には、事業目的で借りた資本に関する、共同融資以外の形態による全支払額を含む。た

だし、DRC 内で設立された国内企業または外国企業に支払うべき利子については、納税義務はな

い。したがって、個人または DRC 外に設立された外国企業から借りた資本に対する利子につい

ては、動産税の課税対象となる。税率及び同税の徴収手続については、配当金の場合と同一で

ある。 

 

3.2.3. ロイヤルティ 

ロイヤルティ（権利料、印税など）に対する課税は、動産から得たその他の所得に対する課

税とは対照的に、その純価値に対してのみ行われる。純価値とは、総価値から、所得の受領者

がロイヤルティを取得もしくは維持するために発生した費用もしくは経費（債務は含まない）

を指し引いた値である。確たる証拠がない場合には、係る経費はロイヤルティの総価値の一律

30％と仮定する。 

 

3.2.4. 手数料 

手数料は動産から得た所得には含まれず、業務の実施により得た所得に相当する。したがっ

て手数料には、手数料が発生する行為が DRC 内で行われた場合に限り、専門職を対象とする勤

労所得に対する税が課せられる。非居住者に対しては、係るサービスが同国内で行われた場合

であっても、手数料に対する課税規定はない。すなわち DRC においてこの種の所得に税が課せ

られるのは、受益者が DRC 内に事業を行う一定の場所（事務所、代理店など）を有する場合、

もしくは受益者が DRC 内で 6か月以上業務に従事した場合のみとなる。 

 

 

3.3. 所得税：行政手続  

3.3.1. 納税期限 

納税者が納付する税金については、全て法によって納税期限が定められており、申告書の提

出と同時に納付する。納税期日時点で未申告もしくは未納の税金については、財政担当機関が

回収する。一部の税金では、納税期日前に供託金の納付を要する。 

 

3.3.2.源泉徴収税  

源泉徴収税については、受領者に支払を行った時点、もしくは受領者が所得を手にした時点

から 10 日以内に納付しなければならない。 

 

3.3.3. 納税者自身が納付する税金  

源泉徴収されていない所得税については、収益税については所得が発生した年の翌年の 4 月 1

日までに、賃貸所得税については所得が発生した年の翌年の 2 月 1 日までに受領者が申告し、

納付しなければならない。税務当局から送付される書式（実際には、納税者が自身で書式を受

け取りに行く）を使って所得税申告書を記入する。納税者は、非控除対象品目を包含し、課税

対象以外の品目を除外した上で、当該期間の課税所得を自身で判断する。 
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3.4. 罰金 

税基本罰金と回収罰金という二種類の罰金が定められている。ただし、係る罰金の適用に際

しては、財務省（The Treasury）に支払うべき金額を通常回収する場合と同じように、その時

点で未払の税を「フラン収入印紙（Franc fiscal）」と呼ばれる勘定単位に換算する。「フラ

ン収入印紙」とは、財務大臣（Minister of Finance）の指令によって定められる、DRC フラン

と同等の価値を有する勘定単位である（このような換算のことを『クリスタリゼーション換算

（Crystallisation）』という）。 

 

3.4.1. 基本罰金 

• 申告漏れに対しては、税務署員の評価額に基づき、納付すべき金額の 50％にあたる

基本罰金を科す。再犯の場合には、100％の罰金を科す。 

• その他の賦課課税制度では、基本罰金は 25％である。再犯の場合には 50％となる。 

• （正規の所得税申告後の）税金調整の場合、納税不足額に対し、納付すべき金額の

20％に相当する基本罰金を科す。 

• 条件付き分割払いの納付を怠った場合、納付すべき前納金額の 50％を追加請求する。 

 

3.4.2.回収罰金 

税金の納付期限超過後に納付された金額に対しては、滞納期間 1 か月あた当り 10％の回収罰

金（延滞利子）を科す。延滞期間が月の途中で始まった場合でも、1 か月分に相当する全額を科

す。 

 

3.4.3.クリスタリゼーション換算 

税または罰金として支払うべき金額は、規定の時点で税フラン（tax Francs）に換算する。

換算率は、支払義務が発生した時点で税フランに適用される率とする。その後、支払日時点で

の換算率に基づいて、DRC フランで支払う。 

 

 

3.5. 特定産業／所得に対する特別税 

特定産業／所得に対する特別税の税率は 33％である。同税は、国外居住代理人の口座に対す

る報酬に含まれる全課税品目に適用される。近隣諸国の国民は、係る規定の適用対象となる現

地雇用者と見なされる。 

 

 

3.6. 課税協定 

フランス、ベルギー、モロッコとの間に二重課税協定（double taxation agreements）を締

結している。 
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4. 外国投資法（FOREIGN INVESTMENT CODE） 

2002年2月の『No.004法』により、外国投資を規制している。投資を検討している投資家は、

同法を参照することを勧める。 

 

4.1. 投資促進 

外国投資案については、『計画・ポートフォリオ省（Ministry of Plans and Portfolio）』

が統轄する『国家投資促進局（ANAPI：National Agency for the Promotion of 

Investment）』が取扱う。ANAPIは、情報を提供して外国からの投資を勧誘し、登録申請された

プロジェクトの受理と裁定を担当する組織であり、積極的に投資家を受け入れている。 

 

以下の条件に基づき、投資を承認する。 

• DRCの権利を有する経済主体であること。 

• 200,000US$以上に相当する資産を保有すること。ただし、投資額を10,000US$から

200,000US$の間とすることを認められる中小企業（SME：Small and Medium 

Enterprises）及び中小製造業（SMI：Small and Medium Industries）は除く。 

• 環境・自然保護関連法の遵守を約すること。 

• 現地職員に対し、専門技術職及び管理職向けの教育訓練の実施を約すること。 

• 35％以上の付加価値率を保証すること。 

 

4.2. 投資条件及び税 

以下の税制上の優遇措置は、鉱業法令（Minig Act）に基づき、鉱業投資家にのみ与えられる

ものである。鉱業法令では、鉱業許可の全所有者に対し、同鉱業法令の規定に基づく税控除を

適用している。係る優遇措置は、鉱業権保有者と契約を締結し、正式な鉱業許可を取得せずに

鉱業事業を行っている関連企業や、同じ鉱業権保有者と独占契約を締結している下請業者にも

拡大適用される。 

採鉱関連の財政制度の主な特徴としては、以下のものがある。 

• 鉱業法令財政・関税制度の排他的適用。 

• 同制度の安定性。同制度は（より有利な裁定を除き）将来的に制定・修正され得る全課税

権または税とは関連性を有しない。 

 

（1）税制上の優遇措置 

①資産税  

人員及び材料用に貸与される鉱山地域内専用車両については、車両税を免除する。鉱山賃貸

税については税率を高めに設定し、採掘権の固定化を防いでいる。係る税率は、単位面積〔ha

（ヘクタール）〕当りの US$表示額で規定している。 

 

