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はじめに
豊富な鉱物資源を持つカザフスタンは、1991年の

独立以降、大規模な外国投資及び技術移転を行い、比
較的短期間で収益を上げることができる石油ガス部門
の発展に努めてきた。1990年代の地下資源利用制度
の構築は、炭化水素開発のための環境整備が優先さ
れ、これによりカザフスタンは世界的石油企業のコン
ソーシアムとの間でいくつかの生産物分与契約を締結
することができた。一方、鉱物部門は、ソ連時代に開
発された鉱床の開発が依然として行われ、環境整備に
向けた政府の取組は十分とは言えない状況であった。

2000年代初頭からカザフスタンは資源ナショナリ
ズムの潮流に乗り、地下資源利用に対する投資条件を
厳しくし、これを反映した新しい「地下資源・地下資
源利用法」（地下資源法）が2010年に採択された。カ
ザフスタンでは石油ガス部門が鉱物部門を上回るペー
スで発展してきたため、それらを所管する2つの省

（現在はエネルギー省と投資・発展省）ならびに石油
ガス産業及び鉱物産業が歴史的に対立していた。2010
年の地下資源法採択時に、鉱物産業界側は、石油ガス
と鉱物を分けて別々の法律を作る必要はないと主張
し、その主張が認められたが、法律は石油ガス部門の
規制に関する条文が多く、石油ガスと比較し、鉱物の
開発条件は厳しいと指摘されている。

鉱物部門の投資の遅れにより、開発中の鉱床の枯
渇化は深刻化しており110～15年後には採掘減少が予
想され、主要金属の生産は現在の水準を維持できなく
なるとの指摘がある。この問題の緊急性は、国際石油
価格が下落する中でいっそう顕在化した。

カザフスタン政府は地質調査を促進することが迫
られているが、新規鉱床は概して採掘が難しく低品位
のため、投資及び新技術の導入促進が不可欠となって
いる。また、鉱物の商業的規模での埋蔵量の発見が見
込まれる地域は、既存インフラや産業立地地域から遠

方に位置しているため、インフラ投資も必要となる。
鉱物の生産を維持するためには、大手鉱業企業の誘致
が必要である。そのためには、探査済鉱床を揃え、鉱
床開発に向けた追加地質調査及びその準備を担える
ジュニア企業ならびにサービス企業の市場を創出する
必要がある（開発待ち鉱床の創出）。さらに、地下資
源利用権の行政管理をはじめ鉱物採掘部門の投資環境
の改善が必須である。

このような問題意識のもと、カザフスタンは、鉱
物関連の規制緩和に重点を置いた地下資源利用の改革
に2013年に着手した。

2013年から2014年にかけて、地下資源法の改正に
向けた検討が行われ（鉱物関連の地下資源利用改革第
一段）、2014年12月に鉱物関連の投資環境改善を目的
とする重大な部分改正2が採択された3（改革第二段）。
将来的には、新法である独立した鉱業法典の採択が予
定されている（改革第三段（最終段階））。このよう
に、カザフスタンでは鉱物分野について大幅な規制緩
和及び地下資源利用関連ビジネスの創出がスタートし
つつある。

2013年から2014年にかけて政府が講じた主な投資
環境整備は次のとおりである。

• �「地下資源利用の秩序化」を目的として2007年に
導入された鉱区・鉱床割当に対するモラトリアム
が2013年に解除された（モラトリアム実施期間中
に、政府は世界銀行や大手企業とともに鉱物分野
の大規模な分析、契約及び契約義務履行状況の検
証を行った。その結果、契約600件中179件が

「不誠実な投資家」との契約として無効となっ
た）。

• �2014年6月、投資規制が改正された（特に、大き
な特典が付与される「優先的投資プロジェクト」4

の概念が投資法に加えられた）。
• �鉱物資源部門の管理制度の改革に向けた取り組

1� 過去20年間で探査された大規模鉱床は1件もない。
2� 現行法が50％以上変更される場合は、新法が作成される。
3� 2014年12月29日にナザルバエフ大統領が署名、2015年1月10日に施行された。多くの改正点に関し、関連法規は

まだ作成されておらず、実施例もない。
4� 通常、国家経済発展の優先分野（国家産業技術革新発展プログラム）に合致する加工、ハイテクその他の分野の

非資源プロジェクトを意味する。
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みが開始された（意思決定時間と官僚的手続きの
短縮を主目的とした2014年8月の省庁再編の一
環）。

• �2014年12月、地下資源法が改正された。
• �2013年末、カザフスタンは採取産業透明性イニ
シアティブ（EITI）遵守国と認定された。EITI
実施作業計画が更新され、2015年までの施策が
盛り込まれた。2013年10月のEITI全国会議にお
いて全当事者が調印したMOUが採択された。カ
ザフスタンは地下資源利用及び地質調査分野の汚
職防止措置を盛り込んだ7つのEITI報告書を上
梓している。

今後、政府が取り組む予定の主な投資環境整備は
次のとおりである。

• �鉱業法典（地下資源法典）の策定と採択。基本理
念は2015年6～7月、法典自体は2016年末に採択
される見込み。地質調査目的の地下資源利用権取
得規則の大幅簡素化、投資意欲促進が検討されて
いる（制限の縮小、安定した課税と税負担率の上
限導入、ライセンス供与メカニズムの導入、国際
仲裁、担保のための通知手続き等）。

• �探査目的の地下資源利用権供与の豪州方式への
移行、毎年増額することで鉱区リース料を徴収し
政府の関与を制限すること、探査（鉱区の有望性
決定）の簡易制度の施行、鉱床保持権の導入（市
況不調の期間等）。

• �鉱業関連国際基準（OECD,� ISO,� JORC等）への
移行。2015年に資源量・埋蔵量評価システムの
改革がスタートする。その第一歩は、独立系地下

資源専門家連合の設立と国際埋蔵量報告合同委員
会（CRIRSCO）への加盟申請である。JORC基準
の導入は地下資源法典採択と並行して開始する。
人的資本開発、事業の透明化と責任ある実施、
ジュニア企業向け投資ファンドの発展、企業内部
統制、法秩序等に関するOECD基準合致に向け
た鉱業発展促進計画を作成する。

• �地下資源利用権供与手続きの「ワンストップサー
ビス」制度の構築（地方当局レベルの承認も含
む）、オンラインサービス、手続き時間の大幅短
縮。

• �投資家に対する制限が適用される戦略的鉱床の
基準（埋蔵量、地理的位置、国家安全保障上の重
要性、鉱種）及びリストの確定。

• �ジュニア企業、サービス企業分野発展に向けた
戦略の策定と実施、地質情報（二次）市場創出。

• �地質情報開示のハイテクプラットフォーム構築、
地質調査専門センター創設、地質情報入手の容易
化。

• �人材・専門家育成とそのための世界レベルの地
質専門大学創設。

今後も、鉱業はカザフスタン経済の成長にとって
最重要分野の一つであり、その発展のため、日本企業
の貢献も期待されるところである。そこで、本報告書
では、日本企業がカザフスタンで鉱物資源活動を行う
際の一助となることを期待して、カザフスタンの鉱業
関連概要、鉱業関連法規等の概要、主要企業の動向等
を報告することとしたい。
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Ⅰ. 鉱業関連一般概要
1． カザフスタンの地下資源利用分野における主なプ

レーヤー
カザフスタンの地下資源利用分野における主なプ

レーヤーは以下の通りである。

表1.  カザフスタンの地下資源利用におけるプレーヤー一覧
カテゴリー 組織 主な特徴

地下資源利用権を供与する国家
当局

投資・発展省 鉱物の契約を規制
エネルギー省 石炭・炭化水素原料の契約を規制
地方行政機関 一般採掘物の契約を規制

鉱物関係の地下資源利用権取得
の優先権を持つ国営企業

National Geological Exploration 
Company ‘Kazgeology’, JSC

（1） 国家地質調査業務、 （2） 探査業務を行う。採掘業
務は予定していない。世界レベルの地質調査会社にな
る予定。

National Mining Company ‘Tau 
Ken Samruk’, JSC

国営鉱業会社大手になる予定。開発準備が整った新規
鉱床が少ないため、探査関係のプロジェクトを実施し
ている。 

NAC Kazatomprom, JSC ウラン専門事業者、ウラン生産の世界的リーダー。ウ
ラン加工とウラン燃料輸出を予定している。

社会的事業会社 利益を社会インフラに投資する地域国営企業。2015年
から一般採掘物に特化する予定だが、以前に鉱物利用
権を取得した会社については事業を継続する。

国家産業技術革新発展プログラ
ムの実施主体

先端技術誘致に向けて地下資源利用権を利用する新し
いカテゴリーのプレーヤー（「技術の見返りに資源」）。
取引実績はまだない。

主要事業をカザフスタンで行っ
ている外資系（もしくはロンド
ン証券取引所に上場している）
大手地下資源利用者

KAZ Minerals PLC （銅、金）
Kazzinc （亜鉛、鉛、など）、
ENRC （クロム、アルミニウム、
石炭）
ArcelorMittal S.A. （鋼鉄）

1990年代の鉱業資産民営化の時期に登場した。一連の
非鉄金属の独占生産者。

カザフスタンの地下資源利用者 KAZCOPPER LLP　（ 銅 ）、
Dala Mining LLP （モリブデン）、
Altyn Dala Minig（金）など

一般に、 ジュニア企業に分類できる小規模企業

地質調査分野の外国投資家 Rio Tinto, Geotech, Iluka, Kores Na t i ona l  Geo log ica l  Exp lo ra t i on  Company 
‘Kazgeology’, JSCは、地質調査分野の世界的企業と
の合弁設立を行っている。

採掘分野の外国投資家 Polyus Gold International（金）
Polymetal International PLC

（金）
Nova Zinc LLP（鉛、亜鉛）
Russian Copper Company Ltd　

（銅）
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2．鉱業行政機関
鉱物資源5利用分野の主要な国家規制機関は投資・

発展省（Ministry� of� Investment� and�Development、
“ini”）6である。投資・発展省（地下資源利用局）�は
規制業務の他、地下資源利用契約の締結・履行時には
国家を代表する管轄機関となる7。また、投資・発展
省は下記の下部機関による鉱業管理も行っている。�

• �地 質・ 地 下 資 源 利 用 委 員 会�Committee� on
geology�and�subsoil�use.

• �産 業 開 発・ 産 業 保 安 委 員 会�Committee� of
industrial�development�and�industrial�safety�（業
務別ライセンス交付8、産業保安分野の法律執行
の監視9）.

• �投資委員会� Investment� Committee�（投資誘致、
経済特区に関する管理）�

上記機関の他、下記省庁も地下資源利用規制に関
与している。

• �財務省�（税金、財務諸表、移転価格税制）�
• �国家経済省�（地下資源利用契約の経済性評価）

• �エネルギー省�（環境管理）

（1） 投資・発展省
�Address:�Kazakhstan,�Astana,� 32/1�Kabanbay�
Batyra�prospect�
Tel.:�+7�（7172）�241-312,�241-213,�241-805�
Fax:�+7�（7172）�557-777,�243-636
E-mail:�mid@mid.gov.kz
Web:�www.mid.gov.kz

投資・発展省は、産業・産業技術革新発展、鉱業・
製錬産業、ローカル・コンテンツ発展、投資・投資支
援国家政策、投資環境整備、経済特区の設置・運営・
廃止、輸出管理、鉱物資源、国家地質調査、鉱物資源
基盤再生、地下資源の合理的・総合的利用、鉱物資源

（ウランと石炭を除く）利用の国家管理、投資支援国
家政策の実施等を所管する中央行政機関である。

下記をはじめとする下部委員会を有する。

表2. カザフスタン投資・発展省の下部委員会のURL
地質・地下資源利用委員会 http://geology.gov.kz/ 
投資委員会 http://invest.mid.gov.kz/ 
産業開発・産業保安委員会 http://comprom.gov.kz/ 

図1．投資・発展省組織

5� 石油・ガスはエネルギー省（旧エネルギー鉱物資源省（2010年3月11日以前）、旧石油ガス省（2010年3月12日～
2014年8月6日））の所管。

6� 旧エネルギー鉱物資源省（2010年3月11日以前）、旧産業新技術省（2010年3月12日～2014年8月6日）
7� 地方政府の所管である一般採掘物に関する契約は除く。
8� 探査の実施には、方法により以下のライセンスが必要となる。（i）�ボーリング作業ライセンス、�（ii）�爆発物取扱

いライセンス、�（iii）�建設ライセンス�（鉱山・選鉱プラント・インフラの建設等）�、�（iv）�化学物質等の利用ライセ
ンス等。地下資源利用権所有者はこれらのライセンスを自身で取得するか、これらを所持する請負業者を利用す
る。

9� 産業保安分野の任務・権限は、2014年8月の省庁再編に伴い非常事態省から移管された。
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（2） 地質・地下資源利用委員会
�Address:�Kazakhstan,�Astana,� 8�Orynbor� Str.,�
Dom�Ministerstv,�7th�entrance,�12�F.�
Tel.:�+7�（7172）�74-29-04,�Fax:�+7�（7172）�74-35-40�
E-mail:�komgeo@geology.kz
Web:�www.geology.gov.kz

地質・地下資源利用委員会は、国家地質調査、鉱物
資源基盤再生、地下資源の合理的・総合的利用、地下
資源利用国家管理に関する国家政策を実施している。

主要業務10：
• �地下資源の地質その他の情報の保管・体系化・
普遍化、国家・地域が有する地質情報データバン
クの活用支援、地質情報の歴史的原価・価格・取
得条件の決定、入札対象の地下資源鉱区に関する
地質情報一式の作成と入札公告前の価格決定

• �地下資源の国家鑑定、鉱物埋蔵量の認定、鉱物
埋蔵量の国家バランスシート作成・管理、鉱床・
地質災害・鉱床の国家台帳作成・管理、鉱床埋蔵
量の分類方法決定

• �地下資源利用者による国家地質調査契約条件履
行の管理・監視、地下資源利用事業における商
品・労働・サービス購入手続きの地下資源利用者
による遵守の管理・監視

• �地下資源の調査・利用に関する技術規範文書の
作成

• �入札対象となる地下資源鉱区リスト案作成に関
する提案の管轄機関への提出、契約及び作業計画
案の承認、契約に基づき地下資源利用者に供与さ
れた国家地質調査目的の地下資源利用権譲渡の事
前承認、探査や採掘に関係しない坑内施設建設及
び（または）操業に関する契約締結に向けた直接
交渉への参加申請の判定

• �鉱物資源の一次処理（選鉱）を含む地下資源の合
理的・総合的利用の管理、採掘権・探査権の供
与、鉱床エリアの施設建設と坑内施設設置の許可

• �地下資源の保護及び合理的利用関連の規則違反
による損害額の確定、設計会社が作成した地下資
源利用施設清算計画もしくは休眠化計画の承認

• �鉱床開発の影響除去計画の承認
• �地下資源の調査・利用の国家管理その他

図3．地質・地下資源利用委員会の組織図（2）
（出典： 地質・地下資源利用委員会）

図2．地質・地下資源利用委員会の組織図（1）
（出典： 地質・地下資源利用委員会）

10� 鉱物資源関連
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3．国営公社
カザフスタン鉱業の国益を代表するのは政府支配

下 のSovereign�Wealth� Fund‘Samruk-Kazyna’,�
JSC11及び傘下12の下記企業である13。�

• �National�Mining�Company�損害額の確定、設計会
社が作成した地下資源利�（鉱物の探査・採掘・加
工・販売）。�

• �National� Geological� Exploration� Company�
‘Kazgeology’,�JSC�（優先的鉱種の地質調査�）。
• �NAC�Kazatomprom,� JSC�（ウランの採掘・輸出、
レアメタル、発電所用核燃料）

国営企業は、国家としての義務的資本参加を定め
た地下資源利用契約において公益を代表する。（現
在、通常50％以上）。

また、国営企業の目標は、地下鉱物資源利用分野
における戦略的に重要なオペレータになること、それ
により国家の経済競争力全体を引き上げることであ
る。

この目的達成のため国営企業には、法制化された
ビジネスメリット（入札なしの直接交渉による地下資
源利用権の供与、一定の契約における国営企業の義務
的資本参加の強化、国営企業を通した地下資源利用権
取得の国家優先権行使等）が与えられている。

地下資源利用分野には下記の国営機関も関与して
いる。

• �National� Agency� on� Development� of� Local�
Content�JSC��（“NADLoC”）

• �National� Export� and� Investment� Agency�
"KAZNEX� INVEST"�（輸出振興、直接外国投資
の誘致）

（1） Sovereign Wealth Fund ‘Samruk-Kazyna’, 
JSC
Address:�Kazakhstan,�Astana
�Legal:� 23�Kabanbai� batyra� street.� Actual:� 8�
Kunaeva�street,�Block�B
Tel:�+7�（7172）�554-002,�554-001,�552-630�
Fax:��+7�（7172）�554-000
E-mail:�press@sk.kz
Web:�www.sk.kz

Sovereign�Wealth� Fund�‘Samruk-Kazyna’�は、
2008年10月13日付カザフスタン共和国大統領令第669
号により設立された。設立の目的は、国家経済の競争
力と安定性の向上、国際市場の否定的変化が国家の経
済成長に与える影響の予見である。活動の主目的は、

同基金が所有権を持つ国営開発機関、国営企業及びそ
の他法人の株式（持分）を管理し、それら組織の長期
的価値を最大化し、国際市場における競争力を引き上
げることである。基金及び傘下企業の主要事業は、カ
ザフスタン大統領教書及び「2003～2015年のカザフ
スタン共和国産業技術革新発展戦略」に基づく国家経
済の近代化・多角化である。基金の優先部門は下記で
ある。

• �石油ガス部門
• �電力
• �製錬
• �化学・石油化学
• �インフラ
基金の主要課題
• �地域・国家・国際規模の投資プロジェクトの作
成と実施サポート

• �基金傘下企業グループの既存資産の維持・近代
化

• �地域開発支援と社会福祉プロジェクトの実施
• �国内生産者、国産品・サービスに対する支援

（2） National Mining Company ‘Tau Ken Samruk’, 
JSC
�Address:�Kazakhstan,�Astana,�8�Kunayev�Street,�
Emerald�Towers,�block�B,�13th�floor.
E-mail:�info@tks.kz
Web:�www.tks.kz

National�Mining�Company�‘Tau�Ken� Samruk’,�
JSC�は、2009年1月15日付カザフスタン共和国政府決
定第10号により設立された垂直統合型企業である。
2013�年、「2022年までの‘Tau�Ken�Samruk’,�JSC発
展新戦略」が作成され、政府及びSovereign�Wealth�
Fund�‘Samruk-Kazyna’,� JSCの取締役会により承認
された。主要事業は下記である。

• �鉱物の探査・開発・採掘・加工・販売
• �譲渡される鉱業・製錬企業の株式の効率的管理
• �鉱業・製錬産業における最先端高性能新技術の
開発・導入

• �国家の鉱物資源基盤の再生
• �オフバランス埋蔵量の開発
戦略で優先的鉱物とされているのは、銅、亜鉛、

鉛、金、鉄、タングステン、クロム、錫である。これ
に基づき、プロジェクトは銅、金、鉛・亜鉛、鉄、レ
アアースに部門分けされている。

優先的鉱物の資源基盤発展に向け、‘Tau�Ken�

11� JSC�Sovereign�Wealth�Fund�“Samruk-Kazyna”の株式100％はMinistry�of�Investment�and�Developmentに移管
された。.

