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1. モンゴル概要（Overview of Mongolia）
1-1. 面積
モンゴルはアジア東北部に位置し、ロシアと中国の

間に挟まれた位置にあり、総面積は 156 万 4,100km2 で

日本の約 4 倍である。北はロシアと 3,485km、南西

4,674kmで中国と国境を接している（図 1）。

1-2. 人口
人口 256 万 2,800 人（2005 年末）、他の国と比べて最

も人口密度の少ない国の一つである。首都ウランバー

トルの人口は 96 万人。人口の 6割は都市や定住地に住

み、4割は主に牧畜を営んで生活している。

1-3. 人種
ハルハ族（約 75 ％）を主体とし、カザフ族、ブリア

ート族、その他モンゴル系少数民族等からなる。

1-4. 言語
モンゴル語。表記はキリル文字。社会主義国時代、

ロシアの影響が大きかったためロシア語は義務教育に

入っていたが、1990 年代の民主化以降は、英語や日本

語等の外国語教育も盛んになってきた。

1-5. 宗教
主にチベット仏教が浸透している。1990 年代の民主

化以来信仰が自由になった。モンゴル国西部のバヤン

ウルギーなどのカザフ系住民はイスラム教信者。

1-6. 地理、気候
モンゴルは北緯 42 ～ 53 度に位置し、大陸性気候の

国である。

年間平均雨量は 220 ミリ。気温は、夏＋25 度、冬

は－25 度の範囲にある。

1-7. 通貨
通貨単位はトゥグルグ（Tg）。US$1= 約 1,167Tg

（2006 年 12 月現在）。日本円 100 円は約 900Tg。

1-8. 国内総生産
2006 年の一人当たり GDP は 950$。国内生産は主に

天然資源集約的であり、2006 年において、鉱業部門が

GDPの 20.3 ％、製品輸出の 73.8 ％を占めている。

1-9. ビザ
モンゴルに入国する際、下記のビザが必要となる。

主要ビザ
●ビジネス観光ビザ（ビザ最大滞在期間 3か月）
●通過ビザ（ビザ有効期間 5日）
●業務ビザ（ビザ有効期間 3か月）の 3種類がある。

モンゴル国とビザ相互免除の協定がある国の場合、
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30 日間から 90 日間までビザは不要であるが、30 日間