②配当税  

海外で取得した融資に関する報酬に対して支払われる利子については、長期資本から得た利

益に対する税を免除する。配当金などの支払割当に対する課税率は、一般に適用される 20％に

対し、10％に設定されている。 

 

③収益税  

• 収益税率は、一般に適用される 40％に対し、30％に設定されている。 

• 鉱業権保有者に対しては、加速償却法の適用が認められている。この加速償却法では、耐

用年数が 4 年以上 20 年以下の拘束資本に関するものに限り、初年度に固定資産の原価の

60％を控除する。 

• 赤字決算となった場合、通常 5 年の回収期限が定められている繰延償却を、無期限で回収

できる。 

• 採鉱許可開始日を以て研究開発費を実体化し、2年間で償却できる。 

• また鉱業権保有者は、以下を建設することによって収益税を免除される。  
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• 地層の再生用設備。ただし、課税収益の 5％を上限とし、建設後 5 年間は設備を使用する

こと。  

• 敷地内復旧用設備。ただし、売上高の 0.5％を上限とし、建設後 10 年間は設備を使用する

こと。 

 

④売上高税  

• 国土内の付加価値化事業体に対する製品の売上高については、売上高税を免除する。 

• その他の売上高に対する税率は、一般に適用される 18％に対し、10％に設定されている。 

• 売上高税率は、以下のように設定されている。  

① 社会的目標に関連する事業に供するものについては 5％。  

② 地域生産品の内、鉱業事業に使用するものについては 3％。 

 

（2）国外居住社員への正当な報酬に関する税制上の例外規定  

鉱業権保有者に対しては、国外居住社員への正当な報酬に対する税率を、一般に適用される

33％に対し、例外的に 10％に設定している。また、係る報酬を課税収益から控除することがで

きる（一般には控除は認められていない）。 

 

（3）関税優遇措置 

• 実質的な採鉱開始以降に輸入した材料に対しては、5％の輸入税率が課せられる。 

• 再輸出用商品の輸入については、6 か月間（2 回の更新が可能）以内は関税非課税となる。 

 

（4）その他の優遇措置 

①所得移転の保証 

鉱業権所有者は、納付する可能性のある税を差し引いた後、現金での振り替えか、資金の

移動によって、非居住者給与に要する金額を国外に移転する権利を有する。 

 

②輸出収入管理  

鉱業権所有者は、国外出資者に対する債務元利未払金を保証するために、中央銀行の管理

を受けることを条件として、海外の口座に輸出収入の 70％を保有することができる。 

 

③事業税 

新たに承認された投資により得た所得については、事業税を完全に免除される。 

 

④猶予期間 

同法に基づき付与される優遇規定には期限が定められており、その猶予期間は投資区域に

よって異なる。 

• 区域 A（Kinshasa 市）に対する投資は、 大 3年間の免税を受ける。 

• 区域 B（Bas-Congo 州、ならびに Lubumbashi 町、Kolwezi 町及び Likasi 町）に対する投資

は、 大 4年間の免税を受ける。 

• 区域 C（その他の州及び町）に対する投資は、 大 5年間の免税を受ける。 

 

⑤減価償却 

承認済プロジェクトに付随して行われる学校、病院、スポーツ施設、道路などの経済社会

インフラに対する投資については、スライド制を適用し、減価償却することができる。この

規定は、承認を受けた SME 及び SMI にも適用される。 

 

⑥その他の税制上の優遇措置  

現地製造企業からの購買許可を受けた企業、DRC 内で製造された機器・工業用資材の調達許

可を受けた企業、もしくは現地の不動産／建設業者との取引許可を受けた企業は、売上高税

を免除される。認可を受けた企業は、認可を受けた投資プロジェクトに直接関係する自社の

土地収容区域及び建造物に係る税を免除される。更に、認可を受けた SME 及び SMI は、自社
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の管理職及び職員の技能訓練・向上に関連して発生した課税所得支出の控除を受けることが

できる。 

 

⑦関税の優遇措置  

認可を受けた企業は、優遇措置として、新規機械・工場・機器、ならびにそれらの CIF 価

格の 10％以下の価格の予備部品に係る輸入税を完全に免除される。中古運搬車両・船舶・飛

行機については、税の全額が免除される。中小企業が輸入した中古機械・工場・機器につい

ても、同様の措置が適用される。ただし、これらの優遇措置が適用されるのは、DRC 外で製造

された製品に限られる。 

 

⑧特別税の優遇措置 

株式会社の設立時、もしくは株式会社による自社資本の増額時には、通常は課税対象とな

る従価税が免除される。他の形態の企業に課税される従量税に対しても、同様の措置が適用

される。SME 及び SMI は、企業の基本綱領に課せられる税を免除されると共に、企業登録料が

免除される。 

 

⑨鉱業ロイヤルティ（Mining Royalties） 

採鉱権保有者には、採鉱ロイヤルティが課せられる。その金額は、売上高から輸送費、市

販用商品の品質管理関連分析費用、保険料、及び商取引関連費用を差し引いた額に基づいて

計算する。販売価格は、系列外企業に対する製品販売により得られた額以上に設定しなけれ

ばならない。 

 

採鉱権保有者は、採鉱開始発効日時点で全商品に係るロイヤルティに関する義務を負う。

採鉱ロイヤルティの額は、販売する製品によって異なる。 

・鉄または鉄類に対する採鉱ロイヤルティは0.5％、 

・非鉄金属に対しては2％、 

・貴金属に対しては2.5％、 

・貴石に対しては4％、 

・工業鉱物に関しては1％、 

 

固体炭化水素などの物質については特に規定はなく、標準建築材料については0％となっ

ている。 

 

採鉱権保有者は、採鉱ロイヤルティを財務省（Public Treasury）に納付する。 

財務省は、以下の規定に従い、受領した採鉱ロイヤルティを配分する責任を負う。 

すなわち、中央政府が60％を保有し、25％をプロジェクトが行われている州政府が指定する

口座に払い込み、15％を採鉱事業が行われている区域内の町もしくは行政区域が指定する口座

に払い込む。 

 

配分された採鉱ロイヤルティを財源とする資金は、当該地域社会の利益のために基本的イン

フラの建築専用資金として割り当てられる。鉱業規制（Mining Regulations）により、採鉱ロ

イヤルティの徴収及び配分条件が定められている。 

 

 

4.3. DRC 政府による投資家保証及び保護 

• 外国籍の個人・企業は、DRC 籍の個人・企業と同等の待遇を受ける。これは同国が外国

籍の個人・企業に対し、市民として同等の待遇を与えるという、同一性原理の適用条件

に基づくものである。 

• DRC 政府と他国間で条約・協定が締結されている場合を除き、企業・個人は同じ待遇を

受けるものとする。ただし、自由為替、関税同盟、共同市場などの地域経済組織圏に加
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盟または提携する他国民・他国企業に DRC が付与する特権については、この待遇は拡大