12� 石油・ガス会社"�NC�“KazMunayGas”,JSC�（炭化水素の探査・採掘・加工・輸送）も基金の傘下である。
13� 国営企業の株式100％をSovereign�Wealth�Fund�“Samruk-Kazyna”,JSCが所有している。
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Samruk’amJSCは�Ministry� of� Investments� and�
Development,� National� Geological� Exploration�
Company� oKazgeology’a� JSC及びその他の地下資源
利用者との協力の下、地下資源利用権取得に向けた管

轄機関との直接交渉を目的として、利用されていない
地下資源鉱区の分析と地質調査に向けた有望鉱区の選
定を行っている。課題は年間地質調査費2億US$の達
成である。

（3） National Geological Exploration Company 
‘Kazgeology’, JSC
�Address:�Kazakhstan,�Astana,�Dostyk�str,�18,�BC�
"Moscow"
Tel:�+7�（7172）�768-001,�Fax:�+7�（7172）�768-030
E-mail:�press-center@kazgeology.kz
Web:�www.kazgeology.kz

National� Geologica l� Explorat ion� Company�
‘Kazgeology’,� JSCは、2011年6月21日付カザフスタ
ン共和国政府決定第684号により設立された。同社の
目的は、後世のために新たな鉱物資源基盤を確保し、
カスピ海大陸棚のカザフスタン領における同国の経済
的・地政学的利益を実現することである。�

図4．Tau-Ken Samrukの構造
（出典：Tau-Ken Samruk）
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2012年12月、2022年までの新戦略が承認された。
新戦略は、Kazgeology社の使命と長期戦略目標を定
めている。�同社の主要事業は下記である。

• �地質調査地域別地質調査、鉱物資源全種（鉱物、
ウラン、炭化水素原料、地下水）の探査、鉱物資
源全種の試掘・評価、地下水探査等

• �地質分野の研究・技術開発
• �地球物理学
• �鉱物及び地下水井のボーリング
• �炭化水素探鉱井のボーリング
• �開坑
• �探査計画立案
• �実験・分析調査
• �鉱床の経済地質学的評価、鉱床開発条件のFS作
成、埋蔵量評価

• �地質調査結果に基づく電子データーベース構築

Kazgeology社の2022年に向けた長期目標は、地質
調査のコアコンピタンスと先端技術を備え、国益のた
めに質の高い地質調査を実施する企業になることであ
る。

当面の最優先課題は、（1）特に既存の採鉱選鉱施設
付近の地下資源の地質調査、（2）地質調査への投資及
び先端技術の誘致、（3）地質調査分野の専門センター
設立である。

（4）NAC KAZATOMPROM, JSC
Address:�Kazakhstan�Astana,�10�D.Kunaev�Street
Tel:�+7�（7172）�551-398,�Fax:�+7�（7172）�551-399
E-mail:�nac@kazatomprom.kz

Web:�www.kazatomprom.kz��

NAC�KAZATOMPROM,� JSCの主要事業分野は、
探査、ウラン及びウラン化合物の生産・加工、レアメ
タル・レアアース、原子力発電所用核燃料製造、特殊
設備・技術、IAEAガイドラインに基づく二重用途品
等である。

NAC�KAZATOMPROM,� JSCのレアメタル・レア
アース分野における戦略の目的は、レアメタル鉱物資
源基盤の形成・発展、鉱物原料の複合処理の先端技術
導入、高純度レアメタル・レアアース生産の新たな効
率的方法の導入と開発、国内のハイテク製品生産工場
建設に向けたハイテク企業の誘致である。NAC�
KAZATOMPROM,� JSCは�原料基盤の確保に向けた
取り組みを行っており、ウラン浸出溶液からのレア
アース抽出に関する研究を進めている。同社傘下の�
Ulba�Metallurgical�Plant�JSCはレアメタル（ベリリウ
ム、タンタル、ニオブ）をベースとした製品の垂直統
合型メーカーである。�

（5） National Agency on Development of Local 
Content （‘NADLoC’）, JSC
Address:�Kazakhstan,�Astana,�18�Turan�prospect,�
Business�Centre�«Turan�18»,�Block�B,�floor�4.
Tel.:+7�（7172）�799-515,�Fax:+7�（7172）�799-515
Email:�nadloc@nadloc.kz�,�web:�www.nadloc.kz��

National�Agency�on�Development�of�Local�Content�
（‘NADLoC’）�は、2012年5月11日付カザフスタン共
和国政府決定第605号により、ローカル・コンテンツ

図5．Kazgeology組織図
（出典：Kazgeology）
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発展部門の国営開発機関に定められた。重点事業・課
題は下記である。

• �地下資源利用プロジェクトにおける調達の透明
化への取り組み。

• �石油ガス部門、鉱業部門、地下資源利用者に商
品・労働・サービスを提供する国内企業に対する
情報支援。

• �先端技術導入による新規生産立ち上げに対する
国内企業支援。

• �地下資源利用者の調達におけるローカル・コン
テンツ情報の収集・処理。

• �国家情報システム「地下資源利用事業で使用され
る商品・労働・サービス及び生産者の登録簿」の
活用、電子調達実施の可能性。

• �地下資源利用者の調達におけるローカル・コン
テンツのシェア及び構成に関する情報提供。

• �ローカル・コンテンツ関連の政策方針、法規作
成への参加。

（6）�National Export and Investment Agency 
‘KAZNEX INVEST’, JSC
�Address:�Kazakhstan,�Astana,�25�Syganak�Street,�
Business�Center�“Ansar",�floor�2

Tel:�+�7�（7172）�919-040,�fax:�+7�（7172）�919-050
E-mail:�info@kaznexinvest.kz
Web:�www.kaznexinvest.kz

Nat iona l� Export� and� Investment� Agency�
‘KAZNEX� INVEST’,� JSCの目的は、非原料輸出の
発展・促進、優先的経済セクターへの直接外国投資誘
致のための最良の条件を創出し、国家経済の多様化を
促進することである。

KAZNEX�INVEST�は、「2015～2019年のカザフス
タン共和国国家産業技術革新発展プログラム」に基づ
き事業を行っている。

対外経済関係の活性化、地域の発展促進、経済産
業支援、社会問題解決、投資・技術・近代的経営手法
の誘致、高効率で競争力ある産業の創設を目的とし
て、大統領令に基づき10ヵ所の経済特区（SEZ）を設
立した。製錬・金属加工産業、石油化学産業関連では�
Saryarka経済特区がある。

　SEZ
　　設立年月日　　：2011年11月24日
　　有効期限　　　：2036年12月1日
　　場所 ：Karaganda�州
　　面積 ：534,9�ha�

（7） 社会的事業会社（Social and entrepreneurial 
corporation、SEC）

地域別の社会的事業会社（SEC）は、株式会社形態
の国営企業であり、設立地域の経済発展促進を目的と
する地域開発機関である。現在、SECは国内全地域
に設立されている。

カザフスタン政府は、採択された地域開発戦略と
州発展の基本方針を含む地域発展中期計画に基づいて
SECの設立を決定した。

SECの利益の再投資先は設立地域の社会的プロ
ジェクトである。SECの課題は、競争力あるビジネ
スの構築と運営、不採算企業をベースとする新規生産
の立ち上げ、国家資産の有効利用である。

SECは鉱物資源（主に一般採掘物）開発を含む多様
な事業を行っている。多くのSECが鉱物の地下資源
利用権を取得している（国営企業との役割分担に伴
い、SECが今後取得できるのは一般採掘物の地下資
源利用権のみとなる予定である）。例として、最も多

表3. 社会的事業会社（Social and entrepreneurial corporation、SEC）
SEC 州

1 JSC “NC SEC Astana” Astana city
2 JSC “NC SEC Aktobe” Aktobe 
3 JSC “NC SEC Ontustik” South Kazakhstan 
4 JSC “NC SEC Saryarka” Karaganda 
5 JSC “NC SEC Ertis” East Kazakhstan 
6 JSC “NC SEC Tobol” Kostanay （Qostanay） 
7 JSC “NC SEC Caspiy” Mangystau region
8 JSC “NC SEC Soltustik" North Kazakhstan
9 JSC “NC SEC Oral” West Kazakhstan 
10 JSC “NC SEC Zhetysu” Almaty 
11 JSC “NC SEC “Almaty” Almaty 
12 JSC “NC SEC Esil” Akmola 
13 JSC “NC SEC Atyrau” Atyrau 
14 JSC “NC SEC Taraz” Jambyl 
15 JSC “NC SEC Kyzylorda” Kyzylorda 
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様な鉱物関連の地域プロジェクトを有するJSC�“NC�
SEC�Saryaka”の概要を以下に記す。

JSC“NC�SEC�Saryarka”�は下記34件の地下資源利
用契約を締結している。

• �カ ラ ガ ン ダ 州 の 鉱 物 に 関 す る26件 の 契 約
（Baynazar鉱床のタングステン・モリブデン探
査、�Zhezdy鉱床のマンガン採掘、Arap�鉱床のマ
ンガン採掘、Karasu鉱床の金探査、Biryuk�エリ
アの金探査、Kiikbay-Saidal� 鉱床の金探査、
Shagal銅鉱床探査、Zhaksy-Kotyr�鉱床のマンガ
ン探査、Akshoky� 鉱床の金探査、Severnaya

（Northern）� 鉱 床 の 鉄・ マ ン ガ ン 探 査、
Yuzhnaya�（Southern）�鉱床の鉄・マンガン及び
随伴鉱種探査、�Zhideliエリアの金探査、Shaksha
エリアの金探査、Atbas� 鉱区の銅・金探査、
Kaskyrkazganモ リ ブ デ ン・ 銅 鉱 区 探 査、
Batystau鉱床の多金属探査、Sulu-Medine鉱床の
マンガン探査、Oypat鉱床のマンガン探査、�
Zapadny�（Western）�Klytch鉱床の鉄・マンガン
及び随伴鉱種探査、�Samombet� 鉱床の銅探査、
Arkharsuy鉱区の�ヒスイ探査、Toigyl鉱床の銅
鉱探査等）

• �カラガンダ州の一般採掘物に関する8件の契約
• �34件中、20鉱床（鉱物13件、一般採掘物7件）に
ついては地下資源利用権が合弁企業に譲渡されて
いる。

• �14件の契約についてはJSC“NC� SEC� Saryarka”�
の資産として計上されており�（Dolinskaya,
Akshoky-3,� Baiskoe,� Zhezkazgan選鉱プラント
No .1,2の 鉱 床，Dusen , � K i i k , � K amko r ,
Sherubainur insk iy ,� Tentekskiy ,� Almaly ,
Alashpay,� Kyzyl,� Dubovskoe� sand� and� gravel,
Dubovskoe� clay）、うちAkshoky-3を除く13件
が、地下資源利用投資プロジェクトで設立された
合弁企業への譲渡段階にある。Akshoky-3�鉱床
に関しては、現在パートナーを募集中である。

地下資源利用投資プロジェクトでは35社の合弁企
業が設立されたが、2012年にプロジェクト実現に伴
い、うち3社からSECが撤退している。

プロジェクト10件（鉱物6件、一般採掘物4件）が
実施（採掘開始）され、うち2件は国家プログラム

「2010～2014年のカザフスタン共和国工業化マップ」
の一環として操業を開始した。

カラガンダ州では54件の地下資源利用プロジェク
ト（投資額は約1,031億5,000万カザフスタンKZT）の
実施を予定しており、うち43件については現在直接
交渉が行われ、地下資源利用契約の作成が進められて

いる。残り11件の有望プロジェクトについてはオ
ファーを検討中であり、地下資源利用権取得に向けた
作業を進めている。

（8） その他
●�The�Association� of�mining� and�metallurgical
enterprises
Address:�Kazakhstan,�Astana,�12/1�Kunaev�str.
Tel:�+7�（7172）�689-601,�+7�（7172）�689-602
E-mail:�agmp.info@gmail.com
Web:�www.agmp.kz

70社以上の鉄・非鉄金属・ウラン・石炭生産企業
が加盟している。旧産業新技術省の後援により鉱業部
門事業者が2005年に設立した。

目的は、社会的責任を負う企業の原則に基づき、
鉱業・製錬産業における民間起業家精神育成に向けた
取り組みを強化することである。

●Institute�of�Geophysical�Research�（IGR）�
�Address:�Kazakhstan,� East�Kazakhstan�Region,
Kurchatov,�“Meridian”�
E-mail:�igr@igr.kz
Web:�www.kndc.kz,�igr.kz

Borovoe地球物理観測所とカザフスタン共和国地
質・鉱物資源保全省第35地球物理調査隊をベースに
1993年に設立された。1994年、Kaskelen地球物理観
測所、Makanchi、Aktyubinsk、Kurchatovの地震観
測網を統合して拡大した。

主な活動分野は、核実験監視、核実験の地質・地
球物理的影響調査、核実験場（平和目的を含む）の地
質環境監視、原子力発電所建設用地の選定、地質工
学・水文地質学研究、自然地震・人工地震記録、地質
調査である。

●�The� I n s t i t u t e� o f� p r ob l ems� o f� c omp l ex
development�of�mineral�resources�（IPKON）
�A d d r e s s : � K a z a k h s t a n , � K a r a g a n d a , � 5
Ippodromnaya�St.
Tel:+7�（7212）�414-520
E-mail:info@ipkon.kz
Web:�www.ipkon.kz

1991年9月に設立され、基礎・応用科学研究を行っ
ている。主要研究分野は、貴金属鉱床と埋蔵量予測、
選鉱特性研究、鉱物の熱力学的特性研究、ガス・石炭
鉱床の鉱業技術である。　
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4．鉱業発展戦略関連の主要公文書 鉱業発展に関する戦略等 概要
2020年までの
カザフスタン共和国
発展戦略計画
2010年2月1日付
カザフスタン共和国大統領令
第922号

世界的・地域的危機の否定的影響に対する国家経済の安定性向上。すなわちビジネス・
投資環境の改善、国の財政制度の強化、国家管理の効率向上
インフラ近代化、国家の産業技術革新発展を促進する 人的資源の開発と制度的基盤の強
化
経済多角化による国民の福祉向上

2030年までの
地質部門発展構想
2012年8月13日付
カザフスタン共和国政府決定
第1042号

2030年までのカザフスタン地質部門発展の戦略目標は、地下資源の地質調査と鉱物資源
基盤充実のための有効な国家システムを構築することである。次の項目が主要課題とし
て掲げられている。
・地質調査の目標立案に関する国家システムの改善
・投資環境改善、革新的技術導入のための法基盤、技術規範的基盤の改善
・�地質調査・採鉱・石油採掘における世界的企業等の誘致による官民パートナーシップ

メカニズム発展
・革新的技術の開発・導入による地質関連インフラ整備
・地質部門の人材確保

また、これらの課題を解決するため、2030年までの地質部門発展構想は、次のスケ
ジュールで進められる予定である。
・2013～2014年

 最新インフラ整備、技術規範文書作成、国際基準導入、専門家養成、地域的規模及
び大規模な探査実施等

・2015～2019年
 鉱物の商業的発見に向けた有望区画決定、新技術による地質調査実施、地質部門の
専門家確保の問題解決

・2020～2030年
　　地質調査・探査評価の実施、新規鉱床発見と埋蔵量算定

カザフスタン2050戦略
国家の新しい政治方針
カザフスタン大統領教書演説
 （アスタナ、2012年12月14日）

21世紀における10のグローバルな挑戦の一つは、天然資源の枯渇である。カザフスタン
共和国が有する天然資源に対する姿勢を考え直すことが重要である。天然資源の販売に
よる収入を国庫に蓄えつつ、天然資源を正しく管理することを学ばねばならず、最も重
要なのは、天然資源を最大限かつ効率的に、持続的な経済成長に転化することを学ぶこ
とである。

天然資源管理の新システム：
経済成長や大規模な対外政治・経済合意の実現には、カザフスタンの重要な戦略的優位
として資源を利用しなければならない。
・�新たな金融危機が起きれば、不安定化する国際市場への原料の輸出促進を、現段階で

可能な限り急ぐ必要がある。主要輸入国が原料の調達を大幅に削減し、価格が急落す
る可能性がある。カザフスタンの先見的戦略は、市場の不安定化が始まるまでの短期
間に資金を蓄えることを可能にし、この資金を後に世界的危機を乗り越えるのを助け
るであろう。

・�技術革命は原料の需要構造を変える。現在の世界的需要を利用し、天然資源の採掘と
世界市場への輸出の速度を上げる必要がある。

戦略策定の基本方針は、以下の通りである：
地下資源利用のモラトリアムの廃止；
最新の採掘・加工技術をカザフスタンに提供する条件に限り、投資を誘致すべきである。
カザフスタンに最新生産設備を建設するという交換条件においてのみ、投資家にカザフ
スタンの原料の採掘及び利用を許可すべきである。
カザフスタンは投資を呼び込む地域の磁石となるべきである

カザフスタンの道 -2050
一つの目標、一つの利益、
共通の未来
カザフスタン大統領教書演説
 （アスタナ、2014年01月17日）

カザフスタンの世界先進30ヵ国入りに向けた重要な戦略文書。
優先分野（鉱業関連） 
1． 革新的工業化路線を修正・強化し、伝統的な採掘部門の効率向上を図る。知識集約型

産業に対するレアアースの重要性に鑑み、その開発を強化することが重要である。カ
ザフスタンは地質調査で世界に進出しなければならない。法制度を簡素化し、地質調
査分野に外国エンジニアリング企業の投資誘致が必要。

2． 知識集約型経済の創出。 知識・新技術移転のための外国投資誘致。外国企業と共同
で技術研究センターを創設する必要がある。大規模な石油ガス及び鉱業製錬事業を行
う多国籍企業大手に対し、自らのニーズとサービスのためにカザフスタンで生産体制
を構築するよう呼びかけなければならない。テクノパークの活動を活性化し（初の知
的技術革新クラスターは既にアスタナでナザルバエフ大学をベースに順調に活動中）、
テクノパークに国内大手企業の新規生産施設配置の促進策を考案する。

課題の一部
・�現行の社会基盤の最低水準を見直し、OECD諸国の基準まで引き上げること
・�カザフスタンの輸出力に占める非原料製品のシェアを70％に拡大するため、知識集約

型経済モデルを導入すること、高度加工を行う製錬企業の数を増やすこと。高付加価
値完成品の生産は雇用拡大、社会保障納付の増加、国庫の税収増加につながる。
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2015～2019年の
カザフスタン共和国
地質調査プログラム
2014年5月21日付
カザフスタン共和国政府決定
第526号※

目的は、全産業分野の発展促進に向けた鉱物資源の合理的・総合的利用と再生である。
目的達成に向け、以下の課題の遂行が予定されている。
・�予測資源評価を伴う地質調査度向上
・�主要鉱物の埋蔵量増加
・�地質情報データバンク及び地質情報システムの構築

2015～2019年の
カザフスタン共和国
国家産業技術革新
発展プログラム
2014年8月1日付
カザフスタン共和国大統領令
第874号

製錬・金属加工産業の課題
・�労働生産性と資源効率の向上による生産効率向上に向けた既存企業の近代化
・�鉱石の総合的加工への革新技術導入促進のための条件整備
・�主要金属製品の生産拡大と関連産業向け新製品の開発
・�国内生産の競争力強化による金属製品輸入の削減
・�国内市場の需要促進
・�非原料製品の販売とグローバル・バリュー・チェーンへの参加に向けた市場の拡大
・�既存の産業及び投資プロジェクトのためのインフラ整備
・�中級熟練技術者の確保その他
優先分野は貴金属、アルミニウム、鉛、亜鉛、錫、銅その他非鉄金属の生産である。

※詳細については、I, 6, （1）「地質調査の国家政策」を参照。

5．鉱業生産状況
鉱業・製錬産業は、カザフスタンで最も競争力が

ありダイナミックに発展している産業の一つである。
現在、同国の鉱業は主に製品輸出志向であり、主要輸
出先はロシア、中国、EU諸国である。

（1）鉱物資源
カザフスタンは豊富な鉱物資源を有し、多くの品

目で世界上位を占めている。国土の90％が未探査と
され、1991年以降、鉱物の地質調査の発展は遅れて
いる。

図6．カザフスタンの主な鉱物資源の世界ランキング
（出 典：Invest in Kazakhstan作 成 資 料（参 考：USGS, Mineral Commodity Summaries 2014, BP Statistical Review of World 
Energy, June 2014, U.S. Energy Information Administration, Independent Statistics and Analysis, The Global Source, The Silver 
Institute, Thomson Reuters GFMS, Gold Survey 2013 Update 1） www.invest.gov.kz/?option=content&section=4&itemid=71）

埋蔵量

生産量
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表4. カザフスタンの主な鉱物資源
鉱物資源の種類 Indicated resources 

1.01.2007
Total reserves
1.01.2007

世界
シェア

Proven reserves
1.01.2007

世界
シェア

鉄（百万t） 19,000 19,000 4％ 4,153 2％
マンガン（百万t） n/a 600 3.9％ 426 8.1％
クロム （百万t） 1,316 n/a n/a 317.6 13.14％

鉛（千t） n/a 16,287 8％ 11517 10.4％
亜鉛（千t） n/a 29,770 6.1％ 24,150 9.5％
銅 （千t） 30,000 n/a n/a 18,100 3.3％