を超えて在留する場合、入国後 7 日以内に外国人・入

国国籍管理局（Office of Immigration, Naturalization

and Foreign Citizens。関連サイト：www.mngimmi-

gration.mn）に登録しなければならない。

政府間ビザ相互免除のある国：アメリカ、ウクライ

ナ、カザフスタン、キルギスタン、マカオ、アゼルバ

イジャンなど。

通常は事前にモンゴル大使館にて取得するが、日本

人は空港もしくは、国境でのビザ申請も可能である。

1-10. 地質及び地質構造（Geology）
モンゴルは、北側のシベリア卓状地と南側のタリ

ム・北中国地塊に挟まれ、西側はウラル山脈、東側は

大興安嶺に続く蒙古地向斜と呼ばれる褶曲帯（中央ア

ジア褶曲帯）に位置し、地質構造は極めて複雑である。

この褶曲帯（蒙古地向斜）の堆積物は、先カンブリ

ア時代～古生代に形成され、バイカル期（原生代最末

期）、カレドニア期（古生代前期）、ヴァリスカン（ヘ

ルシニア、古生代後期）の造山運動を受けている。こ

れらの著しい褶曲作用を受けた堆積物は、片麻岩、片

岩、千枚岩、晶質石灰岩、砂岩、頁岩、シルト岩、石

灰岩、玄武岩―流紋岩質の火山岩類からなり、シベリ

ア地塊のそとがわに沿って、南に凸型の弓なりの弧を

描いて分布している。

原生代以降、種々の時代の花崗岩類が貫入し、その時

代は北から南にかけて若くなっている。モンゴル東部～

大興安嶺では、火成活動が中生代まで連続し、ジュラ紀

～白亜紀の火山岩や花崗岩類が広く分布している。

ゴビ地域には、褶曲帯の構造に平行な大規模構造線

に沿って、サイフィオライトと推定される蛇紋岩化し

た超塩基性岩が点々と分布している。ゴビ地域には、

幾つかの中生代（主として白亜紀）の内陸性推積盆が

存在している。

モンゴルには、南に凸な東―西系リニアメントが発

達し、これらと斜交する北西―南東系の線構造帯も卓

越している。同国の地質構造は、Mongolian Main

Lineament（MNL）と呼ばれる東西系構造線によって、

ヴァリスカン造山運動を受けた北部帯と、カレドエア

造山運動を受けた南部帯に区分されている。

2. 政 治 及 び 経 済 情 勢 （ Political and
Economic Circumstances）

2-1. 歴史的背景
モンゴルは、従来旧ソ連、東側諸国の支援のもとに

社会主義を進めてきたが、最近は、開放経済、市場経

済体制への移行、所有制の改革等経済改革を推進して

おり、西側諸国との関係を強めている。

政治体制は、長らく人民革命党による一党独裁であ

ったが、1989 年末に民主化運動が発生して以来、複数

政党制の採用、自由選挙の実施等民主化が急速に進展

した。1992 年 1 月には、新憲法が採択され、同年 6 月

には新憲法に基づく初の総選挙が、1993 年 6 月には国

民の直接投票による大統領選挙が実施されている。ま

た、1996 年 6 月の総選挙では民主連合が過半数を占め、

エンフサイハン民主連合議長が首相に選出された。同

首相は、大規模な行政機関の統廃合、公共料金の大幅

引上げ、国有企業の民営化、自由貿易政策の徹底とい

った諸改革を実施した。1997 年 5 月の大統領選挙では、

人民革命党のバガバンディ党首が選出された。 1998 年

1 月の法改正及び関連決議のためエンフサイハン政権

は 4 月総辞職に追い込まれ、与党最大会派の民族民主

党エルベグドルジ党首が新首相に選出された。

2000 年 7 月第 3 回総選挙では人民革命党が 76 議席

中 72 議席を獲得し、圧倒的勝利で再び政権についた。

この結果エンクバヤル党首が首相に就任。2001 年には

同党推薦のバガバンディ大統領も再選され、民主化と

市場経済の推進と、国内東西横断道路建設計画、海外

からの投資拡大による経済活性化政策を展開していっ

た。しかし与党人民革命党圧倒的多数で可決された土

地私有化法が 2003 年 5 月から施行され国を大きく揺る

がすこととなった。

2004 年の総選挙は人民革命党が 39、民主党が 22 議

席、その他の党は 15 議席という結果となった。現在は

革命党、祖国党、共和党の連合政権で革命党のエンク

ボルドが首相。2005 年の大統領選挙で首相であったエ

ンクバヤルが当選した。

2-2. 行政機構
大統領を国家元首とする共和制の政体である。大統

領は 4 年毎に直接大統領選挙で選ばれる。議会は国家

大会議（Ikh hural）とよばれる一院制であり､76 人の議

員から構成される。行政組織は、以下のとおりである。

モンゴルの行政単位は、21 の県（アイマグ）と１首

都圏（ウランバートル）である。県はさらに 333 の郡

（ソム）、郡は 1,570 のバグに分けられる。

首都ウランバートルの場合、9 地区（ドゥーレグ）、

ホローに分けられる。

3. 立法、司法制度（Legal System）
3-1. 立法制度
法案の提出権は大統領、政府及び議員にあり、その

流れは以下のとおりである。

①法案はまず国会大会議に提出される。

②提出された法案を審議するか否かを大会議の総会

で決定する。

③法案審議のための調整が担当部局で行われる。

④大会議の最初の審議を行う。

⑤審議のための調整が担当部局で行われる。

⑥大会議で審議を行う。

⑦法案と大会議から出た追加条項を可決する。

⑧可決したものを大統領が承認するか拒否するかを

決定する。

⑨大統領が承認した場合は、一般に公示される。
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⑩法律の施行日が特に指定がなければ、10 日後に発