適用されない。 

• DRC では、国際法の原理に従い、投資家及び同国内で行われる投資に対して公正かつ公

平な待遇を保証することを約すると共に、同法の履行を妨害しないことを確約している。 

• DRC 憲法では、投資家が取得した私有財産または共同財産に関する権利を保証している。

同様の効力を有する新たな制定法や地方当局の判断に基づき、投資家の財産またはその

一部を直接国有化したり、収用することは禁じられている。ただし、公共利用目的や、

公正かつ公平な損害賠償の支払命令を受けている場合は例外となる。係る損害賠償は、

国有化または収用の対象となる資産の市場価格に基づいて行われる場合、公平なものと

してみなされる。係る市場価格については、収用または国有化が実施される前、もしく

は収用または国有化の決定が公表される前に、議論を通じて決定するものとする。 

• 同国では、為替規制に基づき、投資事業に関連する資金の国際移転を保証している。た

だし、制限を要すると見なされる場合、同法に基づく優遇措置が認められている外国投

資家は、外貨による営利事業を上回る利益が見込まれる事業においても優遇措置を受け

るものとする。 

• 同国では、外国投資家に対し、その配当金、及び企業が再投資した配当金が生み出した

収益の移転を保証している。 

• 同国では、同法に基づき取得し、承認された権利に関して、DRC 企業が支払うロイヤル

ティ、利子、及び手数料の移転を保証している。 

• 外国為替に関する規制の撤廃による権利を侵害することなく、外国人に支払うべき損害

補償の全額を移転することができる。 
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5. 環境法と要件 

探鉱または採石製品調査を行う者は、鉱業規制に定める行動規範を遵守しなければならない。 

探鉱ライセンスまたは採石製品調査ライセンス保有者は、探鉱事業または採石製品調査事業

の開始に先立ち、計画事業に関する（環境負荷）軽減復旧計画（MRP）を作成し、承認を得なけ

ればならない。MRP の承認は、鉱業省（Ministry of Mines）内の環境保護担当部局の管轄下に

おいて、環境大臣（Minister of the Environment）と共同で行う。 

 

採鉱ライセンス、尾鉱採鉱ライセンス、小規模採鉱ライセンス、採石開発認可の申請書には、

全てた環境影響報告書（EIS）ならびにプロジェクト環境管理計画（EMMP）を記載しなければな

らない。また、環境影響報告書とプロジェクト環境管理計画の承認を受けると共に、EMMP を実

施しなければならない。環境影響報告書には、採鉱事業開始前の生態系に関する詳細を記載し、

採鉱事業もしくは採石開発事業による質・量両面における影響の詳細を記載するものとする。

また環境保護対策案、汚染除去・汚染抑制対策案、施設復旧対策案、ならびに係る対策案の有

効性検証結果を記載しなければならない。 
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6. 鉱業の概要 

6.1. 地質と鉱床 

カッパーベルト（Zambian 銅鉱床帯を含む）は、原生代後期の岩盤からなる全長 500km、幅

100km の弧状地帯であり（Lufilian 弧状地帯）、DRC の Katanga（Shaba）州からザンビア北部

中央にかけて広がっている。この銅鉱床帯層序は、1,500km 以上に亘り確認されている大陸内伸

長地帯（Katanga 断層帯）の主要領域内で初期に形成され、大陸を横断する Damara-Lufilian-

Zambezi 造山帯の形成期に現在の造山帯・スラスト帯を形成した。この複合造山系は、Zaire

（Congo）大陸塊、Bangweulu 大陸塊、Kalahari 大陸塊に分かれており、さらに 13～11 億年前

に形成された Kibaran 造山帯と Irumide 造山帯が重なっている。Lufilian-Zambezi 地帯の内、

ほぼ 550km の広範囲に亘り分岐した Mwembeshi 剪断帯によって分断された部分は、Katanga 造山

帯と呼ばれている。 

 

Katanga 断層帯系の南部は Zambezi 地帯に位置し、中央部は Lufilian 弧状地帯の中核を形成

している。また同断層帯の北部は急角度で北東方向に伸長して Lufilian 弧状地帯に再び入り、

Kundelungu オーラコジンを形成している。同造山系を南西方向に辿ると、Damaran 地帯の海洋

地殻成分の混入量が徐々に増加する。Zambezi 地帯と Lufilian 弧状地帯との関係に関しては、8

億年前に Zambezi 地帯とその延長部に結び付く形で形成された造山コラプス構造内で、Roan 堆

積盆地が形成された可能性を示唆するとの見解もある。このシナリオは、13 億年前の

Laurentia 南西側境界上の Grenville 造山帯と Midcontinental 断層帯延長部との間に見られる

ものなど、多くの前地盆地地域で確認されたシナリオと類似したものであると思われる。広範

囲に及ぶ多面的な断層堆積・沈降堆積造山運動に先立ち生じた断層充填堆積に痕跡が残る大陸

崩壊の開始時期は、広範な Rodinia 崩壊系に同テレーンが包含された時期と一致している。図 6

に DRC の地質図を示す。 

 

 

6.2. Katanga 堆積物とその後の変成 

個別に沈降した結合断層盆地と、その後の沈下盆地系内において 880Ma～870Ma に始まった

Katangan 層序堆積物は、 大 10,000m の深さに達している。Lufilian 弧状地帯の原初の断層形

態と、その後の構造進化に見られる違いが、同造山帯の地域や構造領域間に見られる地層学的

変異の主な原因となっている。ザンビアの変成原生代基盤で不整合層を成している Roan 超層群

は、基盤大陸性砕屑岩、海進、浅海性砕屑岩、及び炭酸塩プラットフォーム‐高塩分礁湖蒸発

残留混合層序に分類される。 

Katanga では、厚い Roan 層序基盤はほとんどみられない。当地で見られる厚い Roan 層序内に

は大量の層内角礫岩が存在することから、層位学的データを合わせて考察すれば、同層序は北

部スラスト岩床の構造積層を示すものであると解釈できる。Roan 層群上には、Mwashya 層群の

炭質頁岩、鉄層、火砕岩による不整合層が形成されている。同銅鉱床帯内の上位 Roan 層群・

Mwashya 層群堆積物には、大量のシル状斑糲岩（角閃岩）が不規則に含まれている。この斑糲岩

は、Kundelungu 超層群の堆積期に発生した断層により局在化し、大規模な二峰性火成岩区の一

部を成している可能性がある。上部を覆う下位 Kundelungu 超層群と上位 Kundelungu 超層群は、

双方共に基盤に氷河性層序を有しており、表層は炭酸塩岩類で覆われている。 
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図 6．DRC：地質図 
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近では、上記の低緯度の氷河作用と表層炭酸塩について、超大陸崩壊の開始時に形成され