タングステン（千t） 2,200 38 0.6％ 0 0％
金（t） n/a 1,800 1.6％ 615 1％
銀（t） n/a 38,000 3.8％ 29,000 4.3％

錫（千t） 430 205 n/a 100 n/a
ウラン（千t） n/a 751.6 17.3％ 344.2 13.2％
石炭（百万t） n/a 113,000 n/a 28,151 n/a
石油（百万t） n/a n/a n/a 8,000 3.9％

モリブデン（千t） n/a 200 0.9％ 130 1.1％
（出典：Mineral Information and Research Centre, www.mineral.ru）
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鉱物の可採埋蔵量は主に大手の地下資源利用者が
所有している。

表5. 主要鉱物の埋蔵量・資源量
可採埋蔵量

（2013年1月1日現在）
埋蔵量（カテゴリA+B+C1+C2）

予測資源量（カテゴリP1）

主要地下資源利用契約者
（埋蔵量配分）

地下資源利用対象件数
2000～2013年の採掘量及び

埋蔵量増加分

銅
3,800万t以上 。
94鉱床が登録され、うち操業中56、探査中38。
東 カ ザ フ ス タ ン 州（43％）、 カ ラ ガ ン ダ 州

（35％）に集中。 
予測資源量は1億t、中央カザフスタンの含銅
砂岩鉱床、東カザフスタンの硫化鉱・多金属鉱
床、西カザフスタンの硫化銅鉱床の既知エリ
ア・翼部・深層に集中。潜在的資源量は中央・
東・南カザフスタンに存在。西カザフスタンで
銅・亜鉛産業発展のための好条件が創出され
た。Aktogai、Aidarly、Bozshakol、Koksayの
大規模斑岩銅鉱床は非常に有望。Rudny Altaiの
原料基盤は徐々に減少傾向。

«Kazakhmys Corporation» LLC （72％）、 
«Koksay-Muzbel» LLP （5％） 、
«Kazzinc» LLP （4％） 、
«Copper Technology» LLP （4％） 
主な問題の一つは、地域で長期操業中の
鉱業企業が予備鉱床を持たないこと。 

46件 （採 掘13、 探 査15、 探
査・採掘一貫18） 。
採掘量700万t以上、
埋蔵量増加分550万t。

鉛•亜鉛 
亜鉛3,300万t。 
鉛1,500万t。
東カザフスタン州（亜鉛38％、鉛22％）、カラ
ガンダ州（亜鉛33％、鉛62％）クズロルダ州

（亜鉛17％、鉛12％）に集中。 
予測資源量は亜鉛1億3,500万t以上、鉛6,000
万t。主に、東部、南部、西部地域に集中。

«Zhairem GOK» JSC （鉛-30％； 亜 鉛
-19％） 、 
«Kazzinc» LLP （鉛-17％, 亜鉛-24％） 、 
«Kazakhmys Corporation» LLC （鉛、 亜
鉛- 16％） 、
«Shalkiya Zinc Ltd» LLP （鉛-11％、 亜
鉛- 16％） 、 
«NC SEC Saryarka» JSC （鉛-10％、亜
鉛- 4％）.
主な問題は、探査済鉱床地区に採鉱選鉱
施設がなく、本格的な開発ができないこ
と。既に開発中の鉱床の埋蔵量確保年数
は10～15年以下。

29件 （採掘18、探査5、探査・
採掘一貫6） 。 
採掘量は鉛230万t､ 亜鉛830万
t。埋蔵量増加分は鉛100万t、
亜鉛190万t（2013年は増加な
し）。 

鉄とマンガン
マンガン6億8,800万t、鉄鉱石186億1,800万t。
マンガン埋蔵量の92％以上がカラガンダ州、約
6％がマンギスタウ州に存在。
鉄鉱石は、コスタナイ州（85％）、アクトべ
州（5％）、カラガンダ州（4％）、アクモラ州

（3％）に存在。
マンガンの予測資源量は40億t以上で、80％
以上がカラガンダ州の既知のマンガン・含マン
ガン鉱床エリアに集中、約19％がアクトべ州、
ジャンブール州に存在。
鉄鉱石の資源量は1,230億tで、コスタナイ州、
カラガンダ州、アクトべ州に集中（60％）。

マ ン ガ ン: «Orken» LLP （52％）、  
« Z h a i r e m  G O K »  J S C  （ 3 2 ％ ）、 
«KARUAN» LLP （ 6 ％ ） «NC SEC 
Saryarka» JSC （3％）
鉄 : «Sokolovsko-Sarbayskoe State
Industrial Association» JSC （46％）、 
«Orken» LLP （20％）、 «Aktobe Temir
VS» LLP （10％）、 «Masalskiy GOK»
LLP （6％）、«NC SEC Tobyl» JSC

（5％）.

43件 （採掘16 、探査11、探
査・採掘一貫16） 。 
採掘量は鉄鉱石5億9,650万t、
マンガン3,570万t。
埋蔵量増加分は鉄鉱石19億t、
マンガン8,640万t。

ボーキサイト
3億4,500万t。商業的に重要なボーキサイト鉱
床は全てTorgaiボーキサイト鉱産域（コスタナ
イ州）に集中。
予 測 資 源 量 は8億900万tで、 そ の 大 部 分 が
Torgaiボーキサイト鉱産域に集中、最も有望な
のは中央Torgai鉱区。

KBRU（Aluminium of Kazakhstan社の支
社、90％以上）、
TBRU（同第二支社、5％）、
Didar社（5％）。

5 件 （採掘4、探査1）。
採掘量6,700万t、
埋蔵量増加分100万t

（2013年はなし）。

クロム
約3億7,000万t。西カザフスタンのKempirsay
ダナイト・かんらん岩山塊の比較的小さいエリ
アに存在（Millionnoe、Almaz-Zhemchuzhina鉱
床等）。
予 測 資 源 量 は 約20億t、90％ が ア ク ト べ 州

（43％）、コスタナイ州（47％）に集中。

«TNC Kazchrome» JSC （94％） 、
«Voskhod-Oriel» LLP （6％）.

8 件 （採掘段階）。
採掘量5,550万t、
埋蔵量増加分約100万t

（2013年はなし）。
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（2）鉱物生産
カザフスタンは鉱物生産で鉱業国70ヵ国中13位を

占めている。

金
2,000t以上。 
212鉱床が登録され、うち操業中92、探査中
120。
埋蔵量は東カザフスタン州に約40％、アクモラ
州に22％、カラガンダ州に10％、コスタナイ
州に9％存在。 
予 測 資 源 量 は9,000t以 上（金75％、 多 金 属
25％）
埋蔵量増加は、主に中央・東カザフスタンの探
査済鉱床、北部・南部地域の有望鉱床の深層で
見込まれる。 
金鉱床の大部分は難選鉱型で、開発には一連の
技術的問題の解決が必要。採掘が容易な表層付
近の（酸化）金鉱石は既にほぼ掘りつくされて
いるため、経済性の低い鉱石を採掘するノウハ
ウが不可欠。難鉱の選鉱問題が解決すれば、埋
蔵量豊富なBakyrchik鉱床や、より小規模な多
数の難選鉱型鉱床の開発が可能となる。

«Kazzinc» LLP （30％以上） 、 
«Kazakhmys Corporation» LLC （15％）、
«Kazakhaltyn MMC»JSC（6％以上） 、
«Varvarinskoe» JSC （4％） 、
«AK Altynalmas» JSC （2％以上） 、
«Metal Trading» LLP （2％） 、
«Maikainzoloto» JSC （2％）.

117 件 （採掘33、探査 37、探
査・採掘一貫47） 。
採掘量516t、
埋蔵量増加分794t。

石炭
340億t、うち石炭62％、褐炭38％。 
5炭田、14鉱床が主に露天掘で開発中。
予測資源量は1,000億t以上（石炭25％、褐炭
75％）。大部分がKaraganda炭田、Torgai炭田
褐炭に集中し、残りは不均一に分布（主に北・
南カザフスタン）。

«Bogatyr Komir» LLP （8％） 、 «ArcelorMittal 
Temirtau» JSC （5％）、«Shubarkol Komir» 
JSC （5％）、«Maikuben-Vest» LLP （4％）、 
«Eurasian Energy Corporation» JSC （3％）
　など

42件 （採掘34、探査・採掘 一
貫8） 。
採掘量12億4,100万t、
埋蔵量増加分1億1,500万t。

ウラン
85万4,000t。 
主にShu-Sarysu及びSyrdariyaウラン鉱床地域

（南カザフスタン州、一部クズロルダ州）に存
在。 
予測資源量は62万5,000tで、既知のウラン鉱
床の翼部、深層に限定。 
約80％が砂岩型鉱床、地下水浸透岩石に集中。
採掘コストを低く抑え、環境への影響が極めて
小さいISL法による開発が可能。

N a t i o n a l  A t o m i c  C o m p a n y 
“Kazatomprom” JSC

27件（採掘14、探査1、探査・
採掘一貫12）。
採掘量13万1,500t、
埋蔵量増加15万8,700t。

（出典：地質・地下資源利用委員会）

表6. 事業別生産量（前年比、％）
事業 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

鉱業 107.3 103.6 105.9 107.2 107.2 101.3 100.2 103.1
石炭・褐炭採掘 111.2 96.1 120.0 90.8 104.4 106.0 101.7 100.0
鉄鉱石採掘 111.5 105.0 87.6 100.1 113.4 101.7 100.9 98.6
非鉄金属鉱石採掘 109.0 106.2 108.4 107.3 105.7 99.9 106.1 108.8
加工産業 107.2 108.6 97.5 97.1 113.9 106.2 100.7 101.6
鉄鋼業 101.5 113.0 86.6 101.6 109.4 105.6 88.0 89.6
主要貴金属・非鉄金属生産 107.2 99.6 104.5 92.0 115.7 107.2 106.9 98.8

（出典：http://www.agmp.kz/page/view/o_gmk_kazahstana）
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2010年からカザフスタンはウラン生産世界一位と
なり（1997年は13位）、世界最大のウラン供給国と

なっている。

図7．事業別生産量（前年比、％）
（出典：カザフスタン共和国の統計委員会）

表7. 金属鉱石生産量

鉱種 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 世界シェア
（％） ランク

ウラン（千t） 14.02 17.8 19.4 20.9 22.5 38.1％ 1
銅（千t） 405.9 399.5 433.4 490.8 538.0 2.9％ 10
鉛（千t） 39.4 36.1 34.6 38.5 40.8 0.7％ 16
亜鉛（千t） 418.6 404.5 350.4 370.5 361.1 2.6％ 9
ボーキサイト（千t） 5,131.0 5,310.4 5,495.3 5,170.3 5,192.8 1.8％ 9
クロム（千t） 4,678.0 5,091.8 5,059.0 3,934.0 5,255.0 17.9％ 2
マンガン（千t） 2,467.7 3,041.8 2,963.0 2,941.1 2,852.1 5.9％ 5
モリブデン（千t） 0.6 0.5 0.54 0.54 0.54 0.2％ 11
金（t） 22.5 29.9 36.7 40.00 42.40 1.5％ 18
白金（t） - - 0.1 0.1 0.1 0.1％ 8
銀 （t） 618.1 550.7 650.6 963.1 963.6 3.7％ 10
鉄（千t） - - 24.7 26.0 25.2 0.8％ 12
ビスマス（t） 40.0 40.0 45.0 45.0 45.0 0.9％ 6
アンチモン（t） - -  800.0 600.0  856.0 0.6％ 9

（出典：World Metal Statistics May 2014）
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（3）金属の生産
加工産業に占める非鉄製錬産業の割合は2012年

22.8％、2013年19.2％� であった。2008～2013年で生

産量は名目1.7倍増となり、雇用人口は2万2,200人減
少した。2013年の非鉄製品輸出は2008年並みの42億
US$となった。

2013年の非鉄生産の下降傾向は、Zhezkazgan銅製
錬所（KAZ�Mineralsグループ）が改修のため、生産

を停止したことによる。

表8.  2008～2013年の非鉄製錬産業の各種データ
パラメーター 2008 年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

製錬産業におけるシェア（％） 19.6 20.0 23.7 25.2 22.8 19.2
粗付加価値（10億KZT） 377.9 376.0 492.2 687.6 749.9 523.3
加工産業生産量（10億KZT） 3,359.6 2,946.0 3,844.7 4,801.4 5,446.7 5,882.5
生産指数、前年比（％） 97.5 97.1 113.9 107.7 101.2 101.6
非鉄製錬生産量（10億KZT） 658.6 596.9 902.4 1,141.5 1,244.0 1,131.4
生産指数、前年比 （ ％） 104.5 92.0 115.7 108.2 107.2 98.8
雇用人数（人） 69,529 64,885 65,569 62,771 53,213 47,245
企業数（社） 47 39 36 36 36 34
固定資産償却率（％） 38.85 39.58 34.87 35.24 47.47 n/a
固定資産投資（10億KZT） 109,285 121,381 10,6847 132,061 133,868 119,678
固定資産更新率（％） 19.4 25.6 19.3 19.4 12.7 n/a
固定資産簿価（10億KZT）※年末時点 109,784 143,087 157,846 190,782 197,317 n/a
輸出（百万US$） 4,274.4 2,407.1 3,388.7 5,636.5 4,343.4 4,230.3
輸入（百万US$） 489.8 299.2 206.9 364.1 411.9 3,558.4
KZTの対US$平均レート 120.292 147.392 147.341 146.621 149.104 152.184 

（出典：カザフスタン共和国の統計委員会）

表9. 金属地金生産量（千t）

鉱種 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 世界シェア
（％） ランク

銅 368.1 324.9 340.3 369.5 353.5 1.7％ 15
鉛 87,8 103,1 111.2 87.9 90.8 0.9％ 17
亜鉛 328,8 318,8 319.8 319.8 319.9 2.4％ 9
アルミニウム 128,0 227,0 248.7 250.3 250.6 0.5％ 24
カドミウム 1.8 1.8 1.8 8.0％ 4
スポンジチタン 15.0 18.0 20.0 22.0 9.9 4.2％ 6
セレン 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1.8％ 13

（出典：World Metal Statistics May 2014）

表10. 精鉱・地金等輸出量（千t）
鉱種 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 主な輸出相手国

銅精鉱 129.0 108.0 108.3 127.8 64.0
銅地金 308.7 272.3 298.2 367.3 371.0 中国、トルコ、ドイツ
鉛地金 79.5 83.7 138.4 164.2 78.3
亜鉛精鉱 219.8 304.6 360.0 447.4 151.8
亜鉛地金 295,0 264,4 344.4 553.6 243.1 中国、トルコ、ウクライナ

（出典：World Metal Statistics May 2014）
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（4） 地下資源利用投資
地質・地下資源国家委員会によると、2000～2013

年のカザフスタンの地下資源利用投資総額は2,059億
US$で、うち195億US$（9％）が地質調査に充てられ
た。2013年の年間投資額は2000年に比べ約6倍の226
億US$となり、うち13億US$（6％）が地質調査に充
てられた。

2013年の部門別投資では石油ガス部門が154億US$
（68％）で依然トップを占めている（2000年の炭化水
素原料投資の5倍）。鉱業部門は69億US$で30％を占
めた（7倍増）。過去14年間で地質調査には6％しか支
出されていない（鉱種別の内訳は表12）。

2014年の主要・優先的鉱物に対する投資は以下の
通 り で あ る。 銅1,841億400万KZT（投 資 総 額 の
15％）、ウラン1,810億2,660万KZT（同15％）�、多金
属（鉛、 亜 鉛）1,798億4,320万KZT（同15％）、 鉄・
マ ン ガ ン1,688億7,370万KZT（同14％）、 金1,354億
4,380万KZT（同11％）、 ク ロ ム 鉄 鉱527億2,700万

KZT（同4％）、一般採掘物458億60万KZT（同4％）、
リン鉱石148億5,710万KZT（同1％）、アルミニウム

（ボーキサイト）135億4,390万KZT（同1％）、生産と
関連のない事業255億9,690万KZT（同2％）、その他
の鉱物159億9,050万KZT（同1％）。�

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

図8．2000～2014年のカザフスタンの地下資源利用投資総額
（出典：地質・地下資源利用委員会）

表11. 2014年の地下資源投資構造
費用分類 投資額（百万KZT）

生産 927,235.4
資本支出 214,865.8
探鉱 18,772.7
社会的支出、現地のインフラ 11,919.2
地下資源状態（汚染）の監視 18,907.7
生産と関連のない作業 7,901.8
カザフ専門家の教育 11,743.5
R&D 9,003.8
技術獲得 509.1

（出典：地質・地下資源利用委員会）
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表12．2000～2013年の鉱物資源別の投資構造

（出典：地質・地下資源利用委員会）

表13.  2000～2013年の鉱物資源別の投資構造

鉱物資源
2000～2013年の

総投資額
（10億US$）

2000-2013年
地質調査への

総投資額
（百万US$）

2013年
総投資額

（百万US$）
主な投資企業

銅 7.2 161 760.1 «Kazakhmys Corporation» LLC （78%）、«Copper 
Technology» LLP （11%）、«Kazakhmys Bozshakol» 
LLP （4%）、«Fonet Er-Tai AK Mining» LLP （1%）

鉛•亜鉛 8.7 128.8 1047.1 «Kazzinc» LLP （71%）、«Kazakhmys Corporation» 
LLC  （ 22 % ）、«Nova -Z i nc»  LLP  （ 4 % ）、
«Shaimerden» JSC （2%）

鉄とマンガン 7.1 69 «Sokolovsko-Sarbayskoe State Indust r ia l 
Association» JSC （68%）、«Zhairem GOK» JSC 

（12%）、«Orken» LLP （10%）、«TNC Kazchrome» 
JSC （ 3 % ）、«Bapy Min ing» LLP （ 2 % ）、
«Arman-100» LLP （1%）

ボーキサイト 1.3 21.3 137 KBRU- Krasno Oktyabrskoye bauxite mine 
（86%）、TBRU -Torgay bauxite mine （13%）

クロマイト 2.8 25.5 310 «TNC Kazchrome» JSC （82%）、«Voskhod-
Oriel» LLP （18%）

金 5.9 465 «Kazzinc» LLP （38%）、«Kazakhaltyn MMC» 
JSC （13%）、«Varvarinskoe» JSC （12%）、 
«Alel» JSC （8%）、«Orion Minerals» LLP （3%）、
«Yubileinoe» LLP （4%）、«Sekisovskoe» LLP （3%）、
«Altynalmas» JSC （4%）、«Maikainzoloto» JSC 

（3%）
石炭 9 36.8 1,200 «ArcelorMittal Temirtau» JSC （32%）、«Bogatyr 

Komi r»  LLP （ 18 % ）、«Euras ian  Ene rgy 
Corporation» JSC （16%）、«Shubarkol Komir» JSC 

（8%）、«Karazhyra Ltd» JSC （4%）、«Kazakhmys 
Corporation» LLC （4%）、«Razrez «Kuznetskiy» 
LLP （4%）、«Angrensor Energo» LLP （3%）、
«Maikuben-West» LLP （3%）、«Gamma» LLP 

（3%）
ウラン 7.8 479 1,219.3

（出典：地質・地下資源利用委員会）
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（5） 鉱業の問題点
地質調査部門の問題点と優先分野�

優先的鉱種の多くについて資源基礎調査が不足し
ており、鉱業・製錬産業の埋蔵量確保年数は大幅に減
少している。この問題の解決に向け、地質調査部門の
発展促進が課題となっている。

優先分野�
• �鉱物資源基礎の確立。地質調査と投資の規模及
び方向性は、地域の社会・経済発展及び国家経済
全体の発展にとって優先すべき鉱種を考慮して決
定する。