効する。

国民は法案の審議のいかなる過程でも、口頭または

文書にて意見を述べる権利がある。

4. 政府関係機関（Government Agencies）
4-1. 産業通商省
Ministry of Industry and Commerce

産業通商省は、モンゴルの製造、鉱物資源、鉱業、

貿易の各種産業政策やビジネス支援プログラムを開発

し執行する官庁であり、生産活動と海外貿易の促進を

目的とする。

傘下に、二つの実施機関である、鉱物資源石油管理

庁（Mineral Resources and Petroleum Authority）と

外国投資貿易庁（ Foreign Investment and Foreign

Trade Agency）がある。

4-2. 環境省
Ministry of Environment www.mne.mn
環境省は、国民の健康で、安全な生活を保障し、環境

保護、資源の有効利用、自然の回復などを目標とする。

4-3. 外務省
The Ministry of Foreign Affairs Mongolia

www.mongolia-foreign-policy.net

4-4. 統計局
Mongolian National Statistical Office

www.nso.mn
統計局は国会大会議に属しているが独立した組織で

ある。個人、企業、政府に対して平等に、科学的な手

法で経済、社会、人口等に関する情報を提供する。

5. 鉱物資源所管官庁
5-1. 鉱物資源石油管理庁
Mineral Resources and Petroleum Authority

（MRPAM）

http://www.mrpam.gov.mn
モンゴルでは鉱物資源に係る政策立案は産業通産省

の鉱物資源石油管理庁（MRPAM）が所管している。

MRPAM は、2004 年 12 月に鉱物資源庁（MRAM=

Mineral Resources of Mongolia）と石油分野所管官庁が

統合されて発足した）が政策の実施機関になっている。

MRPAMは、モンゴル鉱業に関する情報管理、鉱業

権の発行、地質調査研究、地質データの保管を行って

いる。鉱業権の申請受付、審査、発行、管理は、

MRPAMの地質鉱業登記局が行う。

MRPAMは次の 6つの主要部局から構成される。

①地質局　Office of Geology 
地質調査、地形図作成、鉱物資源埋蔵量の調査・

評価、地質情報提供、情報管理等を所管。

②鉱山局　Mining office 
鉱産物の開発に係る調査、鉱業統計整備、環境保

護及び労働安全に関する規則の策定を行う。政府へ

の鉱業政策提言も含まれる。

③地質鉱業登記局　Geology and Mining Cadastre
Department
鉱業権（探鉱権、採掘権）の申請受付、審査、発

行、管理を行う。このために、地質調査、地質情報

収集・情報保管、GIS 化、リモートセンシングデー

タ解析等を実施している。また地質情報の配布、販

売も行っている。

④管理局　Administrative Unit
⑤石油生産局　Office of Petroleum Products
石油天然ガスの探鉱及び採掘、その実行管理、石