た広範な沈み込み系内部への大量の炭素埋蔵（と大気中のCO2濃度減少）が引き起こした大規模

な地球冷却期との関連が推測されている。両Kundelungu超層群共に、層序厚や、海洋性炭酸塩

と砕屑性堆積物のリソタイプに関し、地域の構造的環境間で大きなばらつきが見られることを

特徴としている。Katangan堆積物は、Lusakan（850Ma）造山期とLufilian（650Ma）造山期に変

形・変成し、緑色片岩と角閃岩を生成した。 

 

 

6.3. 鉱床生成区 

中央アフリカ銅鉱床帯で も有名なのは、層準規制銅・コバルト鉱床（“カッパーベルト”

と呼ばれている。）であるが、他にもウラン・（銅・コバルト・ニッケル・モリブデン）、

鉛・亜鉛・（銅・ゲルマニウム・ガリウム）、銅・金、大量の重晶石鉱床、高品位銅を伴うバ

ーミキュライト鉱床、金・PGE高品位鉱床など、数多くの重要な鉱床が存在する。ザンビア国内

の同銅鉱床帯では、厚さ20mの頁岩層に接する石英砂質岩を基盤とする銅・コバルト鉱化作用が

ほぼ全体に亘り生じている。 

 

ただし、大規模な銅・コバルト層が二層を成しているKatangaでは、Roan層序の大部分が外来

性であり、角礫岩がその境界を成している。硫化物鉱石は主に輝銅鉱、斑銅鉱、黄銅鉱からな

る。 

 

銅・コバルト鉱床の生成に関する初期の理論は、マグマ－熱水理論（新期花崗岩との関係）、

同生鉱床理論、続成作用のいずれかを重視するものであった。しかし、1980年代に入って行わ

れた調査から、同一の地質層内に生成した銅・コバルト層と鉱脈型ウラン鉱床との間には、鉱

物学と流体包有物の観点から類似点が存在することが明らかになってきた。このことは、変性

流体がウラン鉱化作用として働いていることを示唆している。初期の堆積作用と続成作用が、

オリジナルの鉱化作用であるとする見解が受け入れられる一方で、層準規制鉱化作用と

Lufilian期の断層と褶曲との関係も注目されつつある。層準規制銅・コバルト層などで鉱化が

生じた時期は、Lufilian期以降の鉱化期のほぼ全般に亘っている。 

 

この時期は、ほとんどの鉱床が形成された同時造山期に一致しており、その生成に変性流体

が作用したとする理論とも矛盾しない。初期堆積層と活性正断層との関連性、初期断層の再活

性化が後期 Lufilian スラストをもたらした可能性、さらには鉱化時期と推測される同時造山期

について鑑みれば、鉱床の局在化に対するテクトニクスの影響を示唆するスラスト積層

Lufilian 弧状地帯の調査を行うべきであると思われる。同地域では、同盆地の形成過程におい

て、異なる時期に複数回にわたり亘り、各種金属の鉱化が生じたことが指摘されている。 
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7. 鉱業関連政府機関 

1960 年に DRC が独立するまでの期間、同国が繁栄してきた主な要因は、当時の輸出額の三分

の二を占めていた鉱物資源にあった。DRC には、アフリカ 大の銅・コバルト・コルタン

（columbite-tantalite）鉱床が存在する他、金、ダイヤモンドなどの鉱物が豊富に埋蔵されて

いる。 

鉱業は、DRC の主要産業であり、輸出品目の 1 位はダイヤモンド、2 位は銅、4 位はコバルト

である。これまで鉱業は長年に亘り、輸出志向型経済国である同国 GDP の 25％、輸出収入の四

分の三を占めてきた。1996 年に DRC で発生した内戦により、金属鉱業を含む同国経済は深刻な

壊滅状態となったが、ダイヤモンド輸出は主要収入源の地位に留まった。鉱業インフラの多く

は破壊されたが、現在でも DRC は工業用ダイヤモンドとコバルトの主要産出国としての地位を

維持している。 

 

鉱業は成長の主な要因であると共に、多額の外国直接投資（FDI）を惹きつけてるものとみら

れる。ただし、物理的インフラの貧弱さと、安全保障上のリスクの高さが、今後も長期に亘り、

鉱業が秘める大きな成長可能性を著しく阻害する要因となるとみられる（BMI、2008年）。物理

的インフラの荒廃と、目下の安全保障上の問題が、引き続き大きな難題を引き起こしている。

同国からの迅速かつ安全な鉱物出荷の妨げとなっている不安定な輸送システムの他にも、電力

供給不足のリスクが鉱業生産拡大の支障となっている。また、複数の反乱勢力間での戦闘継続

などの安全上のリスクが、依然として事業の主な障害となっている。同国政府は、安全保障面

の改善と、反乱勢力による不法採鉱事業の取締に向けた取組みの一環として、採鉱事業に対す

る強制的な一時停止措置を繰り返し行ってきた。武力衝突が終結を迎えれば、鉱業部門におけ

る長期FDIを誘引し易くなるであろう。 

 

同国では、鉱業法の規定に基づいて民間セクターと連携することにより、同国の鉱業資源開

発を確実に進めている。国の主な職務は、民間セクターによる鉱業開発を促進し、かつ規制す

ることにある。 

 

一方、同国は、国土に関する地質学的知識の拡充を唯一の目的として、もしくは採鉱権・採

石権の取得を要しない科学的調査を目的として、土壌・底土調査を実施することができる。同

国は、公的機関、または係る目的のために設立した専門機関を通じ、鉱業法に基づく事業を実

施することができる。このような場合、国は民間機関と同様に、鉱業法の規定による制限を受

ける。鉱業法に定めるとおり、同法の管理責任を担う鉱業省、同省部局、同省外局機関以外の

公的部局・機関または政府部局・機関は、現行法の規定の適用や、規制実施に関する権限を有

しない。 

 

7.1.  鉱業登記所（The Mining Registry） 

鉱業登記所は、法的地位と独立した財政基盤を備えた公的機関である。鉱業大臣と財務大臣

が同機関を監督する。大統領指令（Presidential Decree）により、同機関に関する法規、組織、

事業を決定する。同機関の運営費を賄うため、鉱業登記所には、区画ごとの申請書出願費用と

年間地表税の徴収権限と管理権限が与えられている。 

 

鉱業登記所は、下記の登録事業を担当する。  

• 採鉱権または採石権の交付申請  

• 採鉱権または採石権の交付、または交付申請の却下  

• 採鉱権または採石権の取り下げ、解除、失効など  

• 採鉱権または採石権の移譲、貸与 

• 鉱業資産の保護  
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また鉱業登記所では、採鉱権または採石権申請、他の物質への採鉱権または採石権の拡張、