• �既存の障壁の除去、地質調査部門の投資魅力度
の向上、地質調査関連の革新的技術導入に向けた
環境整備を目的として法的枠組みを整備する。

• �地質調査の質の向上に向けた地質調査部門の技
術・研究・職業センターの設立、技術革新、最新
設備の保守・稼働・修理の適切なレベルの専門家
育成。�

鉱業の重大な問題点
• �非鉄金属の優良鉱床及び採掘容易な鉱石の埋蔵

量枯渇。複雑な鉱物組成による選鉱の難しさ
• �企業の設備老朽化・旧式化が著しいこと、国内
市場の未発達

• �稼働率の低さ
• �主要金属の国際価格の不安定さ、販売市場の需
要減少

• �高付加価値製品の輸出減少と輸入増加
• �鉄道輸送料金、電力料金の高さ
• �製品製造のエネルギー集約性、労働集約性の高
さ

• �輸送・物流インフラの未整備、インフラ近代化
の必要性

• �必要とされるレベルの専門家の不足

（6） 2015～2019年の金属生産拡大計画
「2015～2019年の国家産業技術革新発展プログラ

ム」に基づく非鉄金属発展の国家政策の目標は、主要
金属（銅、金、チタン、アルミニウム）の生産拡大、
製品生産量の増加（線材、線、圧延品、形材、合金、
箔、宝飾品、関連産業向け製品）である。企業の提案
による投資額8,000億KZT（カザフスタン・KZT）の
大型投資プロジェクトの実施が予定されている。

表14.  2015～2019年の非鉄金属部門のプロジェクト
プロジェクト内容 州 オペレータ/投資家 生産能力

レアアース生産拡大 Akmola JV «Summit  Atom Rare 
Earth Company» （SARECO） 

（51%-Kazatomprom JSC; 
49%-Sumitomo Corporation）

レアアースの
バルク精鉱3,000t/年

Aktogay鉱床開発
（新規選鉱施設の操業）

East-Kazakhstan KAZ Minerals PLC 銅精鉱8万5,000t、
銅カソード2万5,000t

Bakyrchik鉱床の陰極金生産
プロジェクトの継続

East-Kazakhstan Polymetal Int

チタン・スラブ生産プラント建設 East-Kazakhstan 
（Ust-Kamenogorsk Titanium 
Magnesium Plant JSC）

JV «Posuk Titanium» LLP 5,778t/年
選鉱プラント建設 «Satpaevsk Titanium Mines 

Ltd.»
イルメナイト精鉱
約1万5,000t/年

ニッケル製錬コンビナート建設 East-Kazakhstan 
Gornostaevskoe 鉱床

«Kaznickel» LLP フェロニッケル
4万t/年

湿式製錬新技術への移行に伴う銅製
錬プラント改修

（銅生産量維持、Zhezkazgan鉱床
マインライフ延長が可能）

Karaganda «Kazakhmys Smelting» LLP 銅カソード6万t/年

Bozshakol銅鉱床開発 Pavlodar KAZ Minerals PLC 銅精鉱10万t/年
バナジウム生産 Kyzylorda 

（Bala-Sauskandyk
鉱床,Kurumsak　鉱床 ）

«Firma Balausa» LLP

ウラン浸出溶液からのスカンジウム
試験生産体制の構築・配置

South-Kazakhstan, East-
Kazakhstan, Mangistau

n/a スカンジウム
約2.5t/年
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6．探鉱プロジェクト状況
（1） 地質調査の国家政策

ソ連崩壊後、カザフスタンの地質調査は基本的に
予算ベースで行われ、資金が不足していた。その結
果、地質調査量が激減し、専門家の流出が始まった。
その後（1995～2002年）、調査・探査作業は主に投資
家の資金で行われていたが、結局は採掘量と埋蔵量増

加に不均衡が生じた。この失敗は「2003～2010年の
鉱物原料部門の資源基盤発展プログラム」に生かされ
た。2010～2014年のプログラムは既に国の工業化を
踏まえて策定されたため、より野心的な目標が設定さ
れ、地質調査は国家調査へと移されている。2015～
2019年の新しい地質調査プログラムが採択された。

図9．2015～2019年の地質調査プログラム
（出典：地質・地下資源利用委員会）
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今後は「2015～2019年の地質調査プログラム」
（2014年5月21日付政府決定第526号）に基づき、地質
調査に1,197億2,000万�KZT�の政府投資が予定されて
いる。

175件のプロジェクトについて国家予算による鉱物
の国家地質調査が実施される。�これによる、2015～
2019年の予測資源量の増加は、金400t、銅400万t、
多金属1,200万tと見込まれている。

投資・発展省は地質調査の投資魅力を高めるため
に以下の対策を講じている。�

• �情報のデジタル化：カザフスタン領内で行われ
る全ての地質・地球物理調査報告が文書及び電子
データで地質情報データバンクにインプットさ
れ、2003年からデジタル化が進められている。

• �電子アーカイブ：インターネットのブラウザ、
インターネット・エクスプローラーで情報システ
ム「電子アーカイブ」にアクセスできる。地質情
報データバンクを訪れることなく目録の閲覧がで
きる。報告書の数は13万2,000点を超える。

• �インタラクティブ・マップ：交付された全ての
契約鉱区割当がこのマップに反映されている。各
鉱区について、契約に関するメタデータが付属し
ている。

• �人材育成：ナザルバエフ大学とKazgeology社が

中心となり、地質クラスター創設が開始される予
定である。カザフスタンにラボラトリーの研究員
レベルまでの地質技師の教育から証明書の発行の
問題までを包含するスマートで正常に機能するシ
ステムを構築すべく、大統領の指示により進めら
れているプロジェクトである。同クラスターは鉱
山大学、地球科学研究所（コロラド鉱山大学と提
携）、地質研究センターで構成される。地質研究
センターには、博物館、コアサンプル保管所、科
学研究ラボ複数が含まれる予定。設立費用は125
億KZT（約80億円）で、現在はFS等が進められ
ている。実際の建設開始は2015年Q2の計画。地
質クラスターは、航空宇宙学的調査、地質学、水
文地質学、地球物理学、地球化学、実験室での研
究、埋蔵量のモデル化と計算、鉱床開発、パイ
ロットテストに重点的に取り組む予定。

（2） Kazgeologyプロジェクト
Kazgeologyの地質調査には、�（1）�国家予算による

もの、�（2）�共同プロジェクトにおけるパートナー及び
（または）投資家との協力によるもの、�（3）�サービス
の提供という形がある。国家予算で行う地質調査は、
探査段階までに二段階（1.地域での作業実施、2.調
査、調査・評価、調査・探査作業）で行われる。民間
セクターから発注があれば、探査段階のサービスを提
供することも可能である。

�　国家予算による地質調査
国家予算による地質調査実施の一環として、�

Kazgeology社は2010～2014年の鉱物資源部門発展プ
ログラムに基づき、Katutausky鉱区の金・銅探査

（2011～2013年）、Kendyktasskyエリアの20万分1地
質図作成（2011～2013年）を行った。2013年、中部カ
ザフスタンでは、Baikonurskyエリアの地質図作成

（2012～2014年）、Seletinsky鉱区（アクモラ州）の
金・銅の探査（2011～2013年）、Kaskyrkazgan鉱区

（カラガンダ州）の銅・金の探査・有望性評価（2011
～2013年）、Western�Sayak鉱床（カラガンダ州）のチ
タン磁鉄鉱の探査・有望性評価が実施された。コスタ
ナイ州では、Adaevskoe、Eltayskoe、Kopotkinskoe
鉱床の鉄鉱石の探査が実施されている。

図10．Kazgeologyにおける地質調査のスキーム
（出典： Kazgeology）
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�　共同プロジェクトにおけるパートナー及び（また
は）投資家との協力

部門の今後の発展戦略は、Rio�Tinto� Plc,� Glencore�
International�AG.�のような多国籍企業、世界の有力

企業との協力（技術移転と投資を条件とする合弁企業
設立）に基づいている。誘致する投資総額は3,600万
US＄である。直接交渉が終了し、実施を予定してい
る投資プロジェクトは下記である。

2013年2月1日、カザフスタン国営企業Kazgeology
及びRio�Tintoは、Balkhash-Saryshagan及びKargantas
エリアの探査を行う合弁企業設立に関する2つの協定
に調印した。Kazgeology�及びRio�Tintoの協力は、大
規模鉱床（特に斑岩型銅鉱床）の発見を目的とする探
査プロジェクトを実施するものであり、当面の事業資
金はRio�Tintoが負担することになっている。Rio�
Tintoは調査・探査・データ処理・解釈に関する最新
の地質調査技術を使用し、さらに技術移転及びカザフ

スタンの専門家育成も行う予定である。
Kazzinc社と産業新技術省地質・地下資源利用委員

会地質情報センター「Kazgeoinform」は、Rudny�
Altai鉱物資源基盤開発プロジェクト及び関連事業の
一環として東カザフスタン州における探査計画の効率
を上げ鉱物資源基盤を拡大するため、2013年11月23
日に協力覚書に合意し、2014年2月25日に調印した。
覚書に基づき、Kazzinc社はカザフスタンにおける探
査に5年間（2014～2018年）で150億KZT以上の投資

図11．探査への投資・技術の誘致
（出典：地質・地下資源利用委員会）

表15. 共同プロジェクトにおけるパートナー
鉱床 パートナー 投資額 成果見込み

Balkhash-Saryshagan 及 び
Korgantasエ リ ア（Karaganda
州）の斑岩銅鉱床探査

Rio Tinto 1,500万US$以上
（探査段階）

世界的クラスの銅鉱床（埋蔵
量10億t以上）発見。

Dyusembayエリア（Karaganda
州）の多金属探査

Korea Resources Corporation 200万US$
（探査段階）

多金属鉱床（埋蔵量鉛300万
t、 亜 鉛450万t、 銀2,500t）
の探査と評価

Besshokyエリア（Karaganda州）
の貴金属・非鉄金属探査

«esshokyエリア（Kara LLP 1,000万US$以上 銅鉱床（埋蔵量300万t以上）
の発見

Kostanay州、North Kazakhstan
州、Akmola州の3エリアの地下
資源（イルメナイト、ルチル、
ジルコニウム、錫）の国家地質
調査

Iluka Resources Limited 500万豪$以上
（地下資源の国家地質調査）

チタン・ジルコニウム及び錫
鉱床の発見と探査が見込まれ
るエリアの調査

（出典：地質・地下資源利用委員会）
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を行う予定である。覚書には、契約エリア（未契約、
契約済）情報のオンライン提供と地質分野の投資魅力
度向上を目的とする固体鉱物インタラクティブマップ
作成も盛り込まれている。

Kazgeologyは、カザフスタン及び中央アジアにお

ける空中物理探査を目的としてGeotech社（加）との
協力プロジェクトを進めている。世界レベルのデジタ
ル地質情報の取得と地質調査エリアのゾーニングに向
け最新の方法と技術を用いて鉱物探査を行う。�

（3） Tau-Ken Samruk プロジェクト
採鉱企業への転換を目指しているものの、かなり

多くの地質調査を実施している（2022年までの投資総
額における事業構成比は、地質調査39％、採掘及び
加工14％、M&A�47％）。

地質調査の主な課題は、優先的鉱物の地質調査活

性化と年間2億US＄の資金調達である。
同社の発展戦略は、銅、亜鉛、鉛、金、鉄、タン

グステン、クロム、錫を優先的鉱物と定め、プロジェ
クトを銅、金、鉛・亜鉛、鉄・レアメタルに部門分け
している。

表16. 有望地下資源鉱区一覧
№ 地下資源鉱区の名称 州 鉱物
1 第3 Ashiktinskayaエリア鉱区 Karaganda 金
2 Kuraily鉱区 Karaganda バナジウム、モリブデン
3 Maityube鉱区 Karaganda タンタル、ニオブ
4 Bakanasskayaエリア内のMailishat鉱区 East Kazakhstan 金、銀、白金族金属

5 Aschilysay及びTaskuduk鉱区Ishimskiy 
アルカリ地帯のKubasadyr鉱床 Akmola 霞石閃長岩（アルミナ）

6 Linevskoe鉱床 West Kazakhstan カリウム・マグネシウム塩、岩塩
7 Kupol鉱区 West Kazakhstan カリウム・マグネシウム塩、岩塩
8 Matenkozha鉱区 Atyrau カリウム塩
9 「Inder岩塩ドーム」鉱区 Atyrau カリウム塩

（出典： Kazgeology）

図12．契約締結済プロジェクトの構成（2022年までの投資総額に占める割合）
（出典：Tau-Ken Samruk）
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Tau-Ken� Samrukは、優先的鉱物の地質調査実施の
ための有望対象の選定にあたり、投資・発展省、国営
企業Kazgeology、その他の地下資源利用者と協力し
て未契約地下資源鉱区の分析を行い、その結果に基づ
き、地下資源利用権取得に向けた管轄機関との直接交
渉を行っている。2013年、下記のプロジェクト実施
契約が締結された。

1．�Tuyuk�Temirlik鉱床の銅・鉛・バライト探査、
Almaty�region（2013年3月27日）

2．�Spasskaya� 銅鉱床の銅・金・随伴鉱物探査、
Karaganda�region（2013年2月20日）

3．�Alaigyr� 鉱床の多金属鉱石生産、Karaganda�
region（2013年2月20日）�

4．�Gagarinskoe鉱床の金鉱石探査、Jambyl� region
（2013年12月27日）

Karatas-Maibulakエリア、Progress鉱床に関して
は、契約締結手続きが完了しつつある。現在、下記の
地質調査が実施されている。

また、2013年は以下の案件について管轄機関との
直接交渉が行われた。

1．�Karagailyaktas鉱床の錫・タングステン・リチ
ウム探査、Almaty�州

2．�Karatas-Maibulakエリアの金探査、Jambyl�州
3．�Yuzhno-Mointinskayaエ リ ア の 金 探 査、

Karaganda�州
4．�Priozernoeエリアのレアアース探査、Aktobe�

州
Progress、Tuyuk、Verkhnie�Kairakty鉱床の地下

資源利用権取得の問題は解決されつつある。

7．鉱業関連の社会情勢
国営企業KazMunayGasの子会社（Karazhanbasmunai

とOzenmunaigas）の労働者による抗議活動は、部門
の社会的不満の顕著な例となった。�2011年12月、カ
ザフスタン西部のジャナオゼン市（アクタウ市近郊�
マンギスタウ州）。原因は、部門・地域割増賃金の支
払い要求、外国人労働者と現地労働者の賃金格差への
不満、（石油採掘企業の莫大な収益にもかかわらず）
マンギスタウとジャナオゼン地域の発展度が低いこと
に対する不満であった。�ストライキ中の石油企業従
業員と警察が衝突する事件が発生した。抗議行動は、
死者15名、負傷者と逮捕者数十名の大きな暴動に発
展した。�

その後、カザフスタン政府は非自由化策を講じ、
2012年1月、ナザルバエフ大統領は放送に関する新法
に署名した。また、ジャナオゼン市における集会の自
由も制限された。2012年12月、労働組合の活動を制
限する新労働組合法の制定作業が始まり、2013年3月

5日付でカザフスタン司法省のウェブサイトに法案が
掲載された。

同時にカザフスタン政府は、社会情勢とインフラ
の改善に向けて社会政策に力を入れ、費用の一部を地
下資源利用者に転嫁している。地下資源利用者が、自
身が経済活動を行う地域の社会分野発展に毎年資金を
供出する義務は、実質的に全ての地下資源利用契約の
条件となっている。政府はこれらの義務履行に対する
コントロールも強化してきた。過去14年間（2000～
2013年）で、社会分野と地域インフラ整備14には27億
7,360万US＄以上（2013年は2億4,100万US＄）、専門
家教育には11億5,270万US＄（同1億4,570万US＄）、
技術購入には約3億6,980万US＄（同1,250万US＄）
が充てられた。契約ベースで雇用された人員数は19
万2,000人に増加した（2000年は17万5,000人）。「2010
～2014年のローカル・コンテンツ発展プログラム」15

に基づき、2014年までの鉱業部門の調達及び専門家
雇用において、地下資源利用者が確保すべきローカ

表17．地質調査実施中のプロジェクト
部門 プロジェクト 州
銅 Spasskaya 銅鉱床の銅・金・随伴鉱物探査 Karaganda 

Tuyuk Temirlik鉱床の銅・鉛・バライト探査 Almaty 
金 Eshkeolmes鉱床の金・銅探査 Akmola 

Predgorny Ketmen鉱床の金探査・生産 Almaty 
Gagarinskoe鉱床とShokpar鉱床の金探査 Jambyl 

鉄 Western Sayak鉱床のチタン・マグネシウム探査 Karaganda
Zhaksylyk鉱区のマンガン探査 Akmola 

（出典：Tau-Ken Samruk）

14� 地質・地下資源利用委員会の資料による。
15� ローカル・コンテンツとは、カザフスタンで事業を行う企業が利用する商品・サービス・労働資源の現地調達率

（金額及びパーセンテージ）。
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ル・コンテンツの割合が以下のように定められた。
・商品　約12％
・労働・サービス　約74％

・�地下資源利用プロジェクトで雇用される現地従
業員　－　上級事務職70％以上、中級事務職・
技術職・専門労働者90％以上

2014年、社会分野発展と地域インフラ整備には119
億1,920万KZT、カザフスタン専門家育成には117億

4,350万KZTが投資された。

図13．2000～2013年の社会分野・人材育成・技術購入向け支出の動向（百万US$）
（出典： 地質・地下資源利用委員会）
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Ⅱ．鉱業関連法規等の概要
1．概略

カザフスタン共和国（以下Ⅱ．において「国」とい
う。）における鉱業関連の基本法規は2010年6月24日
付法律第291-IV�号「地下資源・地下資源利用法」（以
下Ⅱ．において「法」という。）であり、これ以外に地
下資源利用の個別問題を規制する政府決定が存在す
る。�

鉱業規制は次のように大別されるが、本報告書で
は鉱物�（金、銀、石炭その他）に関する規制を解説す
る。�

・鉱物�（金、銀、石炭その他）�
・石油・ガス
・一般採掘物�（砂、粘土その他）�

2．探鉱・開発段階での権利義務
（1）地下資源利用権の定義と種類

地下資源利用権とは、法に基づいて地下資源利用
者が取得した地下資源を所有及び利用する権利であり

（法第1条第22項）、次の事業のために供与される（法
第28条1項）。�

・地下資源の国家地質調査�
・探査16

・採掘�
・探査・採掘一貫事業�

（2）地下資源利用権の供与対象者
地下資源利用権は、カザフスタン及び外国の個人

及び法人に供与される（法第29条1項）�。カザフスタ
ンの法律に特段の定めがない限り、外国人、外国企業
及び市民権を有しない者も、カザフスタンの市民及び
法人と等しい権利及び義務を有する（法第3条3項）�。

ひとつの地下資源利用契約で地下資源利用権を複
数の者に供与することも可能である。これらの者は地
下資源利用権の共同所有者となり、地下資源利用権の
供与により生じる義務に連帯して責任を負う（法第29
条3項）。

国営企業の資本参加が義務とされている地下資源
利用権については、オペレータ会社の資本金の50％
以上を国営企業が所有しなければならない（法第29条
3項）。

（3）地下資源利用権の取得
地下資源利用権は国と地下資源利用契約を締結す

ることにより得ることができ�（法第35条1項）、次の
いずれかの方法で得ることができる（法第34条1項）。�

・国からの地下資源利用権供与�（Ⅱ.2.（5）参照）
・�他の地下資源利用者からの地下資源利用権の譲

渡�（Ⅱ.2.（6）参照）
・�包括承継による地下資源利用権の移転�（Ⅱ.2.（6）

参照）

地下資源利用権は、恒久的/一時的、譲渡可/譲渡
不可、有償/無償の組み合わせで供与される（法第28
条2項）。なお、鉱物に関する地下資源利用権は、一
時的かつ有償で供与される（法第28条3項）。�

（4）地下資源利用権取得における国の優先権
戦略的意義を有する鉱床について、地下資源利用

権が新たに供与される場合もしくは地下資源利用権ま
たは地下資源利用権に関連する権利の譲渡が行われる
場合（Ⅱ.2.（6）参照）、国はその他の者に対して優先
権（国の優先権）を主張することができる（法第12条
第2項）17。

（5）国からの地下資源利用権の供与
次の方法で国から地下資源利用権が供与される（法

第35条2項）。
・�入札落札者と国の間で地下資源利用契約締結
（Ⅱ.2.（7）参照）

・�国と地下資源利用者の直接交渉に基づき、両者
間で地下資源利用契約締結（Ⅱ.2.（8）参照）

なお、次の場合に限り、国は地下資源利用者との
直接交渉に基づいて地下資源使用権を供与することが
できる（法第35条2項）。

・�探査権に基づく探査で商業的鉱床を発見した地
下資源利用者と採掘契約を締結する場合

・�カザフスタンの国営企業18と契約（探査契約また
は採掘契約）を締結する場合

・�産業技術革新支援法に基づき地下資源利用関連
事業を実施する者と、契約（探査契約、採掘契
約、または探査・採掘一貫契約）を締結する場合

・�テンダー方式の入札において、他の入札参加者
のオファーが無効とされ、有効とされたオ
ファーの提出者が1者である場合に、当該オ
ファー提出者した者と地下資源利用契約を締結
する場合�（法第54条4項）