油情報の収集・管理、石油専門家の育成等を行って

いる。

⑥石油製品局
石油製品の貿易、生産、輸送、保管、投資に対す

る業務を行っている。

5-2. 外国投資庁
FIFTA：Foreign Investment and Foreign Trade

Agency

www.investmongolia.com
FIFTAは外国投資に関するワンストップサービスを

行う機関であり、モンゴルに投資しようとする外国投

資家の手続きはFIFTAから始まる。

5-3. 国家専門検査庁
The State Specialized Inspection Agency

www.ssia.gov.mn
各産業分野の法律、基準などの検査機関。

6. 経済情勢（Economic Circumstances）
6-1. 経済情勢
経済面では、1987 年以降、経済体制改革の方針の下

で、1990 年 3 月に外国投資法により開放経済政策を促

進し、先進諸国との経済関係強化を図るなど改革を進

めてきている。

一方、このような政治・経済両面における改革の推

進の過程にあって、市場経済に対する知識・経験の不

足による国内の混乱に加え、従来物資の大半を依存し

てきたロシア等の経済混乱の影響による工場用機械設

備、パーツ、日用品等の輸入激減等により、モンゴル

経済は危機に直面した。しかし、1994 年には、経済構

造改革に向けての種々の制度改正、日本をはじめとす

る外国からの支援及び緊縮財政等を基軸として、GDP

成長率が 2.1 ％増と 1990 年以後初めてプラスに転じ、

1995 年には 6.3 ％の成長を実現した。

1996 年には、主要輸出産品である銅及びカシミアの

国際市場価格が下落のため GDP 成長率は 2.6 ％にとど

まった。1997 年の経済は、GDP 成長率 3.3 ％、インフ
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レ率 17.5 ％（1996 年は 53 ％）と、マクロ指標面で改