採鉱権または採石権申請の技術評価・環境評価調整、採鉱認証（Prospecting Certificates）

の発行手続も担当する。鉱業登記所は、探鉱権・採石調査権申請者の 低限の財務能力の認定

を行う。同登記所は採鉱・採石権の管理を担っており、参照用に一般に公開されている特定国

家登録に基づき、定期的に登録簿を整備し、測量を行う。 

 

7.2.  地質総局（The Geology Directorate） 

地質総局は、基礎地質調査、地質学に関する情報の収集と公表、ならびに係る情報の公表と

普及を通じて、鉱業セクターの推進を担当する。同局では、鉱業法第8条第2項に定める調査事

業と研究を実施する。同局は、解析・分析用として国内で採取した全試料・試料バッチから重

複抜き取りを行った試料を受領し、もしくはその提出を求める権限を与えられた唯一の機関で

ある。係る権限は、現行法の規定に基づき承認されている。 

地質総局では、以下の事項に対し、意向を発表する。  

• 鉱物の鉱業製品または採石製品としての区分、区分解除、再区分等 

• 零細採鉱区域の開設・閉鎖  

• 埋蔵物質として宣言された物質の区分または区分解除  

• 地質総局組織・事業を定める鉱業規制  

 

7.3.  鉱業総局（Directorate of Mines） 

鉱業総局は、採鉱事業・採石事業に対し、その安全、衛生、作業手順、生産、輸送、販売、

社会問題に関する監査・監督を担当する。同局は、鉱業製品・採石製品の生産と販売に関する

統計値と情報の編集と公表を担当する。同局は、工業的採鉱事業や小規模採鉱事業・零細採鉱

事業の監督権限と監査権限を与えられた唯一の機関である。同局は、公認業者の承認申請を受

領し、手続を行う。 

鉱業総局は、以下の事項に対し、意向を発表する。  

• 採鉱権・採石権の交付  

• 零細採鉱区域の開設  

• 金、ダイヤモンドなど、零細採鉱鉱物に関する公認業者承認申請手続 

鉱業総局の組織・事業については、鉱業規制により定められている。 

 

7.4.  鉱業環境保護担当局 

（Department in Charge of the Protection of the Mining environment） 

鉱業省鉱業環境保護担当局では、環境保護を担当する他の国政機関との協力のもと、鉱業法

及び環境保護に関する他の法規に基づき移譲された権限を行使する。特に、以下の事項を担当

する。 

• 以下に関する環境保護関連鉱業規制の制定と施行 

• 探鉱統轄規則  

• 零細業者統轄規則  

• 探鉱・採鉱事業、及び採石調査・採石開発事業向け指針 

• 環境保護に関する社会的義務の監督状況 

• 鉱業製品・採石製品に区分される鉱物の探査事業に関するMRPの技術評価 

 

採鉱権または採石権申請者が提示した EIS と EMMP の技術評価 

 

7.5.  科学研究省（Ministry of Scientific Research） 

科学研究省は、地質図作成、地球物理学、地球科学研究、同国の地質データベースの更新・

完成、鉱業セクターの持続的成長に不可欠な新規鉱床の探査を中心とした職務を担当する。地

質調査事業は、公共セクターと民間セクターが共同で実施している。民間企業は通常、特定さ

れた鉱物の位置を正確に把握するため、試掘や地表からの精密な地球物理学測定などの詳細な
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調査に重点を置いている。民間企業は、地質調査を担当する国家機関が作成した国内の地質図

を足がかりとして、探鉱目標を特定している。 

独立以来、DRC では、地域規模での本格的な探鉱はほとんど実施されなかった。そのため、国

土の 90％が未探査のまま残されており、残る 10％も 50 年前に利用されていた旧式の技術的・

科学的手法を用いた探査が行われてきた。更に、DRC 内には、地図やデータといった情報の保管

を担当する機関や省庁が現存していないため、このような情報をほとんど利用することができ

ない。幸い、長年にわたって DRC 内で収集されたほとんどの地質情報の原本や複製が、ベルギ

ーのテルヴューレン王立博物館（The Royal Museum of Tervuren）をはじめとする欧州や北米

の地質調査機関に保管されている。 

 

7.6.  零細・小規模鉱業事業者支援局（SAESSCAM) 

2003 年に設立された SAESSCAM(零細・小規模鉱業事業者支援局)は、小規模採鉱事業者と零細

採鉱事業者向けの多種多様な業務を担当している。現在、同局には 120 名の職員が勤務してお

り、ほぼ全州で業務を行っているが、そのほとんどは州都に設置されており、必ずしも零細採

鉱事業区域に設置されているわけではない。 

 

7.7.  ダイヤモンド・貴金属評価センター（Diamond and Precious Metals Evaluation Centre） 

ダイヤモンドの評価と認証を担当する政府機関である。同機関では、キンバリープロセスを

実効的に履行し、また同国のダイヤモンドと金の輸出に際して同国政府が適正市場価格を確実

に受領できるようにするための中心的な職務を担っている。 
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8. 鉱業政策と国営鉱業会社 

DRC は、鉱物産出国としてかなり長い歴史を有しているにも拘らず、鉱業セクターの監督を担

当する政府機関の権限は弱く、その効果は薄い。従来、同国の主な鉱業地域では、GECAMINES、

OKIMO、MIBA などの半官半民企業が上記の機能を果たしてきた。これらの企業以外には鉱業権保

有者が存在しなかったため、州には正式な政府監督機関が存在していたにも拘らず、これらの

企業がセクター全体に亘る権限を事実上行使してきた。新たな鉱業法令により、同法令の管理

と同セクター全般の監督を担当する政府機関が定められた。その組織体制は、書類上は国際的

慣行と一致している。しかし、中央・州レベルでの政府機関が憲法上義務付けられた責任を実

質的に履行することができるようにするためには、係る機関の権限を強化しなければならない

が、この点において政府は大きな難題を抱えている。 

 

表 ６．DRC の国営鉱業公社一覧 

企業名 所在地 事業対象鉱種 
採掘権地表
面積（km2） 

鉱業権 

GÉCAMINES Katanga（Kolwezi、
Likasi、Kambove、
Kipushi、Lubumbashi） 

銅、コバルト、石炭、 
石灰石、亜鉛、  
ゲルマニウム 

21,500 42 PER 59 PE 

OKIMO Ituri、Mongwala、
Watsa 

金 
 

83,000 49 PE 

MIBA Kasai ダイヤモンド 62,000 65 PER 151 PE

SOMINKI Kivu、Kalima、
Kamituga、Punia 

錫石、鉄マンガン重石、
コルタン、金、モナズ石

90.82 40 PE 

EMK-Mn Kisenge マンガン 
 

19.40 1 PE 

SODIMICO Katanga（Musoshi、
Kinsende、Kimpe） 

銅、銅合金、コバルト 827.23 5 PE 

（出典：IMF） 

 