・�探査のための地下資源利用権を簡易手続きで供

16� カザフスタンの法律に「予察調査（reconnaissance）」の概念はなく、「探査（exploration）」という用語が使われて
いる。探査とは、（1）�鉱床の探査・地質調査�、（2）�鉱床の経済価値評価に関わる作業（オペレーション）である。

17� 国の優先権は2004年に導入された。導入時はすべての鉱床について国の優先権が与えられていたが、2014年12月
の改正により、戦略的意義を有する鉱床にのみ国の優先権が与えられることになった。

18� TauKen�Samruk、�Kazgeology、社会的事業会社のことを示している。
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与する場合（Ⅱ.2.（8）�4）参照）
・�国家資産の人工鉱床を処理する契約を締結する

場合

（6）他の地下資源利用者からの地下資源利用権の譲渡
地下資源利用権及び地下資源利用権に関連する権

利の譲渡（以下「地下資源利用権等の譲渡」という。）
は、次の方法で行われる（法第36条1項）��。

・�有償または無償の民間取引に基づく地下資源利
用権等の譲渡

・�地下資源利用者の株式の譲渡
・�国営企業の資産民営化に伴う地下資源利用権の

譲渡
・�破産手続きに伴う地下資源利用権等の譲渡
・�担保権行使による地下資源利用権等の差し押さ

え
・�カザフスタンにおける地下資源利用関連事業が

主要事業である法人であって、地下資源利用者
の決定に直接的または間接的に影響を与える可
能性を有する法人の株式譲渡

地下資源利用権等を譲渡する際は、管轄機関の許
可が必要である�（法第36条2項）。なお、次のいずれ
かに該当する場合は、管轄機関の許可は不要である

（法第36条第5項）。
・�カザフスタンにおける地下資源利用関連事業が

主要事業である者が、地下資源利用者の株式を
取得する場合

・�カザフスタンにおける地下資源利用関連事業が
主要事業である者が、地下資源利用者の決定に
直接的または間接的に影響を与える可能性を有
する法人の株式を取得する場合

・�優遇税制の国家登記をしていない子会社（出資比
率が99％未満の子会社を除く）へ地下資源利用権
を譲渡する場合

地下資源利用権等の譲渡を行おうとする者は管轄
機関にその許可を申請しなければならない（法第37条
第1項）。譲渡の許可は6カ月以内に発行される。譲渡
後は5営業日以内にその旨を管轄機関に通知しなけれ
ばならない（法第37条第11項）。

法人再編に伴う包括承継による地下資源利用権の
移転（法第38条）も、譲渡と同様の手続きで管轄機関
の許可を得る必要がある。

地下資源利用者が管轄機関の許可なく地下資源利

用権等の譲渡を行った場合、管轄機関は契約を一方的
に解除することができる（法第72条第3項）。

カザフスタンには「地下資源利用権の集中」（法第1
条第�1項第19号）という概念があり、一国の個人もし
くはグループが、カザフスタンの経済的利益に脅威を
もたらす規模で、カザフスタン内の地下資源利用権ま
たはカザフスタンの地下資源利用者の株式を保有する
ことを抑制している。このため、探査または採掘権の
譲渡申請を管轄機関が検討する際に、当該取引が地下
資利用権の集中を引き起こすと判断した場合は、承認
書の発行を拒否することができる�（法第37条第6-2項;�
第51条第4項）。

地下資源利用者の株式譲渡により株式の25％以上
が取得された場合であって、取得された者及び取得し
た者の資産総額が約1億US$を超える場合は、譲渡の
前に独占禁止に関する承認を取得する必要がある。

（参考）�探査権及び採掘権の担保について（法第36条
第4項）

管轄機関が担保証明書の形で事前承認を出して
いる場合に限り、探査権及び採掘権を担保に供する
ことができる。�

地下資源利用権を担保に借り入れた融資は、地
下資源利用者による活用もしくは地下資源利用者の
完全子会社による地下資源利用またはカザフスタン
領内における加工事業に活用されなければならな
い。

（7） 地下資源利用権供与に関する入札の実施手続きと
期間

管轄機関は�①探査、採掘、探査・採掘一貫目的の
地下資源利用権供与のための地下資源鉱区リスト、�②
国営企業の資本参加が入札条件となる地下資源鉱区リ
ストを定める（法第46条1項）。これらのリストをも
とに、管轄機関が、テンダー方式又はオークション方
式19で地下資源利用権供与のための入札を行う（法第
46条4項）。管轄機関は、供与対象の地下資源鉱区に
関する地質情報一式を作成し、その価格を決定する

（第49条第1項）。

1）�テンダー方式の入札
①入札公告

入札日（入札結果の取りまとめ開始日）の4か月以
上前に、次の項目が公告される。これらは、地下資源

19� テンダーとは、参加申請書を提出した入札参加者の中から落札者を決定する方法である（法第1条1項101-1号）。
申請者が提出したオファーのサイン・ボーナスの額並びに地域社会発展及び地域のインフラ整備のために支出す
る額で、落札者が決まる。競争入札とも言われる。オークションとは、落札者を決定するための手続きを簡略化
したものである（法第1条1項2-1号）。入札時に最高額のサイン・ボーナスを提示した者が落札者となる。競売と
も言われる。
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利用権供与の条件とされる（法第47条第2項及び第5
項）。

・�入札の日時・場所
・�入札参加申請期限・場所
・�入札の主な条件
・�入札対象地下資源鉱区の所在地及び概要
・�入札参加費及びその支払いのための銀行情報
・�サイン・ボーナスの最低額
・�人材のローカルコンテントの最低基準
・�商品・労働・サービスのローカルコンテントの

最低基準
・�国内人材育成費の最低基準
・�契約の遂行に必要なカザフスタンで行う研究開

発支出額
・�入札参加者がカザフスタンで加工義務を負う最

低限の鉱物資源量（必要な場合に限る。なお、鉱
物資源量は管轄機関が決定する。）

②入札参加申請
入札参加申請を行う際は、申請者の概要（名称、所

在地、国籍、経営者及び所有者とその出資割合等）、
過去3年間の事業実績、入札に参加する地下資源の名
称、参加費用の支払証明書、入札条件への同意書等を
提出しなければならない�（法47条第1項、48条第1
項）。

入札参加要件を満たさない申請は却下される（法第
48条第2項）。

③入札参加許可
入札参加申請が受理され、テンダーへの参加が認

められた場合は、参加申請受付期限の日から1カ月以
内に、管轄機関から申請者にその旨が通知される（法
第48条3項）。

入札参加申請者が次のいずれかに該当する場合は、
管轄機関は当該申請者の入札参加を認めないことがで
きる（法第51条）。

・�入札参加要件を満たしていない場合
・�オファーが要件を満たしていない場合（「⑤オ

ファー提出」を参照）
・�誤った情報を提出した場合
・�申請者に権利が集中することで国家安全保障上

の問題が考えられる場合

④地質情報一式の提供
入札参加が認められた申請者には、申込み後1ヵ月

以内に入札対象の地下資源鉱区に関する地質情報一式
が有料で提供される。その金額は歴史的原価に基づい
て決定され、支払った費用は返還されない（法第49
条）。

⑤オファー提出（入札）
入札公告日から3ヵ月の間、管轄機関は入札参加が

認められた申請者のオファーを受け付ける。オファー
を提出した者は、オファー提出期限以降、オファーの
取り下げや変更を行うことはできない（法第50条2
項）。

オファーには次の項目が含まれていなければなら
ない。これらの要件を満たさないオファーは却下され
る（法第50条3項）。

・�サイン・ボーナスの提案額
・�サイン・ボーナスの支払い能力を確認できる書

類（銀行保証等）
・�地域社会発展及び地域のインフラ整備のために

支出する額
・�ローカル・コンテント
・�契約の遂行に必要なカザフスタンで行う研究開

発支出額
・�カザフスタンの採取産業透明性イニシアティブ

への同意書
・�地質情報一式の提供を受ける際にその対価を支

払ったことを示す書類のコピー

⑥落札者決定
管轄機関が設立した委員会（Commission）が、オ

ファーにおける次の項目の評価に基づいて、落札者を
決定する（法第52条1項、同条2項）。

・�サイン・ボーナスの額
・�地域社会発展及び地域のインフラ整備のために

支出する額
落札者は委員会（Commission）の全ての委員と基

本合意書（Protocol）を締結しなければならない。入
札結果の取りまとめ期限はオファー提出期限日から
15日を超えないこととされている。この期限は委員
会（Commission）の決定により、最大1か月延長する
ことが可能である（法第52条3項）。

他の入札参加者のオファーが無効とされ、有効と
されたオファーの提出者が1者である場合、当該オ
ファーを提出した者と直接交渉に基づいて地下資源利
用契約を締結することが求められる。この場合、オ
ファーに記載された条件を下回らない条件で契約しな
けれればならない�（法第54条4項）。

2）�オークション方式の入札
①入札公告

入札実施前に次の項目が公告される。なお、公告
日から入札日の間は3か月以内とされている。入札公
告の記載内容は、地下資源利用権供与の条件とされる

（法第47-1条）。
・�入札の日時・場所
・�入札参加申請期限・場所
・�入札の主な条件
・�入札対象地下資源鉱区の所在地及び概要
・�地質情報一式の価格
・�参加費及びその支払いのための銀行情報
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・�サイン・ボーナスの最低額
・�人材のローカルコンテントの規模
・�商品・労働・サービスのローカルコンテントの

規模
・�国内人材育成費の額
・�地域社会発展及び地域のインフラ整備のために

支出すべき額
・�契約遂行に必要なカザフスタンで行う研究開発

支出額

②入札参加申請
入札参加申請を行う際は、申請者の概要（名称、所

在地、国籍、経営者及び所有者とその出資割合等）、
過去3年間の事業実績、入札に参加する地下資源の名
称、参加費用の支払証明書、入札条件への同意書、カ
ザフスタンの採取産業透明性イニシアティブへの同意
書、入札条件への同意書等を提出しなければならない�

（法第48条1項及び第1-1項）。
入札参加要件を満たさない申請は却下される（法第

48条2項）。

③入札参加許可
入札参加申請が受理された場合は、参加申請受付

期限の日から10日以内に、管轄機関から申請者に受
理された旨が通知される。

入札参加申請者が次のいずれかに該当する場合は、
管轄機関は当該申請者の入札参加を認めないことがで
きる（法第51条）。

・�入札参加要件を満たしていない場合
・�誤った情報を提出した場合
・�申請者に権利が集中することで国家安全保障上

の問題が考えられる場合

④地質情報一式の提供
入札参加が認められた申請者には、申込み後1ヵ月

以内に入札対象の地下資源鉱区に関する地質情報一式
が有料で提供される。その金額は歴史的原価に基づい
て決定され、支払った費用は返還されない（法第49
条）。

⑤オークション実施（入札）及び落札者決定
管轄機関が設立した委員会（Commission）がオー

クションを実施する（法第52-1条1項）
オークションで提示されたサイン・ボーナスの最

高額は3回アナウンスされ、他の参加者から金額引き
上げの提案がなければ、当該最高額を提示した参加者
が落札者となる（法第52-1条3項）。

オークション実施日にオークション結果が公示さ

れ、落札者は委員会（Commission）の全ての委員と
基本合意書（Protocol）を締結しなければならない

（法第52-1条4項）。オークション結果はオークション
終了後5営業日以内に官報で公示しなければならない�

（法第52-1条7項）。

3）�テンダー方式及びオークション方式の両方に共通
するその他の規程

①入札公告
入札実施及び同実施条件に関する情報は、カザフ

スタン全土に配布される定期刊行物にカザフ語及びロ
シア語で掲載される（第47条第1項）。

②入札不成立及びその後の対応
次の場合は、入札が不成立となる（第53条1項）。
・�申請件数が2件未満の場合
・�入札参加を認められたものが2人未満の場合

入札が不成立となった場合、管轄機関はつぎのい
ずれか対応をしなければならない（法第54条1項、同
条4項）。

・�再入札
・�入札条件を変更して再入札
・�直接交渉に基づく契約（他の入札参加者のオ

ファーが無効とされ、有効とされたオファーの
提出者が1者である場合、当該オファーを提出し
た者と直接交渉に基づいて地下資源利用契約を
締結することが求められる。この場合、オ
ファーに記載された条件を下回らない条件で契
約しなけれればならない。）

③入札の無効
次のいずれかに該当する場合、入札が無効とされ

る�（法第55条1項）。
・�入札実施規定に違反があり、落札者決定に影響

した場合
・�故意に誤った情報を提供し、これが入札許可及

び落札者の決定に影響を与えたことが立証され
た場合

・�落札した法人の参加者または株主構成が地下資
源利用契約締結日までに変更された場合

・�入札に関わる公務員が落札者に対し他の入札参
加者より不正に優先したり、条件を緩和した場
合�

落札者と地下資源利用契約締結後に入札が無効と
された場合は、当該契約は裁判で無効とされる（法第
55条2項）。
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図14．地下資源利用権供与のための入札の手続き
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（8） 地下資源利用者と国の直接交渉に基づく地下資源
利用権供与の実施手続きと期間

1）直接交渉の実施等
国から地下資源利用者へ地下資源利用権を供与す

るための直接交渉は、管轄機関が設置するワーキング
グループが実施する（法第57条2項）。直接交渉を希
望する者は、管轄機関に申請書を提出しなければなら
ない（法第57条3項）。

申請後1ヵ月以内に供与対象の地下資源鉱区に関す
る地質情報の一式が申請者に有料で提供される（法第
57条4項）。

管轄機関は申請書受理日から2ヵ月以内に直接交渉
の実施の要否を申請者に通知する（法第57条5項）。
直接交渉は申請書受理日から2ヵ月以内に行う（法第
57条6項）。

2）�直接交渉に基づく地下資源利用権供与の可否の判
断
直接交渉に基づく地下資源利用権供与の可否は、

契約の義務履行に関する蓋然性を基に判断しなければ
ならない（法第59条第1項）。

直接交渉の結果に基づき、申請者は管轄機関の
ワーキンググループのメンバー全員と基本合意書

（Protocol）を締結しなければならない（法第59条第2
項）。

地下資源利用契約等を締結する際は、基本合意書
（Protocol）の内容を踏まえなければならない（法第59
条第3項）。

3）�探査権に基づく探査で商業的鉱床を発見した地下
資源利用者と採掘契約を締結する際の特例
探査権に基づく探査で商業的鉱床を発見した地下

資源利用者は、直接交渉に基づいて採掘契約を締結で
きる独占的地位を有している（法第60条第1項）。当
該地下資源利用者は、探査契約期間中または探査契約
満了日から3ヵ月以内に、管轄機関へ直接交渉実施申
請書を提出することができる（法第60条第2項）。

管轄機関と地下資源利用者の直接交渉により、申
請書受理日から2ヵ月以内に採掘契約に関する条件

（商品・労働・サービス及び人材のローカル・コンテ
ントの規模、②地域社会発展及び地域のインフラ整備
のために支出する額）が決定される。なお、産業技術
革新支援法に基づき地下資源利用関連事業を実施する
者と採掘契約を締結する場合は、導入予定の技術情報
を含む技術計画の作成が追加要件となる（法第60条第
3項）。

直接交渉の結果を踏まえ、管轄機関のワーキング

グループと申請者は基本合意書（Protocol）を締結す
る。申請者の事由により基本合意書締結日から24ヵ
月以内に契約が締結されない場合、申請者は採掘契約
を締結する独占権を失う。この場合、対象地下資源鉱
区は、採掘契約の独占権を失ったものに対する探査費
用の補償を条件に、入札または直接交渉を経て、採掘
権が供与される（法第60条第4項）。

4）�探査のための地下資源利用権を供与する場合の
特例（簡易手続き）

調査が不十分な地下資源鉱区を対象に、探査のた
めの地下資源利用権を直接交渉による簡易手続きで供
与することができる。簡易手続きで供与される地下資
源鉱区は10ブロック（1ブロックは緯度・経度1分四
方に等しい）以下となる（法第57-1条第1項）。

簡易手続きによって探査のための地下資源利用権
の供与を希望する者は、署名済みの探査標準契約書を
添付し、管轄機関に申請書を提出しなければならない

（法第57-1条第2項）。申請書情報は管轄機関の公式
ウェブサイトに掲載される（法第57-1条第3項）。掲
載後、5営業日以内に対象鉱区に対する追加申請が1
件以上あった場合は、当該鉱区の地下資源利用権は
オークションによって供与される（法第57-1条第4
項）。

直接交渉は申請書受理日から10営業日以内に実施
され、受理日から15営業日以内に審査が行われる（法
第57-1条第5項、同条第6項）。直接交渉の結果に基づ
き探査標準契約が締結される（法第57-1条第7項）。
簡易手続きで探査のための地下資源利用権を取得した
地下資源利用者は、人材・商品・労働及びサービスの
ローカル・コンテント義務が免除される�（ただし、毎
年の増額を伴う地域の社会・経済発展とインフラ整備
に対する支出義務は課せられる）�（法第57-1条第8
項）。

管轄機関は地下資源利用契約を登記しなければな
らず、登記日に契約が発効する�（法第68条1項）。

簡易手続きで探査のための地下資源利用権が供与
される場合は、通常、契約付属書として求められる作
業計画の作成が免除される�（法第63条1項）（Ⅱ.2.（9）�
3）参照）。また、通常、契約締結の前に求められる探
査計画については、探査標準契約書に署名・登記をし
た 後 に 作 成 す る こ と が で き る（法 第64条1項）�

（Ⅱ.2.（9）�4）参照）。
探査のための地下資源利用権が簡易手続きで供与

される場合は、法第59条第1項から同条第3項の要件
は適用されない（法第59条第3項）（Ⅱ.2.（9）� 2）参
照）。
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（9） 地下資源利用契約
1）地下資源利用契約の種類

国が地下資源利用権を供与する際に、国と地下資
源利用者が締結する地下資源利用契約の種類として、
次の5種類がある�（法第61条）。�

・�探査契約
・�探査標準契約
・�採掘契約
・�探査・採掘一貫契約
・�国家地質調査契約
探査標準契約は探査のための地下資源利用権が簡

易手続きで供与された場合（Ⅱ.2.（8）� 4）参照）に締
結される。また、探査・採掘一貫契約は、カザフスタ
ン政府の決定により、戦略的意義または複雑地質を有
する地下資源鉱区及び鉱床に関してのみ締結される。

地下資源利用契約の契約期間は次のとおりである。
・�探査契約及び探査標準契約：最大6年であるが、

鉱床が発見された場合、地下資源利用者は鉱床
評価に必要な期間、探査契約を延長する権利を
有する（法第69条第1項）

・�採掘契約：最大25年であるが、埋蔵量が大規模
で特異な鉱床の場合は最大45年まで延長可能��

図15．探査のための地下資源利用権供与の簡易手続き
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（法第69条第2項）�
・�探査・採掘一貫契約：探査段階では探査契約に

関する規定が適用され、採掘段階に移行する際
に契約を変更し、採掘契約に関する規定を適用

（法第61条第4項）�
・�国家地質調査契約：特に法律で期間は設定され

ていない。

2）地質資源利用契約案の作成
地下資源利用契約案は地下資源利用者が作成し、

管轄機関の承認を得る必要がある（法第62条2項）。
地下資源利用契約（国家地質探査契約及び探査標準契
約を除く）は、管轄機関が認定した契約モデルの書式
及び内容で締結される。これらの契約には次の項目を
含む必要がある（法第61条2項）�。

・�契約の目的
・�契約の期間
・�契約の領域
・�サイン・ボーナスの金額と支払条件
・�地域社会発展及び地域のインフラ整備のために

支出する額と条件
・�人材のローカル・コンテント
・�契約履行に伴い雇用されるカザフスタン国籍の

従業員に対する教育、研修、再教育のための支
出額

・�管轄機関の承認を得た専門職リストに掲載され
たカザフスタン国籍を有する者の教育に対する
支出額

・�商品・労働・サービスのローカルコンテント
・�カザフスタン国籍の従業員の賃金について、外

国人従業員と同じ条件を確保すること（請負業務
従事者を含む）

・�清算基金
・�カザフスタン内の研究開発事業に対する支出額

等

契約案は、入札オファー、オークション申請書、
オークションの基本合意及び直接交渉の基本合意を踏
まえて作成しなければならない。

探査、探査・採掘一貫契約案には評価作業計画作
成に関する地下資源利用者の義務が盛り込まれる（法
第62条2項）。

国家地質探査契約は、管轄機関が定める手順で締
結される（法第61条9項）。

地下資源利用契約の準拠法はカザフスタン共和国
法となる（法第61条6項）。地下資源利用契約書はカ
ザフ語とロシア語で作成され、契約当事者間の合意が

あれば他言語への翻訳も行われる（法第61条7項）。

3）作業計画の作成
地下資源利用者（簡易手続きで探査の地下資源利用

権が供与される場合を除く）は、契約締結までに作業
計画を作成し、地下資源利用契約にこの計画を達成す
ることを明記しなければならない�（法第63条1項）。

探査期間の作業計画には、設計文書20で定められる
次の項目及び投資額を記載しなければならない（法第
63条3項）。

・�探査の種類（地震探査の種類を含む）、次期及び
作業量

・�評価の方法、時期及び作業量
・�ボーリングの数及び時期
採掘期間の作業計画には、設計文書で定められる

次の項目及び投資額を記載しなければならない（法第
63条3項）。

・�年間生産量
・�生産設備及びその設計並びにその建設時期
・�ボーリングの数及び時期
・�必要となるインフラのリスト及びその設計並び

に建設計画

4）探査計画の作成
探査契約、探査・採掘一貫契約を締結する者は、

契約書の署名・登記の前に、探査計画を作成しなけれ
ばならない。探査計画には、次の項目を明記しなけれ
ばならない（法第64条1項）。

・�探査領域に関する効果的な計画（地質利用契約の
領域を合理的かつ包括的に探査することを担保
する最新かつ高精度な探査方法及び室内分析方
法を含む）

なお、簡易手続きで探査の地下資源利用権が供与
される場合は、探査標準契約書に署名し、登記した後
に探査計画を作成することができる（法第64条1項）。

探査計画は国の環境アセスメントを受ける必要が
ある（法第64条2項）。探査計画の作成・承認期間は、
直接交渉の基本合意書（Protocol）の締結日（入札落
札者の場合は入札結果公表日）から8ヵ月を超えては
ならない。なお、探査計画の作成・承認が期限内に完
了せず、これについて直接交渉に基づく契約締結者ま
たは入札落札者が責を負わない場合は、6ヵ月を超え
ない範囲において探査計画の作成・承認期間を延長す
ることができる�（法第64条3項）。�

20� 設計文書とは、環境、衛生、疫学及び産業保安に関する要件を考慮し、探査、評価及び開発の手順、仕様及び施
術的なパラメーターを含む文書のこと（法第1条1項31号）。具体的には、探査計画（Ⅱ.2.（9）� 4））、評価作業計
画（Ⅱ.2.（9）�5））、鉱床商業開発計画（Ⅱ.2.（9）�6））等を指す。
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5）評価作業計画の作成
鉱床が発見された場合、地下資源利用者は30営業

日以内に管轄機関に通知しなければならない。管轄機
関は1ヵ月以内に評価作業へ移行する許可を出さなけ
ればならない（法第65条1項）。

商業採掘計画または試験採掘計画を伴う評価作業
計画については、次の審査が行われる（法第65条2
項）。

・�国の環境アセスメント
・�産業保安審査
・�衛生・疫学審査
なお、商業採掘計画または試験採掘計画を伴わな

い評価作業については、国の環境アセスメントが行わ
れる（法第65条2項）。

完全で包括的な評価及び埋蔵量計算並びに鉱床賦
存の鉱山・地質条件、鉱物採掘の技術パラメーター及
び開発の経済性を決定するために必要な作業を評価作
業計画に記載しなければならない（法第65条3項）。

評価作業計画は、書類を受理した日から1ヵ月以内
に中央委員会が検討し、中央委員会からの提案を受理
した日から15営業日以内に地下資源調査・利用の管
轄機関が承認する。なお、試験採掘計画を伴う評価作
業計画については、中央委員会の検討は3ヵ月以内、
地下資源調査・利用の管轄機関の承認は15営業日以
内とされている�（法第65条5項）。

評価作業計画の承認は、評価作業へ移行する許可
が出された日から8ヵ月以内に行わなければならない

（法第65条6項）。

6）鉱床商業開発計画の作成
採掘契約を締結しようとする者は、鉱床商業開発

計画を作成しなければならない（法第66条1項）。
鉱床商業開発計画には、次の項目を記載しなけれ

ばならない（法第66条2項）。
・�開坑・採掘作業日程表
・�予定生産能力、その他の採掘に伴う生産活動能

力を保障する技術ソリューション
・�地下資源の合理的で総合的な利用に関する要件

を順守するための措置
・�作業員の保安に関する要件を順守するための措

置
・�環境保護に関する要件を順守するための措置
・�土壌の回復措置
・�年毎の作業の資金調達データ
鉱床商業開発計画については、次の審査が行われ

る（法第66条5項）。
・�国の環境アセスメント
・�産業保安審査
・�衛生・疫学審査
・�地下資源の合理的・総合的利用に関する審査�
鉱床商業開発計画の作成・承認期間は直接交渉の

基本合意書（Protocol）の締結日（入札落札の場合は

入札結果公表日）から21ヵ月を超えてはならない。な
お、鉱床開発計画の作成・承認が期限内に完了せず、
これについて直接交渉に基づく契約締結者または入札
落札者が責を負わない場合は、6か月を超えない範囲
において、鉱床開発計画の作成・承認期間を延長する
ことができる（法第66条6項）。

鉱床商業開発計画については、書類を受理した日
から1ヵ月以内に中央委員会が検討し、中央委員会か
らの提案を受理した日から15営業日以内に地下資源
調査・利用の管轄機関が承認する（法第66条7項）。

承認された鉱床商業開発計画に基づいて、採掘契
約の作成及び締結が行われる（法第66条9項）。

7）サイン・ボーナス
入札落札者または直接交渉に基づく契約締結者は

所定期間内にサイン・ボーナスを支払わなければなら
ない（法第67条1項）。

入札落札者または直接交渉に基づく契約締結者が
所定期間内にサイン・ボーナスの50％を支払わない
場合、当局はこれらの者が有する契約締結の権利を取
り消すことができる（法第67条3項）。

入札落札者または直接交渉に基づく契約締結者の
責により所定期間内に契約が締結されない場合、支
払ったサイン・ボーナスは返還されない（法第67条5
項）。

8）地下資源利用契約の契約及び登記
契約は、義務的審査の結果が肯定的な場合に締結

される（法第68条3項）。また、管轄機関は地下資源
利用契約を登記しなければならず、登記日に契約が発
効する�（法第68条1項）。

契約の作成及び締結期間は、入札結果公表日また
は管轄機関が契約締結と直接交渉の基本合意書

（Protocol）を締結した日から、探査契約の場合は
18ヵ月、採掘契約の場合は24ヵ月を超えない期間と
されている（法第68条2項）。

9）契約の領域
地下資源利用契約には、地下資源の利用が許可さ

れる領域が明記される。また、地下資源利用契約にお
いて、利用を許可する領域の深さを制限することも可
能である（法第70条第1項）。

鉱物の探査または採掘時に、新たに発見した鉱床
若しくは鉱床の地理的境界が探査鉱区割当書または採
掘鉱区割当書に記載された契約の領域を超えているこ
とが判明した場合は、管轄機関がその扱いを決定す
る。この場合、既存契約の領域の50％を超えない範
囲で探査鉱区割当書または新規採掘鉱区割当書の交付
若しくは入札を実施せずに契約条件及び作業計画の変
更（当該地域で地下資源利用が行われていない場合に
限る。）で対応する（法第70条第4項）。
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10）契約変更
法で定める場合を除き、契約変更は契約当事者間

の合意によりなされる（法第71条第�1項）。
埋蔵量が大規模で特異な鉱床において、10年以上

の期限延長の変更が地下資源利用契約に行われる場
合、次のいずれかの地下資源利用者の義務が契約に追
加される。また、当該鉱床の地下資源利用権が第三者
に供与される場合は、地下資源利用契約に次のいずれ
かの義務が盛り込まれなければならない�（法第71条
第4項）。

・�自社単独で新法人を設立し加工工場を建設する
ことまたは他者と協力すること

・�既存採掘施設の近代化または改修すること
・�既存加工施設の近代化または改修すること
・�採掘した鉱物を加工するため、カザフスタン内

の加工工場に提供すること
・�自社単独で新法人を設立し投資プロジェクトを

実施すること、または他者と協力して地域社会
発展のためのプロジェクトを実施すること

戦略的意義を有する鉱床21において、地下資源利用
者の活動がカザフスタンの経済的利益を変化させ、国
家安全保障に脅威をもたらす場合、カザフスタンの経
済的利益を回復するよう、管轄機関は契約の変更を求
めることができる（法第71条第3項）。

11）契約の履行状況モニタリング及び是正
管轄機関は契約の履行状況をモニタリングし、地

下資源利用者が契約条件に違反した場合、是正を求め
る書面を発出する。地下資源利用者は当該書面を受理
した日から、作業量の義務については6ヵ月、金銭的
義務については3ヵ月、その他の契約条件については
1ヵ月以下で是正することが求められる（法第61条8
項）。

12）契約終了及び契約解除
契約当事者間で契約延長について合意がない場合、

契約期間の満了時に契約は終了する（法第72条第1
項）。次のいずれかに該当する場合、管轄機関は契約
を一方的に解除することができる（法第72条第3項）。

・�地下資源利用契約で定められる義務について、
地下資源利用者が2件以上違反し、当該違反につ
いて管轄機関が指定した期間内に是正できない
場合（なお、管轄機関が指定した期間内に完全に
是正された契約条件違反は、契約の一方的な解
除の根拠とならない（法第72条第6項）。）

・�地下資源利用者が管轄機関の許可なく地下資源

利用権等の譲渡を行った場合
・�法に基づく情報提供を拒否した場合または誤っ

た情報を提供した場合
・�地下資源利用契約が定める金銭的義務の履行率

が2年連続で30％未満であった場合

次のいずれかに該当する場合、管轄機関は探査標
準契約を一方的に解除することができる（法第72条第
3-1項）。

・�地域社会発展費用及びインフラ整備費用の支払
が遅延した場合

・�1ブロック内で実施すべき年間作業に必要な最低
限の費用及び最低限の作業に関する条件に違反
した場合

・�供与された地下資源鉱区を標準契約に定めのな
い目的で利用した場合

法第71条第3項に基づき管轄機関が地下資源利用者
に契約の変更を求めた場合（10）参照）であって、次
のいずれかに該当する場合は、管轄機関は契約を一方
的に解除することができる22（法第72条第4項�）。

・�契約変更に関する管轄機関の通知受領日から2ヵ
月以内に、地下資源利用者が契約変更に関する
交渉実施について書面で同意しない、または実
施を拒否する場合

・�契約変更に関する交渉実施に地下資源利用者が
同意した日から4ヵ月以内に契約変更に合意でき
ない場合

・�カザフスタンの経済利益の回復に関する決定合意
日から6ヵ月以内に契約変更に合意できない場合

なお、一方的に契約を解除する場合、管轄機関は
2ヵ月以上前に地下資源利用者へ解除する旨を通告し
なければならない（第72条第5項）。契約が解除され
た場合、新たな地下資源利用者に譲渡されるまでの
間、国営企業が契約領域を信託管理し、業務継続と産
業保安を支える施設・設備を一時的に所有・利用する

（法第72条第10項）。

13）契約無効
次のいずれかに該当する場合、契約を無効とする

ことができる（法第74条1項）。
・�地下資源利用権供与のための入札が無効とされ

た場合
・�法に定められた必須条件が契約に記載されてい

ない場合
・�故意に誤った情報を提供し、これが契約締結の

21� 「戦略的意義を有する鉱床リスト」�（2011年10月4日付カザフスタン共和国政府決定第1137号）に掲載されている
鉱床のことを指す。

22� Ⅱ.2.（6）�地下資源利用権取得の国家優先権参照
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決定に影響を与えたことが立証された場合
契約が無効であると裁判所が判断した場合、当該

契約に基づき供与された地下資源利用権に関するその
後の取引は全て無効となる（法第74条4項）。

図16．地下資源利用契約の締結手続き及び関連設計文書
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3．鉱業税制及び関連規則
カザフスタンにおける地下資源利用関連の税及び

その他の義務的支払いの条件は、税法で定められてい
る。一般的な税等（VAT、法人・個人所得税、資産
税、土地税、電波利用料等）の支払い義務に加え、探
査及び採掘を行う者は特別税（税法第307条～第354
条）の課税対象となる。

なお、個別プロジェクトの特徴を踏まえた個別の
税の適用を地下資源利用契約に盛り込むことを許容す
る規定は現行法制にない（唯一の例外は、義務的税務
調査を通過し、カザフスタン大統領が承認した、2008
年12月31日以前に締結された生産物分与契約であ
る。）。

地下資源利用者は、地下資源利用事業とその他事
業を分けて、会計処理しなければならない。

税法で定められた地下資源利用者に対する特別税
は次のとおり。

・�サイン・ボーナス
サイン・ボーナスとは、地下資源利用権を得る際
に支払うべき一時金である。一時金の額は、地下
資源利用権の入札または地下資源利用権供与のた

めの直接交渉で決定される。
・�商業的発見ボーナス

商業的発見ボーナスとは、契約領域内の個々の商
業的発見に対する地下資源利用者による一括払い
金である。商業的発見ボーナスは、確認可採埋蔵
量価額の0.1％とされている。

・�歴史的原価補償
歴史的原価補償とは、地下資源利用契約締結以前
に契約領域の探査及び開発に国が支出した費用の
補償を目的としている（Ⅱ.2.（7）参照）。�

・�鉱物資源採取税（TEMR）
鉱物資源採取税（TEMR）は、鉱物（金、銀、プ
ラチナその他貴金属及び宝石を含む）の生産量及
びその価格をもとに計算されて課税される。税率
は税法第339条（鉱物資源採取税の税率）で定め
られており、10のカテゴリーに分かれ、さらに
30のサブカテゴリーに分かれている。

・�超過利潤税（EPT）
超過利潤税（EPT）は、純利益から控除額（発生
費用）の25％を差し引いた部分に対して、変動税
率で課される。当該税率は、税法第351条で定め
られる係数を用いて算出される。

表18. 地下資源利用者に課される主要な税と支払い
種類 税率

鉱物資源採取税 鉱物資源採取量の価額の
0.25％ ～ 18.5％

鉄・非鉄・放射性金属の
鉱石

クロム鉱石（精鉱） 16.2％
マンガン、鉄マンガン鉱石（精鉱） 2.5％
鉄鉱石（精鉱） 2.8％
ウラン（ ISL法浸出溶液） 18.5％

金属 銅 5.7％
亜鉛 7.0％
鉛 8.0％
金、銀、プラチナ、パラジウム 5.0％
アルミニウム 0.25％
錫、ニッケル 6.0％

金属を含む鉱物原料 バナジウム 4.0％
クロム、チタン、マグネシウム、コバルト、タングステン、ビス
マス、アンチモン、水銀、ヒ素その他

6.0％

希少金属を含む鉱物原料 ニオブ、ランタン、セリウム、ジルコニウム 7.7％
カリウム 1.0％

随伴成分として希少金属
を含む鉱物原料

セレン、テルル、モリブデン 7.0％
スカンジウム、ゲルマニウム、ルビジウム、セシウム、カドミウ
ム、インジウム、タリウム、ハフニウム、レニウム、オスミウム

6.0％

放射性金属を含む鉱物原
料

ラジウム、トリウム 5.0％
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2014年の予算における地下資源利用者が納付した
税等の総額は、2,753億2,120万KZTであった。内訳は
以下のとおり。

・�鉱物資源採取税�：�1,361億7,120万KZT（地 下 資
源利用者が納付した税等の総
額の49％）

・�法人所得税� ：� 480億7,010万KZT（同17％）
・�VAT� ：� 185億4,560万KZT（同7％）
・�社会税� ：� 172億680万KZT（同6％）
・�超過利潤税� ：� 14億8,940万KZT（同1％）
・�その他� ：� 538億3,810万KZT（同20％）

4．地元への配慮事項及び関連規制
カザフスタンの地下資源法及び他の関連法令に基

づき、地下資源利用者は次のようなローカル・コンテ
ント義務が課される。

1）�地下資源利用契約締結時の義務
地下資源利用契約（国家地質探査契約及び探査標準

契約を除く）において、次の項目を記載し、具体的な
量的指標で示さなければならない（法第61条第�2項）

（2.2.9（2）参照）。
・�地域社会発展及び地域のインフラ整備のために

支出する額と条件

・�人材のローカル・コンテント
・�契約履行に伴い雇用されるカザフスタン国籍の

従業員に対する教育、研修、再教育のための支
出額

・�管轄機関の承認を得た専門職リストに掲載され
たカザフスタン国籍を有する者の教育に対する
支出額

・�商品・労働・サービスのローカルコンテント
・�カザフスタン国籍の従業員の賃金について、外

国人従業員と同じ条件を確保すること（請負業務
従事者を含む）

・�カザフスタン内の研究開発事業に対する支出額
探査標準契約を締結する際は、毎年の増額を伴う

地域の社会・経済発展とインフラ整備に対する支出義
務が課せられる�（法第57-1条第8項）。

2）�地下資源利用者が調達を行う際の義務
地下資源利用のために、地下資源利用者及びその

下請業者が商品、労働及びサービスを調達する際は、
公開競争、供給元の単一化、見積もり取得、電子調達
システムの利用または取引所の利用のいずれかを行わ
なければならない�（法第77条第1項）。また、調達時
は、「地下資源利用事業で使用される商品・労働・
サービス及び生産者の登録簿」23またはインターネッ

非金属を含む鉱物原料 石炭、褐炭、シェールオイル 0％
リン鉱石 4.0％
ホウ素石膏 3.5％
重晶石 4.5％
タルク 2.0％
ホタル石 3.0％
珪灰石 3.5％
シュンガイト 2.0％
黒鉛その他 3.5％

サイン・ボーナス 契約で定める
商業的発見ボーナス 鉱物埋蔵量価額の0.1％ 
歴史的原価補償 契約で定める
超過利潤税 地下資源利用者の純利益の

0～60％ 
法人所得税 課税所得の20％ 
VAT 課税取引の12％ 
土地税 0.3～30$ / ha
資産税 年平均簿価の1.5％
環境関連支払 各種率による
輸出税 0％ 

（石炭2.1％; secondary 
aluminium alloy – 3％）

（出典： カザフスタン共和国の税法）

23� National�Agency�on�Development�of�Local�Content�により運営されている。
� http://reestr.nadloc.kz/ru/tender/List?s=100&clearflt=True�
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ト上にあるカザフスタンの電子調達システム（地下資
源利用時に利用される商品及びサービスに関する台帳
に同期しているもの）を利用しなければならない（法
第77条第3項）。

3）�カザフスタンの生産者に対する支援
地下資源利用者及びその請負業者は、カザフスタ

ン生産者の商品・労働・サービスが、技術規制に関す
るカザフスタンの法律の要件または設計文書（脚注20
参照）を満たしている場合は、これらを調達しなけれ
ばならない（法第78条第1項）。

地下資源利用者が商品・労働・サービスの入札結
果を決定する際、カザフスタン生産者の入札価格は条
件付きで20％減額される（法第78条第1項、第2項）。

5．環境法及び関連規制
地下資源利用者は、地下資源利用事業実施におい

て、法律が定める環境要件を遵守しなければならな
い。

地下資源利用者は、地下資源利用契約締結時に国
家環境アセスメント及び衛生・疫学審査を受けなけれ
ばならない（Ⅱ.2.（9）� 3）から6）参照）（法第109条第
1項）。また、環境上の許可（環境への排出許可）を受
けなければならない（法第109条第1項）。