8.1. GÉCAMINES（Générale de Carrières et des Mines）  

DRC 大の国営鉱業会社である GÉCAMINES は、UMHK（Union Minière du Haut Katanga）の国

営化に続き、1967 年に設立された。GÉCAMINES /Exploitation は、GÉCAMINES /Holding の子会

社である。GÉCAMINES /Exploitation に対しては、取締役会、執行委員会、監査団体がその影響

力を行使している。GÉCAMINES /exploitation の目的は、公式には鉱床の探鉱・採鉱、鉱産物の

加工・販売である。GÉCAMINES は、現時点で DRC 大の公的企業である。同社では現在、約

24,500 名（内、国外居住者 60 名）が従事している。GÉCAMINES の採鉱ライセンス鉱区保有面積

は 32,000 km²である。 

管理上の目的から、同社の資産は 3グループに分けられている。 

 

• 南部グループ （Lubumbashi近辺） 

• 中央部グループ（Likasi近辺） 

• 西部グループ （Kolwezi 近辺） 

 

8.2. OKIMO（The Office d’Or de Kilo-Moto） 

Okimo は、完全国有企業であり、1966 年から DRC 北東部の金鉱床の採鉱を行っている。Okimo

では、取締役会と執行委員会を設置している。Okimo の採鉱権対象面積は 83,000 km2 である。

Moto 地区と Kilo 地区との間は、約 200 km にも及ぶ、通行の困難な密林道で結ばれている。現
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在、Okimo の事業は、ほぼ停止状態にある。Okimo は、AngloGold Ashanti、Moto Gold mining、

Mwana Africa などの国際的鉱山会社と合弁事業契約を結んでいる。 

 

 

8.3. MIBA（La Minière de Bakwanga） 

MIBA は、同国政府が 80％を所有し、Sibeka（Umicore、ベルギー）が 20％を所有する半官半

民企業である。 近、Umicore/Sibeka は、その持株の 20％を南ア企業の Mwana Africa に売却

した。MIBA は 1961 年に設立された。MIBA の経営方針を決定する重要な権限を担っているのは、

国が委任する大統領行政官代表者、他の株主を代表する取締役会会長、行政官統括部長、副統

括部長の 4名である。 
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9. 稼行鉱山と探鉱プロジェクト 

近年のDRCの探鉱・採鉱セクターは著しい発展を遂げている。 

 

9.1. 生産中の鉱山 

（1）Dikulushi 鉱山 

Dikulushi 銅・銀鉱床は、DRC 南東部の Katanga 州に位置している。生産開始は 2002 年であ

る。同鉱山の管理企業は Anvil Mining LTD である。同鉱床は熱水性鉱脈型鉱床であり、砂岩と

頁岩の互層をなす Mongwe 層（中央アフリカ銅鉱床帯の主要鉱床の層位学的上位層）を基盤とし

ている。2008 年 3 月時点での Dikulushi の確定・推定・予想鉱量は、品位 Cu 6.38％の鉱量が

144 万 t（銅純分 91,830t）、品位 Ag 249.47g/t の鉱石が 144 万 t（銀純分 359ｔ）であった。

2007 年 12 月時点での Dikulushi の確定・推定埋蔵鉱量が 44,000t、品位 Cu 5.1％（銅純分

2,220t）、鉱量が 41,000t、品位 Ag 157 g/t（銀純分 6ｔ）であった。 

同鉱山は、2011 年以降までの生産が予定されている。 

 

表 ７. Dikulushi 鉱山の生産実績 

時期 銅(t) 銀(t) 

2005 年 17,816 54 

2006 年 22,618 68 

2007 年 24,561 76 

2008 年上半期 7,491 23 

 

 

（2）Kinsevere 鉱山 

Kinsevere 鉱床は、Tshifufiamashi 鉱床、Kinsevere Hill 鉱床、Tshifufia 鉱床の 3 つの鉱

床から成り、二層に分かれているように見える大量の砕屑岩からなる Katangan 系の推定層（周

囲を Kundelungu 超層群の新規堆積物に囲まれている）を基盤としている。2008 年 3 月時点での

Kinsevere の確定・推定・予想鉱量は、5,120 万 t、品位 Cu 3.57％（銅純分 183 万 t）であり、

確定・推定可採鉱量は、2,590 万 t、品位 Cu 4％（銅純分 104 万 t）であった。Kinsevere 鉱床

は、Lubumbashi の北西 30km に位置している。同鉱山の管理企業は Anvil Mining Ltd である。 

 

 

表 ８. Kinsevere 鉱山の生産実績 

時期  銅 (t) 

2007 年 13,006

2008 年 6,433

 

（3）Frontier 鉱山 

Frontier 鉱山は、DRC のザンビア国境から 2km 以内、Sakania 町近郊に位置している。 

生産開始は 2007 年 11 月である。同鉱山の管理企業は First Quantum Minerals Ltd である。

Frontier の鉱化物は主に堆積物を基盤とした後生的なものであり、銅鉱床帯内の従来の鉱床よ

りも層位学的に上位で生成したものである。この銅鉱化物は、層位学的には主に Nguba 層群の

頁岩と礫岩中に位置している。2006 年 11 月時点での Frontier 鉱山の確定・推定・予想鉱量は、

2億 8,990 万 t、品位 Cu1.16％（銅換算：336 万 t）であった。 

 

表 ９. Frontier 鉱山の生産実績 

時期  銅 (t) 

2007 年 8,712

2008 年上半期 36,573

 



- 34 - 

（4）Ruashi/Etoile 鉱山 

同鉱山は Lubumbashi に位置し、Metorex Ltd が管理している。現在、同鉱山の拡張事業が行

われている。鉱石鉱物は主に酸化物であり、酸化銅鉱は孔雀石、珪孔雀石、複合黒色酸化物

（銅の小塊）を成分としている。鉱体は、ザンビアから Katanga 州に延びる Zambian 銅鉱床帯

に位置している。2007 年 10 月時点の銅の推定鉱量は 2,860 万 t、推定可採鉱量は 2,412 万 t で

あった。 

 

表 10.  Ruashi/Etoile 鉱山の生産実績 

時期  銅 (t) 

2007 年 6,361

2008 年 10,767

 

 

9.2. 探鉱プロジェクト 

（1）Kakanda 銅プロジェクト 

Kakanda プロジェクトは、Simberi Mining Corporation が管理している。同プロジェクトは

FS 段階にある。同鉱床は、Lufilian 弧状地帯内に位置する原生代後期の Katanga 系の堆積岩を

基盤としている。Lufilian 弧状地帯と Zambesi 地帯は、原生代後期の汎アフリカ表成地帯系の

一部を形成している。2008 年 6 月時点での確定・推定鉱量は、銅が 1,850 万 t、コバルトが 185

万 t であった。FS は 2007 年 10 月に完了したが、政治・軍事関連問題により、同プロジェクト

は 2005 年まで棚上げ状態となっていた。 

 

（2）Kalukundi 銅プロジェクト 

Kalukundi プロジェクトは、Kolwezi の東 65km に位置している。同プロジェクトの管理企業

は、Africo Resources である。同プロジェクトは現在スコーピング段階にある。2008 年 6 月時

点での銅の確定・推定・予想鉱量は 2,718 万 t、確定・推定可採鉱量は 780 万 t であった。 

 

（3）Lubembe ダイヤモンドプロジェクト 

Lubembe プロジェクトの管理企業は、Gem Diamonds Ltd である。同プロジェクトは Lubembe

川の近傍に位置し、現在は試掘段階にある。2007 年 12 月時点での予想鉱量は 50 万 t であった。

同プロジェクトは、Tshiumbu 川と Lubembe 川近傍の 22 の採掘権区域から成る。同プロジェクト

では砂鉱床採鉱と零細採鉱の双方が行われてきた。Lubembe 採掘権での砂鉱床採鉱に関するスコ

ーピング・スタディ調査は完了し、Gem Diamonds では、プロジェクトを全面操業段階へと進展

させる可能性について調査している。2007 年には試掘が開始され、2008 年を通じての掘削作業

が予定されていた。 

 

（4）Lugushwa 金プロジェクト 

同プロジェクトは、Bukava の南西 150km に位置している。同プロジェクトの管理企業は、

Banro Corporation である。2007 年 8 月時点での金の予想鉱量は 3,700 万 t であった。Banro で

は、3 つの採鉱ライセンスを保有しており、その対象面積は約 641km2 となっている。2005 年に

は探鉱が開始された。現在、同プロジェクトはスコーピング段階にある。 

 

（5）Tenke Fungurume 銅コバルトプロジェクト 

2009 年 3 月、SxEw カソード生産開始。鉱山開発計画によれば、当初の 10 年間は高品位部(品

位 Cu 4.6％、Co 0.4％)を対象に、年産銅 113.4kt、コバルト 8,200t の生産体制で操業する。

投資総額は、2007 年 10 月時点の 900mUS$から 2008 年 4 月には 1,750mUS$に増大。 

権益比率は、FCX 57.75％、Lunding Mining (本社：加 Toronto)24.75％、Gecamines (DRC コ

ンゴ政府)17.5％とされているが、投資額の 70％を FCX が負担する。 
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表 11．Tenke Fungurume 銅・コバルト鉱床の埋蔵量 
品位（％） 金属量（mｔ） カテゴリー 埋蔵量 

（mｔ） Ｃｕ Ｃｏ Ｃｕ Ｃｏ 
確定(Proven) 59.6 2.62 0.37 1.6 0.22 
推定（Probable) 59.9 2.67 0.32 1.6 0.19 
合計 119.5 2.65 0.34 3.2 0.41 
(出典：MJ, April 3,2009. ｶｯﾄｵﾌ品位 1.46%(Cu 等価), 価格(US$/lb)：Cu1.60, Co10.00) 

 

DRC 政府は、1998～2003 年間の内戦による混乱期に締結された鉱業契約が不平等であるとして、

2007 年初めから見直しを行っており、DRC 政府は、同プロジェクトの権益比率を 17.5％から

45％に増率することを要求していた。 

 今回の鉱業契約見直しでは 61 件の鉱業契約が見直され、Tenke Fungrme の当初の見直し期限

とされた 2009 年 8 月では決着せず、同年 10 月まで延期され一番 後まで残っていた。しかし、

交渉期限の 10 月 11 日までに決着せず 2 週間以内に DRC コンゴの閣議に付されることとなった。 

 今回の見直しの内、鉱業権が取消されたプロジェクトとして First Quantum Minerals 

Ltd.(本社：加 Vancouver)の Kingamyambo Musoni Tailing プロジェクトがあり、今後、裁判に

持ち込まれる可能性がある。また、今回更新された鉱業契約の内、25 プロジェクトは、2009 年

12 月末が FS 終了期限となっており、FS が終了しない場合には鉱業権が取消される恐れもある。 
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10. 社会問題等 

10.1. 鉱業契約の概説 

独立から1995年までの間、GÉCAMINES、MIBA、SOMINKI、OKIMOなどの国営企業を通じ、国が全

鉱業権を保有していた。1994～95年、国営企業が生産を維持できなくなったことから、同国政

府は、国営企業が民間企業と共同事業契約を締結することを認める方針を決定した。国営企業

と民間企業が締結した共同事業契約により、鉱業権は共同事業の裁量に任されることになり、

また共同事業の投資・内部管理や、探鉱、開発、採鉱、商業化の様式が定められた。1995～

2000年の間に数多くの契約が締結されたが、その時期は同国で内戦が発生していた時期でもあ

り、これらを初めとする契約の一部は、不透明かつ疑問の残る状況下で締結されたものである

との主張がある。また、当時の政治的リスクの高さを鑑みれば、共同事業契約の一部には、民

間企業側に有利な免税や非課税控除が含まれていると見られる。現在ではある程度の安定を戻

したことから、これらの契約は民間企業側にあまりにも有利なものであり、国際的な 良事例

からは外れたものであると見なされる可能性がある。同国の大部分が平和を取り戻した2001年

以降も、国営鉱業会社と民間企業との間で新たな契約が締結され、あるいは契約交渉が行われ

ている。 

 

契約交渉の方法には、以下のような数多くの欠点が存在することが確認されている。 

• 一部の契約では、交渉と承認に関する透明性がやや欠如している。 

• 競争入札プロセスがない。 

• 鉱物資産の査定・評価がほとんど、ないしは全く行われていない。  

• 鉱物資産に対する適正市場価格を政府が受領しているかどうかを判断するのことが難し

い。 

• 時間面と財政面の検討結果を鑑みれば、民間企業に移譲される鉱物資源の規模が大きす

ぎるため、単独企業が合理的に採鉱事業を行うことが難しくなっている。 

• 契約締結に先立ち、その法的条件や財務条件の適正なレビューが行われていない。 

 

DRC国営企業と民間企業との間で締結された約60の鉱業契約についてレビューを行うため、再

検討委員会（Revisitation Commission）が設立された。同委員会は契約の監査と、係る契約が

DRCの公共企業と国内開発に及ぼす影響についての評価が義務付けられた。同委員会には、契約

の不均衡を是正するために、契約の 終改定について勧告を行う権限が与えられている。 

 