地下資源利用者は、国家環境アセスメント及び衛
生・疫学審査のため、全ての暫定設計文書及び設計文
書を提出しなければならない。これらの文書には、今
後の活動が環境に与える影響の評価及び環境保護に関
する項目を含まれなければならない（法第109条第2
項）。

環境保護は地下資源利用者の義務であり、次のこ
とが法律に明記されている（法第76条）。

・�地下資源利用事業実施により毀損された土地及
びその他の自然物を利用可能な状態に回復する
こと

・�地下資源利用者の事業が環境に与える影響を設
計段階で予測すること�

・�強制環境保険契約の締結
・�地下資源状態の監視及び鉱床開発の管理�
特別自然美観地域に関しては次の土地区画要件が

ある。
・�探査は、特別な環境保護要件を考慮した環境当

局の許可を必要とする。�

・�鉱物生産は、環境当局の承認を得た地質・地下
資源利用委員会の提案に基づきカザフスタン政
府が決定した場合、例外的に許可される。

6．閉山法及び関連規制
地下資源利用者が地下資源利用事業を停止する際

は、全ての生産関連施設及び土地を、住民の生命・健
康及び環境保全を確保できる状態にし、法律の定める
手続きに従って地下資源利用事業による影響を除去し
なければならない（法第80条第1項）。また、地下資
源利用事業を停止する際は、管轄機関へ地質情報等の
資料を提出する義務がある（法第80条第2項）。

地下資源利用者は、契約効力が停止しても、契約
領域の国家への返還及び地下資源利用事業による影響
の除去に関する義務の履行を免除されない（法第72条
第9項）。

地下資源利用事業を一時的に停止する場合は、管
轄機関と生産施設の一時的な保全措置について速やか
に協議しなければならない。また、地下資源利用事業
を停止する場合は、保全措置を速やかに講じなければ
ならない（法第111条第2項）。鉱物資源が枯渇した場
合、地下資源利用者は直ちに地下資源利用施設（鉱山
等）の清算もしくは休眠化を開始しなければならない

（法第111条）。緊急に生産停止の決断を迫られる場
合、地下資源利用者は清算または休眠化に先立ち、生
産施設の保全措置を講じなければならない（法第111
条第2項）。

清算または休眠化作業は、地下資源利用者が承認
した清算・休眠化計画（環境保全に関する適切なライ
センスを有する設計会社が作成し、環境保護、地下資
源の調査・利用、産業保安、衛生・疫学、土地資源管
理の所管関係当局が承認した計画）に基づいて実施さ
れる（法第111条第3項）。作業の費用は、地下資源利
用者がカザフスタンの銀行に特別に積み立てた清算基
金により賄われる（法第111条第6項）。基金が不足す
る場合は地下資源利用者自身が費用を負担しなければ
ならない（法第111条第7項）。

地下資源利用施設の清算または休眠化作業は、管
轄機関が設置した委員会（環境保護、地下資源の調
査・利用、産業保安、衛生・疫学、土地資源管理の関
係当局、地方行政当局で構成）による承認書の署名を
以て完了となる（法第111条第4項）。
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7．直近の法改正
カザフスタン鉱業の投資環境の問題として次の点

が指摘されており、これらを改善するため、2014年
12月に法改正が行われた（表19参照）。

・�所有権の保証が不十分で権利を喪失するリスク

がある（探査後に採掘契約を新たに締結する際
に、国が優先権を主張し、国が採掘権を取得す
る可能性がある等）

・�行政手続きが煩雑
・�ローカル・コンテントの過剰な要求　等

表19. 2014年12月の法改正概要
項目 2014年12月の法改正前 2014年12月の法改正後

国の優先権 ・ 地下資源利用権が、新たに供与される場合
または譲渡される場合、鉱区について特段
の制限もなく、国は優先権を主張すること
ができた。

・ 国が優先権を主張できる鉱区は、戦略的意義を有
する鉱床に制限された（Ⅱ.2.（4）参照）。

探査段階から採掘段
階への移行保証

・ 無し。 ・ 探査権に基づき商業的鉱床を発見した地下資源利
用者に対し、その鉱床についての採掘契約を締結
できる独占的地位が与えられた（Ⅱ.2.（8） 3） 参
照）。.

契約領域拡大 ・ 無し。 ・ 採掘等により地下資源利用契約締結後に新たな鉱
床等を発見した場合は、既存の契約条件及び作業
計画を変更することで契約領域を拡大することが
可能となった（Ⅱ.2.（9） 9） 参照）。

違反是正期限 ・ 違反是正期間が法律に明記されておらず、
管轄機関は自身が定める期限内で違反是正
の要求が可能であった。

・ 違反是正期間が短い場合、地下資源利用者
が期間内に違反を是正できず地下資源利用
権を失う事例が生じていた。

・ 次のとおり、違反是正期間が法律に明記された
（Ⅱ.2.（9） 11） 参照）。
- 作業量の義務　　　：　6ヵ月
- 金銭的義務 ：　3ヵ月
- その他の契約条件　：　1ヵ月

オークション ・ オークション方式の入札は無く、テンダー
方式の入札のみ。

・落札者決定の手続きを簡略化したオークション方式
の入札が導入された（Ⅱ.2.（7）参照）。

簡易な手続きで探査
権を供与

・ 無し。 ・ 簡略化した手続きで探査権を供与する制度導入さ
れた（Ⅱ.2.（8） 4） 参照）。

・ 簡略化された地質利用契約（探査標準契約）を締結
することが可能となった（Ⅱ.2.（8） 4）参照）

・ 簡略化した手続きで探査権が供与される場合は、
人材・商品・労働及びサービスのローカル・コン
テント義務が免除される（Ⅱ.2.（8） 4）参照）。

・ 契約手続き簡素化のため、契約締結時に作業計画
を作成する必要がない（Ⅱ.2.（9） 3）参照）。ま
た、契約締結後に探査計画を作成することが可能
とされた（Ⅱ.2.（9） 4）参照）。

・ 従来の探査契約は契約締結まで540日を要するが、
簡易手続きで探査標準契約を締結する場合は契約
締結までの期間が25日に短縮される。

・ 簡易手続きのための直接交渉の申請登録が開始ま
でに、申請に必要な全ての情報をオンラインで取
得することが可能となる予定。オンラインでは契
約済・未契約鉱区に関する情報を入手できる予定。

評価作業計画審査の
簡素化

・ 探査計画または掘削計画を伴う評価作業計
画は、国の環境アセスメント、産業保安審
査、衛生・疫学審査を受ける必要があった。

・ 商業採掘計画または試験採掘計画を伴わない評価
作業計画については、国の環境アセスメントが行
われ、産業保安審査、衛生・疫学審査は行われな
い（Ⅱ.2.（9） 5）参照）。

作業期間の延長 ・作業期間は次のとおりとされていた。
- 探査計画の作成　　  ：    6ヵ月
- 評価作業計画の作成　：    5ヵ月
- 鉱床商業開発計画の作成： 18ヵ月

・ 次のとおり、作業期間が延長された（Ⅱ.2.（9） 4）
から6）参照）。
- 探査計画の作成  ：　8ヵ月
- 評価作業 計画の作成　　   ：　8ヵ月
- 鉱床商業開発計画の作成    ：  21ヵ月

地質情報の迅速な提
供及びアクセス改善

・ 地下資源を利用しようとする者に対して、
国が地質情報を提供する期間について、法
令において特段の定めは無い。

・ 地下資源を利用しようとする者から要請があった
場合、国は地質情報を1カ月以内に提供することが
法律に明記された（法第49条第2項）（Ⅱ.2.（7）参
照）24。

24� 土地生産性評価システム（Bonitet�system）の導入等により、地質情報へのアクセスも改善している。
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Ⅲ．産業動向
1．主要企業の動向 

（1） KAZ Minerals PLC  （旧 Kazakhmys）
KAZ�Mineralsは、カザフスタンの銅生産最大手で

あり、副産物として相当量の亜鉛・銀・金も生産・販
売している。

2014年の収益は8億4,600万US$で、生産量は銅（銅
カソード）8万4,000t、亜鉛精鉱（純分）12万1,000t、
銀（粒）343万5,000oz、金（ゴールドバー）3万5,000oz
であった。

同社は、ロンドン、カザフスタン、香港で上場し
ている。

2014年8月15日、Kazakhmys� PLCの株主の投票に

よりグループ再編が承認され、公開会社と非公開会社
が設立された。公開会社はKAZ�Mineralsに名称変更
し、株主と持分は、Cuprum�Holding� Limited（ウラ
ジーミル・キム氏が100％所有）が30.43％、Harper�
Finance� Limited（オレグ・ノヴァチューク氏が100％
所有）が6.65％、Credit� Suisse� Group�AGが5.33％と
なっている。

東カザフスタン事業部門の採鉱・処理関連の資産、
Bozymchak（キルギスの新規採鉱選鉱施設）、大型成長
プロジェクト3件（Bozshakol、Aktogay、Koksay）は
KAZ�Mineralsが引き継ぎ、Karaganda、Zhezkazgan、
Balkhash生産サイトの事業については、非公開会社の
Kazakhmys�Corporation（Cuprum�Holding�が所有、ウ
ラジーミル・キム氏が主要株主）に譲渡された。

図17．KAZ Mineralsの 成長プロジェクトと処分資産
（出典：Kaz Minerals PLC）

図18．KAZ Mineralsの 成長プロジェクトと操業中の鉱山
（出典：Kaz Minerals PLC）
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KAZ�Mineralsは、操業中の鉱山を東カザフスタン
に4つ、キルギスに1つ有する。

東カザフスタン事業部門は4つの坑内掘鉱山

（Orlovsky、� Irtyshsky、�Yubileyno-Snegirikhinsky、�
Artemyevsky） と3つ の 選 鉱 施 設（Orlovsky、
Belousovsky、Nikolayevsky）から成る。

2014年、東カザフスタン事業部門の採鉱量は約420
万t（銅品位2.48％）、銅精鉱（純分）生産量は8万
9,200t、売上高は8億4,600万US$、EBITDA（特別項
目を除く）は3億8,900万US$（鉱物資源採取税8,600万
US$の税引き前）、生産力維持に向けた資本支出は

5,300万US$であった。

2011～2013年の生産実績（Kazakhmys� PLC）及び
KAZ�Minerals�PLCの2014年生産実績は以下の通りで
ある。

2013年、Kazakhmys社 は、Aktogay鉱 床、
Bozshakol鉱床、Koksay鉱床の3つプロジェクトに重
点的に取り組んだ。それぞれのプロジェクトへの取組
概要は次のとおり。

①Aktogay鉱床
2013年5月、Aktogay鉱床の建設工事が開始され

た。2015年に酸化鉱から最初の銅が生産され、2017
年に硫化鉱から銅が生産される予定である。マインラ
イフは50年以上とされており、その間の銅の年平均
生産量はカソード換算で7万2,000t（最初の10年間は
年平均10万4,000t）と見込まれている。鉱石は露天掘
で採掘される予定である。Aktogay鉱床開発の投資額
は20億US$程度であり、Kazakhmys社はインフラ施
設やFS作成などに既に約1億9,000万US$を支出して

いる。当面の年間投資額は2013年が約5億US$、2014
年が6億3,000万US$、2015年が5億US$、2016年が1
億6,000万US$と見込まれている。Aktogay鉱床開発
については、中国国家開発銀行がKazakhmysに対し、
15億US$の与信枠を設定。

②Bozshakol鉱床
2012年7月、パヴロダル州においてBozshakol採鉱

選鉱コンビナートの着工式が行われた。当該コンビ
ナート建設により、銅のみならず、金、銀、亜鉛を含
む鉱石を40年間露天掘で採掘することが可能となる。
Bozshakolの鉱石にはモリブデン、レニウム、コバル
ト、ヒ素等のレアメタル類が含まれている。コンビ
ナートにおける鉱石の年間生産能力は2,500万t以下、
銅精鉱の年間生産量は約10万tとなる予定である。

表20. 東カザフスタン事業部門の鉱石・精鉱生産実績
2011 2012 2013 2014

採鉱量　（千t） 4,686 4,707 4,350 4,202
平均品位 （％） 2.44 2.33 2.41 2.48
銅精鉱（純分、自社原料による）（千t） 96.8 87.0 86.8 89.2

（出典： Kaz Minerals　PLC）

表21. 銅及び副産物の生産実績
Kazakhmys PLC KAZ Minerals PLC

2011 2012 2013 2014
採鉱量（千t） 33,432 37,507 39,191 4,628
銅平均品位（％） 1.01 0.95 0.99 2.35
銅精鉱（純分、自社原料による）（千t） 302.7 303.7 314.6 89.9
銅カソード換算生産量*（千t） 300.5 294.4 295.7 83.5
銅ロッド（千t） 32.0 23.9 12.1 -
亜鉛精鉱（純分）（千t） 139.6 151.6 134.1 121.4
亜鉛平均品位（％） 3.55 3.31 3.09 4.07
銀（独自生産）（千oz） 13,137 12,643 14,348 3,435
銀平均品位（g/t） 17.69 16.78 15.59 54.54
金（独自生産、副産物）（千oz） 117.9 115.9 102.9 34.6
金品位（副産物）（g/t） 0.66 0.66 0.61 0.91

*2011～2013年は、売却された精鉱の純分、 銅ロッド分を含む。
（出典： Kaz Minerals　PLC、Kazakhmys PLC）
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2013年、Bozshakol銅鉱床では、貯鉱場のtネル、
労働者居住施設、主要処理プラント、メンテナンス・
修理工場、重機の鉱床への輸送開始を可能にする主要
アクセス道の建設といったインフラ整備が進められ
た。

2013年12月9日、Kazakhmys社は、中国有色金属
建設（NFC）をBozshakol銅鉱床開発プロジェクトの
セカンド・コントラクターに指定したと発表した。こ
れによりプロジェクト総額は3億5,000万US$増とな
る見込みである。選鉱開始は2015年を予定している。

③Koksay鉱床
2013年、Kazakhmys社 取 締 役 会 は、2億6,000万

US$（うち支払猶予6,500万US$）でKoksay銅プロ
ジェクトを買収することを決定した。同プロジェクト
は大規模な露天掘が可能な鉱山であり、同社の戦略に
一致している。Koksay銅鉱床はアルマトイ市から
234㎞地点にあり、近隣インフラも整備されている。
銅埋蔵量は340万t（平均品位0.48％）、鉱石は金、銀、
モリブデンも含有する。なお、Bozshakol鉱床が生産
を開始しないうちは大きな開発費は生じない予定であ
る。

（2） ENRC 
ENRCは、天然資源分野の多角的企業グループ大手

で、採掘・加工・エネルギー・物流・マーケティング
といった事業を、カザフスタン、中国、ロシア、ブラ
ジル、アフリカ（DRコンゴ、ザンビア、モザンビー
ク、南アフリカ）において総合的に展開している。

資産は主にカザフスタンにあり、Kazchrome、
Zhairem鉱山、Sokolov-Sarbai�Mining� Production�
Association�（SSGPO）、Aluminium� of�Kazakhstan、
Kazakhstan�Aluminium� Smelter（KAS）、Eurasia�
Energy�Corporation（EEC）、ENRC�Logisticsから成
る。

ENRCはカザフスタンのGDPに大きく貢献してい
る。現在、フェロクロム生産では世界屈指、鉄鉱石輸
出でも世界的に重要な位置を占め、アルミナ生産では
世界第9位、電力供給者としては国内最大級である。

● ERGによるENRC買収�
2013年、Eurasian� Resources� Group�（ERG）� が

ENRC� を買収、非上場化した。資産管理のための
Eurasia�Group�LLPが設立され、カザフスタン内の生
産資産を管理している。

● 事業部門
� �フェロアロイ部門�は、フェロクロム生産世界最

大手（クロム含有量ベース）である。部門を構成
するのはKazchrome（Donskoy�Ore�Mining�&�
Processing� Plant、�Aktobe� Plant、�Aksu� Plant、�
KazMarganets�Mining�Enterpriseを 含 む）、
Zhairem� 鉱山�、�Serov�Groupである。高炭素
フェロクロム（低硫黄フェロクロムのような特殊
グレードを含む）、中・低炭素フェロクロム、そ
の他の合金（フェロシリコクロム、フェロシリコ
マンガン、フェロシリコン等）、クロム精鉱及び
マンガン精鉱の生産・販売を行っている。部門は
垂直統合型で、カザフスタン北西部のクロム鉱
山、中央部のマンガン鉱山を所有・操業し、鉱石
はAksu� Plant及びAktobe� Plantでフェロアロイ
に加工している。フェロアロイの販売先は主に鉄
鋼メーカーで、クロムとマンガン鉱石の残余分は
外部のフェロアロイ生産企業及び化学産業に販売
している。

�　�鉄鉱石部門�は、鉄鉱石輸出量で世界的に重要な
位置を占める。鉄鉱石の精鉱及びペレットの生産
と鉄鋼メーカーへの販売を行っている。部門の事
業会社である�Sokolov-Sarbai�Mining� Production�
Association�（SSGPO）�はカザフスタン最大手企
業で、従業員数1万9,000人以上、露天掘鉄鉱石鉱
山（Soko lovsky ,� Sarba i sky ,� Kacharsky、
Korzhinkolskiy）、Sokolovsky�坑内掘鉱山、ドロ
マイト・石灰岩の露天掘鉱山、破砕、選鉱、ペ
レット化施設を有する。�Rudny熱併給発電所に
より低コストの電力が安定供給されている。鉄鉱
石部門の会社としては他にブラジルの�Bahia� BV�

（BMBV）�、Mineração�Minas�Bahia、Mineração�

表22. ENRCの鉱石・金属生産実績
2011 2012 2013

クロム鉱石（ 千t） 3,567 3,730 3,916
マンガン精鉱（千t） 1,009 954 955
フェロアロイ総生産量（千t） 1,766 1,754 1,754 
鉄鉱石採掘量（千t） 43,212 40,966 40,840 
鉄鉱石一次精鉱（千t） 17,636 16,722 16,748 
ボーキサイト採掘量（千t） 5,495 5,170 5,192 
アルミナ生産量（千t） 1,670 1,510 1,590 
アルミニウム生産量（千t） 249 249 251

（出典： ENRC年次報告書）
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Peixe�Bravoがある。

� �アルミナ・アルミニウム部門�は、アルミナの生
産とアルミニウム製造企業への販売、アルミニウ
ム の 生 産 と 販 売 を 行って い る。 部 門 は
Aluminium� of�Kazakhstan�（AoK）、Kazakhstan�
A l um in i um� Sme l t e r�（KAS）、Pav l oda r�
Machinery�Plant�から成る。�AoK�はアルミナ生
産量でCIS諸国第2位を占め、従業員数約�1万
2,000人、�Pavlodarアルミニウム製錬所、�Torgai
及びKrasnooktyabrsk� ボーキサイト鉱業所、
Keregetas�石灰石鉱山、�Pavlodar熱併給発電所を
有する。KAS�は国内最先端のアルミニウム製錬
所である。2007年12月に操業を開始し、2008年
Q2に予定年産能力の12万5,000tに達した。2010
年5月1日の第2生産ラインの稼働開始により、

KASの総年産能力は25万tに拡大した。Pavlodar�
Machinery�Plant�は天井クレーンや多様な生産設
備を生産している�（販売先はENRCの事業部門及
びカザフスタンとロシアの顧客）。�

（3） Kazzinc
Kazzinc社は亜鉛一貫生産大手で、銅、貴金属、鉛

の随伴生産のシェアも大きい。主な事業所は国内にあ
り、東カザフスタン州が中心である。同社は、政府が
過半数株式を保有していた東カザフスタンの非鉄金属
大 手3社（Ust -Kamenogorsk� Lead� and� Zinc�
Combinate、Leninogorsk� Polymetallic� Combinate、
Zyryanovsk�Lead�Combinate）の合併により1997年に
設立された。�Kazzincの支配株式は民間企業に売却さ
れ、�Glencore�International�AGが主要株主となった。

Kazzinc社採鉱・製錬事業所
①Zyryanovsk�town

Maleevsky� 鉱山は初期生産量が鉱石150万tの
Kazzinc�最大規模の坑内鉱山である。鉱山は2001年
末以前に拡大されており、生産量は225万tまで増強
されている。鉱石の平均品位は、Zn� 5.96％,� Cu�
1.79％,�Pb�1.13％,�Au�0.56�tpa,�Ag�69.94�tpa�であり、
確認埋蔵量は現在の生産率で今後も11年生産を継続
するのに十分な量である。