同委員会が行った勧告の例を以下に示す。 

• Dikulushiでの採鉱に関する国とAnvil Miningとの共同事業契約を取り消すべきである。

同委員会では特に、1998年に非公式に交わされた契約に基づき、Anvil側が自社と自社下

請業者の税とロイヤルティの20年間に亘る完全免除を獲得したことを問題視した。 

• MIBAは、ダイヤモンド関連グループ企業De Beers Centenary（同部門の 大企業）との

合弁企業“SKD”について再交渉を行うべきである。同委員会は、同企業の持株が、両当

事者の実際の出資額を適正に評価することなく、非公式に交わされた契約に基づいて独

断的に配分（De Beersが51％、Mibaが49％）されたことが認可条件から外れているとし

た。更に、De Beersが全製品の販売権を保有し、コンサルタント料を過剰に受け取って

いるのに対し、MibaはSKDの執行委員会に代表者を参加させていない。 

• MIBAとBHP Billitonの子会社との間の合弁事業については、合弁事業プロジェクトに対

する両当事者の実際の出資額を考慮した上で、株式の配分について再交渉を行うべきで

ある。 

• 同委員会は、OkimoがAngloGold Kiloと締結した契約条件が、AngloGold Kilo側の事由に

より、過去数年間に悪化したとした。AngloGoldが採鉱を許可された区域が実質的には4

倍になっているにも拘らず、地代は減額されている。更に、AngloGoldは未だに生産を開

始していない。したがって、同委員会は条件を大幅に変更した新たな合弁事業を提案し

た。同案では、Okimoの取分を13.8％から45％に増加すると共に地代を増額すべきである
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としており、また対象区域の6,000 km2をOkimoに返還しなければならず、AngloGoldは直

ちに生産を開始すべきであるとしている。 

• 同委員会はTenke Fungurume鉱山に関し、2005年にGécaminesの株式持分が不当に17.5％

に減らされたとの裁決を下し、当初の45％に株式持分を増加するように勧告した。その

他にも同委員会は、やはりGécaminesの出資額に対する給付金を250百万US$から100百万

US$に減額した2005年の修正契約を取消すよう求めている。 

 

 

10.2. 鉱物資源と戦争 

1994年、DRC東部で動乱が発生すると同時に、隣接するルワンダでの戦争を原因とする難民問

題が生じた。1998年8月には、DRC軍と、同国の東側で国境を接するルワンダ軍・ウガンダ軍と

の間に戦闘が起こった。その他の近隣諸国も次第に戦争に巻き込まれていった。アンゴラ、ジ

ンバブエ、ナミビアは、DRC政府を支援する軍隊を派遣した。またブルンジも参戦し、DRC反乱

軍に加勢した。この紛争の主な原因となったのは、5種類の重要鉱物資源（金、錫、ダイヤモン

ド、コバルト、銅）の利用と管理、貿易を巡る問題であった。またDRCには、大量のコルタン

（Nb-Ta鉱）に加え、携帯電話製造に重要なレアメタル鉱石が存在している。 

反政府軍と外国政府は、同国を占領中にその資源を略奪した。この資源の略奪が、4年間に亘

る戦争に更に油を注ぐ形となる。この結果、推定で380万人が死亡し、230万人が避難を余儀な

くされるという人道的危機をもたらした。犠牲者のほとんどの死因は、軍事的衝突による殺害

ではなく、戦争を原因として過密状態となった難民キャンプで発生した栄養失調と伝染病であ

ったが、この難民キャンプは、民間人が戦闘と武装グループによる無法な暴力から逃れる場所

として、同国辺境地域に求めたものであった。現在も不安定で危険な状態が続き、インフラス

トラクチャが壊滅状態となっていることから、多くのDRC人が弱い立場に置かれ、人道的援助を

受けられず、食料や基本的な医療が不足している状態が続いている。 

地域住民は、戦闘からの避難を余儀なくされていることに加えて、居住区域から貴金属が略

奪されているために、その恩恵を享受することができないという被害も受けている。また国立

野生動物公園も、同国の東部に位置するものを中心として、不法採鉱や肉・象牙を狙った密猟、

狩猟による損害を受けている。このような行為によって重要な生態系が存在する地域が破壊さ

れ、 終的には、将来的に同地域が平和を取り戻した際に地域住民が得られる観光収入を奪う

ことなる。DRC内の資源の奪い合いが、さまざまなグループ間での戦闘を引き起こす主な原因と

なりつつある。 

 

 

10.3. DRC の急成長を妨げる要因 

（1）インフラストラクチャ 

インフラは悲惨な状態にある。半官半民企業の産業インフラは略奪され、輸送網は寸断され、

これが正式な経済の回復に向けた大きな障害となっている。ほとんどの半官半民企業は、怠慢

や着服、資産収奪、略奪によりインフラが寸断された 1990 年代初頭から鉱業生産を中止してい

る。 

 

（2）安全保障上のリスク 

鉱業セクターを中心とする多くの企業では、鉱床から長期に亘る多額の収益が確実に見込ま

れることから、多額の投資を行いたいとする意志を示しているが、安全保障上のリスクが多く

の投資家を尻込みさせている。地域内で危険な状態が続いており、また地方の軍閥長とその民

兵が権力を掌握していることから、長期投資による費用と便益については予測不能な状態とな

っている。 

 

（3）多元的法体制 

政府が掌握する領内と、反乱勢力が支配する地域では、戦争中に両陣営がそれぞれに自身の

法令を布告したため、法体制が異なるものとなっている。競合あるいは矛盾するケースもしば

しば見られるような異なる法体制が、同国の各地域に同時に存在していることから、特に外国



- 38 - 

投資に関する法的な不透明性が生じている。この要因は、採鉱権、事業、取引ライセンスに対

する申立を統轄する中央法（政府）と地方法（元反乱勢力）が矛盾しているケースが多く見ら

れることにある。 

 

（4）脆弱な国家機関と行政能力 

数十年に及ぶ管理不足と資産収奪の結果、DRC の制度面での能力は著しく脆弱なものとなり、

国家法の執行は言うまでもなく、経済回復に向けたインフラ、制度、法的枠組を整備すること

ができない状態にある。同国には、職員に対して適正な給与を支払う財源や、制度面の強化に

向けた能力開発投資を行う財源が不足している。 

 

（5）組織的な腐敗 

全社会的レベルで不正が横行し、慣行として受け入れられている。下流レベルでは、政府の

下級職員や低賃金職員による些細な不正行為や、一般市民による非公式事業や不法事業を通じ

た種々の手段による関税・税金の回避が横行しており、それが経済的再生や生き残りに向けた

重要な要素を形成している。上流レベルでは、高位の政治家や軍人、国家公務員、事業家が、

大がかりな不正を積極的に行っている。半官半民企業による汚職、着服、資産収奪には、経済

的・政治的影響力と権力の集中と大きな関係がある。 

 

（6）非公式な権力人脈と互選の慣行 

これは、政府と反政府勢力との間での権力の再配分交渉に起因するものである。 
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