同鉱山の生産量は、Kazzinc�社の亜鉛・銅の精鉱生
産全体の大部分に相当する。亜鉛に関しては�Ust-
Kamenogorsk�亜鉛工場の製錬炉への供給量全部をま
かない、銅に関しては同社の精銅生産量の85％を占
めている。Maleevsky�鉱山は�Zyrianovsk�の東18km�
の地点に位置している。

Zyrianovsk�選鉱施設は、Zyrianovsk�の東側郊外に
位置し、主に�Maleevsky�鉱山の鉱石を処理している。
尾鉱は水圧ポンプで市街地から5km�地点にある尾鉱
ダムに送られ、亜鉛・銅・鉛・金の精鉱は�Ust-
Kamenogorsk�亜鉛・鉛工場および社外の銅製錬炉に
バルク輸送されている。

②Ridder�town
Tishinsky�鉱山は�Ridder�の南15km�の地点に位置

し、Ust-Kamenogorsk�–�Ridder�路に面して

いる。地下鉱山で、平均品位:Zn� 5.3％、Cu�&�Pb�
1％を含む多金属鉱石を140万t生産している。

確認埋蔵量および推定埋蔵量は、現在の生産率で
今後10年生産を継続するのに十分な量である。

Ridder-Sokolny�金鉱山は、Ridder�郊外に位置し、
市街地中心部から約3km�の地点で、選鉱施設に隣接
している。同鉱山は年間200万tの平均金含有量4� tpa�
の鉱石を生産している。確認埋蔵量は現在の生産率で
今後20年生産を継続するのに十分な量であるが、最
近の地質調査で鉱体が実際にはさらに大きい可能性が
あることが示唆されている。

Shubinsky�鉱山は、年間19万tの鉱石を産出する小
規模地下鉱山である。平均品位は、Cu� 1.85％、Zn�
1.69％、Pb�0.31％、Au�0.41� tpa、Ag�19.49� tpa�であ
る。鉱山は�Ridder�選鉱施設から15kmの地点に位置
し、確認埋蔵量は約150万tである。

Tishinsky�鉱山、Ridder-Sokolny�鉱山、Shubinsky�
鉱山から産出される全鉱石および含金尾鉱は、Ridder�
選鉱施設の区別されたセクションで処理される。亜鉛
精鉱は�Ridder�製錬所で処理される。精銅は第三者に
販売されるが、鉛と金の精鉱は高温冶金処理のため�
Ust-Kamenogorsk�鉛製錬炉に輸送される。尾鉱は水
圧ポンプで市街地から4km�地点にある�Talovskoe�尾
鉱ダムに送られ、排水は選鉱施設に再循環されてい
る。

表23. Kazzinc社の金属生産実績
2011 2012 2013 2014

亜鉛 （t） 300,798 301,265 30 ,425 304,499 
精製鉛 （t） 101,757 82,536 9 ,579 126,480
銅 （t） 52,983 52,649 6 ,368 58,187 
金（自社原料による）（toz） 426,674 473,879 57 ,144 505,690 
銀（自社原料による）（toz） 5 022 ,579 4 776,642 5 25,0921 4 273,655

（出典： Kazzinc）
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Ridder�冶金複合施設は電気亜鉛を生産している。
同施設は年間11万tの高質の金属亜鉛・亜鉛合金を生
産している。

③Ust-Kamenogorsk�town
Ust-Kamenogorsk�冶金複合施設は、亜鉛製錬所、

鉛製錬所、貴金属製錬所から構成されている。Ust-
Kamenogorsk�の町の境界線近くに位置するKazzinc
本部内にあり、3製錬所がインフラを共有している。

亜鉛製錬所は本来、1960年代に閉鎖された旧亜鉛
製錬所の増築分として建設されたものであるが、徐々
に年間19万tの金属亜鉛・亜鉛合金を生産するまでに
拡張されている。製錬所は、Zyrianovsk�に位置する�
Kazzinc�社の�Maleevsky�鉱山から供給され、亜鉛を
53.5％含有する硫化亜鉛精鉱を処理している。

鉛製錬所は2012年に改修を終え、年間14万4,000t
の精製鉛�（YKCUKブランド）を生産している。また
少量のセレン、インジウム、テルル、タリウム、水
銀、アンチモン濃縮物が中間生成物から回収されてい
る。Kazzincが生産する鉛はロンドン金属取引所で
YKブランドとして登録されている。

貴金属製錬所�は年間約12tの金、500tの銀を生産
しており、いずれもロンドン金市場のグッドデリバ
リーブランドである（Deer�ブランド）。

銅製錬所は2011年に建設された。年産能力は銅カ
ソード7万tで、8万7,500tへの拡大も想定されてい
る。銅電解スライム中の金及び銀から灰吹法により
ドーレを生産している。

④Lissakovsk�town
Kazzinc�は2004年に�Kazakhstan�の�Kostanai�地域

に あ る"Shaimerden"鉱 床 の 採 掘 権 を 獲 得 し た。
Shaimerden�の確認埋蔵量は、平均品位�Zn� 21％の亜
鉛910,000t� である。鉱体が酸化物であり、それほど
選鉱に適したものでないため、Kazzinc�では鉱石を�
Ridder�冶金複合施設の�Waelz�キルンで直接処理して
いる。Shaimerden�鉱床から産出される年間最大6万t
の金属亜鉛を処理するには、Waelz�能力の30％拡張
が必要になる。�

Bukhtarma� 発電所は�Serebryansk� 市街地から�
Irtysh� 川の5km� 上流にある水力発電所で、9基の
タービン発電機で750�MW�の発電容量を有している。
同発電所は、Kazzinc�が有する長期特権のため、カザ
フスタンの国内電力網に組み込まれており、供給を調
節するための最大の発電事業者として利用されてい
る。Bukthtarma�では年間26億�kWh�の電力を発電し
ており、内部に発電所を有している�Tekeli�をのぞく
同社の社内電気需要を完全に満たしている。
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Ⅳ．その他
1．探鉱企業等関係者リスト

CentrGeolSemka LLP
設立年月日 1996年
所在地 Kazakhstan, Karaganda, 9 Svobodny side-street
Eメール zaocgs@mail.ru 
電話番号 +7 （7212） 41-85-88, +7 （7212） 41-85-03
ファクス +7 （7212） 41-85-24
ウェブサイト www.centrgeolsemka.kz
主な実績 中央カザフスタン

1997～2002年、Aksu Ferroalloys Plantの依頼により、Turマンガン鉱床（カラガンダ州
ヌラ地区）を発見・探査、Kazmarganets Mining Enterpriseが商業開発。高品質マンガン鉱
の埋蔵量1,250万t。雇用者数500人の最新式鉱山が建設された
Nurkazgan銅・金鉱床（カラガンダ州）の探査・発見。回収される金属の価値は300億
US$以上。Kazakhmys社が従業員数約1,000人の新規鉱山を建設
2000～2002年、Zhairem採鉱選鉱コンビナートのためにPerstnevskoye及びZapadnyi
Zhomartマンガン鉱床の探査を実施.。枯渇したUshkatyn鉱床に代わり、同コンビナートの
酸化鉱埋蔵量の補填が可能となった
2002年、Kyzylshoky鉱床の探査・評価を実施し、鉱床の銅埋蔵量が40万tとなった
2000～2002年、セミパラチンスク州の3万㎢以上のエリアを追加地質調査（縮尺20万分
の1）。金有望エリア（Ergazy-Tyuretaiskaya、Baitemirskaya、Barlysorskaya）、銅・金有
望エリア（Shokpatasskaya）、モリブデン・銅有望エリア（Zhilandinskaya）を発見
2006年、Kamkor銅鉱床（カラガンダ州）の探査・評価を完了
2007年、Baiskoe鉱床（カラガンダ州カルカラリンスク地区）の銅探査・評価を完了、銅
の予測資源量30万t、品位0.5～0.8％

提供サービス/概要 民間地質調査企業。鉱物全種について地質調査の全プロセス（予測・探査から詳細調査、地
質資料の総合的分析、国家鉱量委員会の審査申請、鉱床開発・採掘に向けた準備まで）を実
施

Iskander Geological Exploration Company LLP 
設立年月日 1996年
所在地 Kazakhstan, Almaty, Tole bi street, office 28
Eメール
電話番号 +7 （727） 238-11-82, +7 （727） 238-16-47, +7 （727） 238 16 43
ファクス
ウェブサイト www.grkiskander.kz 
主な実績 Kenzhem、Shuak、Kok-Kiya金 鉱 床（ジャン ブール 州）、Abyz金 鉱 床（カ ラ ガ ン ダ

州）、Voskhodクロム鉱床（アクトベ州）、Shaimerden鉛・亜鉛鉱床（コスタナイ州）、
Komarovskoe、Elevatornoe金鉱床（西カザフスタン）、Varvarinskoe銅・金鉱床（コスタナ
イ州）の探査

提供サービス/概要 地質調査、ボーリング 
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JV Rusburmash-Kazakhstan LLP
設立年月日 2007年5月
所在地 Kazakhstan, Almaty, Dzhandosova street 98, floor 5
Eメール info@rbm.kz 
電話番号 +7 （727） 344-12-99
ファクス +7 （727） 344-12-98
ウェブサイト www.rbm.kz 
主な実績 南カザフスタンにおけるウラン鉱床ボーリング
提供サービス/概要 地質調査サービス（地質探査、地質モデリング、地球物理調査、地質・地質工学的調査、

FS作成 ）
ボーリング
設計及び工事測量、許認可取得（カザフスタンの鉱床での作業許可を含む）、ボーリング及
び鉱物採掘技術の研究開発、コンサルティング・サービス、鉱物の探査・採掘・処理に関
するサービス 

Kazakhstan Mineral Company LLP
設立年月日 2004年
所在地 Kazakhstan, Almaty, 20 Shalyapina street, office 214-217
Eメール wkmc@wkmc.kz 
電話番号 +7 （727） 303-25-04, +7 （727） 303-25-05, +7 （727） 303-25-06
ファクス
ウェブサイト www.wkmc.kz 
主な実績 Vasilkovskoe 金鉱床（アクモラ州）の露天・坑内採掘の事業化FSと鉱石埋蔵量評価（2014

年1月1日現在）（発注者：Altyntau Kokshetau社） 
14の公開入札案件向けの地質情報パッケージ作成（発注者： Kazgeology社）
Batystau 多金属鉱床（カラガンダ州）の探査 （発注者：NC SEC Saryarka社）
Zhezkazgan 銅鉱床西鉱山・南鉱山（カラガンダ州）の埋蔵量再評価（発注者： Geos 社）
Bozshakol銅鉱床（カラガンダ州）の地質調査（発注者： Two ラ社）
Aksu, Kvartzitovye Gorki、Bestyube, Zholymbet金鉱床の有望性評価（発注者: Kazakhaltyn
社）
2012～2015年のDrozhilovskoe タングステン・モリブデン鉱床（コスタナイ州）探査（評
価）のための計画作成（発注者：“ングステン・モリブデン鉱床（コスタナイ州）探査（評
価）のための計画社）
Kazzinc社 の 鉱 床（Chekmar、Ridder-Sokolnoe、 Tishinskoe、Dolinnoe、 Obruchevskoe）
探査（発注者：Kazzinc社 ）
Gornostayevskoye ニッケル鉱床の鉱業条件FS、埋蔵量算定（発注者：Kaznickel社）
Kharasan-2 ウラン鉱床（クズロルダ州）のプレFS、埋蔵量算定（発注者：日・カ合弁
Baiken-U社）
地質利用デーダベース構築、法的文書作成（発注者：地質・地下資源利用委員会）

提供サービス/概要 鉱床の地質経済評価プロジェクト実施、実地探査計画の作成、探査・鉱業企業向け高度専
門家の人選サポート
実地探査の実施、探査分野のコンサルティング、鉱業への先進技術導入

48



Kostanay exploration survey company LLP
設立年月日 1958 年
所在地 Kazakhstan, Kostanay, Geofizik settlement, 1 Stepnaya street
Eメール kst-pse@yandex.ru　
電話番号 +7 （7142） 25-62-41
ファクス +7 （7142） 25-63-07
ウェブサイト www.poiskkost.kz
主な実績 北カザフスタン

非公開
提供サービス/概要 地質学的測量、地球物理調査、探鉱、ボーリング、埋蔵量算定、地質図作成

Topaz Geological Exploration Company LTD
設立年月日 1929年
所在地 Kazakhstan, Oskemen, 57 M. Gorkiy Street / 1 Geological Street
Eメール info@topazgeo.kz 
電話番号 +7 （7232） 266-775 / +7 （7232） 21-45-83
ファクス +7 （7232） 265-366
ウェブサイト www.topazgeo.kz 
主な実績 東カザフスタン

非公開 
提供サービス/概要 ボーリング（全鉱物対象、深度2,000mまで）

地質学的測量
探査、探査・評価、調査、鉱物埋蔵量算定及び国家鉱量委員会の承認取得
地球物理調査

Volkovgeology JSC
設立年月日 1948年
所在地 Kazakhstan, Almaty, 168 Bogenbay Batyra street
Eメール priemnaya@vg.kz 
電話番号 +7 （7272） 92-60-17
ファクス +7 （7272） 50-13-59
ウェブサイト
主な実績 1951年、南カザフスタンでKurdaiskoe 高品質ウラン鉱床を発見

1969～1980年、南カザフスタンでシュー・サリス盆地及びイリ盆地の大規模ウラン地帯
発見（この発見によりカザフスタンはウラン確認埋蔵量で世界トップクラスとなった） 
40以上のウラン鉱床を発見、カザフスタンのウラン採掘産業の資源基盤（ウランの究極埋
蔵量130万t以上）を確立

提供サービス/概要 Kazatomprom社の事業の地質学的サポート（探査からウラン鉱床操業開始まで）、同社ウラ
ン鉱業所における採掘準備のためのボーリング
• 鉱業事業のための探査井・水井戸・生産井の建設
• カザフスタンのウラン資源基盤発展に向けた層状・浸透型ウラン鉱床探査
• カザフスタンの放射線生態学的状況の評価、地質調査・ボーリングの放射線生態学的サ
ポート
• 岩石・地下水における放射性元素及び随伴元素確定のための分析
• 環境分野の事業及びサービス提供
• 鉱山の設計及び操業
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カザフスタン共和国生産地質企業協会
設立年月日 2006年3月
所在地 非公開
Eメール 非公開
電話番号 非公開
ファクス 非公開
ウェブサイト www.apgo.kz
主な実績 非公開
提供サービス/概要 カザフスタンで探査活動に従事する法人の団体（現在23地質企業が加盟）

Regional�branches�of�JSC�3地質企業が加盟）線生態学的サポート社ウラン鉱業loration�Company�egional�branc
№eOrganization Contacts
1.  .VOSTOKGEOLOGYcheKazakhstan, Ust-Kamenogorsk city, 21 M. Gorky street.  Tel.: 8 7232 56 98 99 
2.  .ZAPADGEOLOGYUsKazakhstan, Aktobe city, 67 M. Ospanov street, office 55. Tel.: 8 7132 70 47 39 
3. “.EVERGEOLOGY AKazakhstan, Kostanay city, 93B Amangeldy street. Tel.: 8 7142 99 97 09 
4. “.UZHGEOLOGY, KKazakhstan, Almaty city, 115 Zheltoksan street. Tel.: 8 727 331 99 98, 295 23 03
5. “.ENTERGEOLOGYAlKazakhstan, Karaganda city, 27 Komissary street. Tel.: 8 7212 55 99 94
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2．法律事務所等関係者リスト（特に鉱業関連ビジネスに精通している事務所）

American Appraisal Associates, Inc.
所在地 Kazakhstan, Almaty, 39 Gogolya Str., Business Center, Office 1203
Eメール
電話番号 +7 （727） 259-0175
ファクス
ウェブサイト www.american-appraisal.com 
提供サービス/概要 監査、コンサルティング

Bryanstone resouces 
所在地 Switzerland Bahnhofplatz 6300 Zug
Eメール info@bryanston.ch
電話番号 +41-765626117
ファクス
ウェブサイト www.bryanston.ch 
提供サービス/概要 天然資源分野のコンサルタント会社。原料市場でのサービスを提供

GRATA Law Firm
所在地 Kazakhstan, Astana, 12/1 D. Kunayev Street, Office VP 27.
Eメール astana@gratanet.com
電話番号 + 7 （7172） 68-99-29; +7 （7172） 689-928
ファクス
ウェブサイト www.gratanet.com 
提供サービス/概要 天然資源及び地下資源利用を含む各種分野のコンサルティング・サービスを提供する法律

事務所

IMC Montan Ltd.
所在地 Russia, Moscow, 22 Chayanova Str., bld. 4 .
Eメール consulting@imcgroup.ru
電話番号 +7 （495） 250-6717
ファクス +7 （499） 251-5962
ウェブサイト www.imcmontan.ru
提供サービス/概要 国際鉱業コンサルタント会社。全ての鉱物、あらゆるタイプの鉱床、マインライフの全サ

イクルをカバー

KPMG
所在地 Kazakhstan, Almaty, 180 Dostyk Avenue; Astana, Astana Tower, Samal 12
Eメール company@kpmg.kz
電話番号 +7 （727） 298-08-98
ファクス +7 （727） 298-07-08
ウェブサイト http://www.kpmg.com/KZ/
提供サービス/概要 監査、コンサルティング
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McKinsey Kazakhstan
所在地 Kazakhstan, Astana, 15A Kabanbay Batyr Ave, Business Center "Q", Block A, 2nd floor.
Eメール
電話番号 +7 （717） 2691200
ファクス +7 （717） 2691250
ウェブサイト www.mckinsey.com
提供サービス/概要 監査、コンサルティング

SGS Minerals Services Kazakhstan Ltd
所在地 Kazakhstan, Almaty, 146 Zheltoksan
Eメール sgs.almaty@sgs.com 
電話番号 +7 （727） 258 8250
ファクス
ウェブサイト www.sgs.com
提供サービス/概要 検査、検証、検品、認証

SRK Consulting （Kazakhstan） Ltd.
所在地 Kazakhstan, Almaty, 39 Gogol St.,11th Floor
Eメール info@srk.kz
電話番号 +7 （727） 2590118
ファクス +7 （727） 2590119
ウェブサイト www.srk.kz
提供サービス/概要 鉱業プロジェクト全サイクル（探査から閉山まで）を対象に鉱業・探査企業にワンストップ

のコンサルティング・サービスを提供

Wardell Armstrong International Ltd.
所在地 Kazakhstan, Almaty 29/6 Satpaev avenue, Hyatt Regency Hotel, Office Tower 7th floor
Eメール
電話番号 +7 （727） 3341310
ファクス
ウェブサイト www.wardell-armstrong.com 
提供サービス/概要 地質・採鉱・選鉱に関する鉱業分野の専門知識・技術を提供 （地質調査立案から埋蔵量算

定、鉱山設計、財務評価、バンカブルFS作成まで）

White & Case Kazakhstan LLP
所在地 Kazakhstan, Astana, 15A Kabanbai Batyr Street, Business Center Q, Block A 3rd Floor
Eメール
電話番号 + 7 717 258 26 50
ファクス + 7 727 258 26 51
ウェブサイト www.whitecase.com
提供サービス/概要 監査、コンサルティング
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3．カザフスタンの関連法令等
地下資源・地下資源利用法
ht tp : / / on l i n e . z akon . k z/Documen t/ ?doc_
id=30770874

税法
ht tp : / / on l i n e . z akon . k z/Documen t/ ?doc_
id=30366217#sdoc_params=text％3d％25d0％
25 bd％25 d 0％25 b 0％25 d 0％25 bb％25 d 0％
25 be％25 d 0％25 b 3％25 d 0％25 be％25 d 0％

25 b 2％25 d 1％258 b％25 d 0％25 b 9％2520％
25 d 0％25 ba％25 d 0％25 be％25 d 0％25 b 4％
25 d 0％25 b 5％25 d 0％25 b a％25 d 1％2581％
26mode％3dindoc％26topic_id％3d30366217％�

輸出税
http://www.alta.ru/show_orders.php?action=view
&filename=14kz0833
http://www.alta.ru/show_orders.php?action=view
&filename=10kz0520
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