善が見られたが、銅とカシミアの国際価格低迷等の国

際市場での低下が、モンゴル経済に及ぼす影響が大き

かった。

1998 ～ 1999 年の厳冬による大規模な家畜の損失で、

2000 ～ 2001 年の GDP成長率は 1.1 ％減となった。

1995 ～ 2004 年の GDP平均成長率は 4.2 ％であった。

2004 年には 1990 年以降最高の 10.7 ％の成長を達成し

た。これは主に畜産並びに鉱業部門における増産に起

因する。2004 年は気候が穏やかだったため、家畜数は

前年比 11 ％の伸びを見せた。また、金産出量の増加に

より生産量は 30.8 ％増となった。同期間において鉱工

業及び農業は２大経済活動であったが、卸売・小売も

これに肩を並べるようになった。鉱工業及び農業部門

が経済活動の大きな部分を占める一方で（この２部門

で GDP の 50 ％以上）、GDP に占める農業部門の割合

は、1995 年の 38 ％から 2004 年の 21.3 ％に減少し、逆

に鉱工業は徐々に増加する傾向が見られた。この結果、

第一次・第二次産業から、貿易・サービス部門などの

第三次産業へと明らかな移行が見られた。2005 年から

世界市場での鉱物資源価格の上昇により鉱業部門の金

額面での割合は増加している。

しかし全体としては、経済インフラの未整備、明確

な産業振興策や民間企業の経営管理ノウハウの不足、

増大する対外債務、銀行の多額な不良債権、偏った産

業構造、政治家、官僚の横領、贈賄など今後解決すべ

き問題は多い。

モンゴルでは鉱業が国の発展の重要な分野の一つと

なっており、その成果は、天然資源の増産、さらに経

済成長の重要な役割を演じている輸出や販売利益の増

加で、この数年成長を続けてきている（図 2）。したが

って、鉄鉱石、非鉄金属、その他鉱物資源のための資

源供給を行う能力と基盤はすでにあるといえる。現在、

モンゴルにおいて鉱業は重要産業分野の一つであり、

2006 年には、GDP の 20.3 ％、総工業生産の 65.4 ％、

輸出の 73.8 ％､外国直接投資（FDI）の 47.7 ％、国家

予算収入の 20 ％を占めている。

鉱業一次産品生産量は年々増加してきた。鉄鉱石、

亜鉛精鉱及び銅地金の輸出は 2005 年初めから開始され

ている。

モンゴルは外国投資家にとって魅力的な投資環境と

なっているが、一次資源を国内で処理加工する二次産

業が生育する段階とはなっていない。

地質、鉱業及び石油産業分野における外国投資は増

加傾向にあり、全外国投資の約 47.4 ％が中国からのも

ので、その他カナダ 12.2 ％、韓国 7.3 ％、日本 5.0 ％、

アメリカ 3.6 ％となっている。

Ivanhoe 社（カナダ）のオユ・トルゴイ（Oyu

Tolgoi）鉱床での探鉱プロジェクトは、モンゴルのみ

ならず、世界中の注目を浴びている。このプロジェク

トのために、モンゴルの銅、金の資源量は大幅に増加

している。

しかしながら、この他の鉱物資源の採掘や輸出製品

の加工分野は出遅れている。例えば、銅、石炭、ポリ

メタル、リン、ウラニウム等は、約 20 年前の政府によ

る調査で既に発見されているが、依然として開発は遅

れている。これは、主にインフラの整備に直接関係が

あり、水資源供給、電力・熱供給網、道路、鉄道建設

の未整備が原因している。

一般的に、モンゴル最大のErdenet 銅鉱山以外では、

生産基盤、適用技術の問題があり、特に金や石炭生産

現場では、環境破壊、低い鉱物回収率の原因となって

いる。

モンゴル鉱業の発展のためには、Erdenet 銅鉱山、

Darkhan 製鉄所の更新、拡張を行わなければならない。

さらに、鉱山開発、精鉱等の鉱業品を生産する中規模

のプロジェクトを創設しようとしているが、まだ計画

中である。

政府は、こうした産業改革を行うために、外国政府

からの経済支援、借款等による資金を利用するのでは

なく、外国民間資本による資金利用への移行を推進し

ている。

また、政府は、鉱業分野の法的環境をより強固にす

るために、“新鉱物資源法”の導入を行うこととし、す

でに国会で承認されている。

さらに、南ゴビの Tavan Tolgoi、Oyu Tolgoi、

Tsagaan Suvraga 等の新規開発鉱床でのインフラ整備

も計画されている。

そして、銅地金、コークス、亜炭の生産、石油開発

を行うための調査研究計画もある。これらを実行する

ためには、インフラ建設を含めて外国投資の参加が必

要になる。

モンゴルは鉱物資源や原材料に恵まれているが、将

来は付加価値のある製品を生産する体制を構築するこ

とも必要であり、この面での計画立案も重要である。

このためには、アジアの先進国をめざして、技術開発、

ノウハウの導入、外国直接投資、ビジネス情報、経験、

マネジメントが必要となる。図2  鉱山分野が経済に占める割合 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
％ 

GDP 産業生産量 輸出 

その他 鉱業 

出典：MRPAM資料2006年 

20.3％ 

65.4％ 
73.8％ 



シ
リ
ー
ズ

戦
略
的
資
源
確
保
事
業
〔
投
資
環
境
調
査
〕
（16）

モ
ン
ゴ
ル
の
投
資
環
境
調
査
2
0
0
5
年

2007.5 金属資源レポート 47
（47）

7. 投資法及び規則（Foreign Investment
Law and Regulation）

7-1. 海外投資政策
モンゴル政府は 1990 年代の政治・経済体制の改革以

来、経済の対外開放を進め、雇用創出、技術移転等を行

い、外国直接投資を促進する政策を進めている。

モンゴルの外国投資政策の中心となるのは 1991 年に

制定された外国投資法（Foreign Investment Law）で

ある。この法律は、よりよい投資環境を作るために

1993、1998、2002 年に改正されている。

外国投資促進政策の中心となるのは規制緩和であり、

モンゴルの国内法に触れない限り全ての分野において

外国投資が可能である。

投資（有形・無形を問わず）の 25 ％以上が外国資本

による場合、外国投資とみなされ、外国投資家は国内

投資家と同様もしくは有利に扱われる。また、利益や

配当､資産の売却代金の本国への送金は自由である。

外国投資の窓口となる機関は外国投資庁（Foreign

Investment and Foreign Trade Agency, 以下

「FIFTA」）である（http://www.investmongolia.com/）。

FIFTAは外国投資に関するワンストップサービスを行

う機関であり、モンゴルに投資しようとする外国投資

家の手続きは FIFTA から始まる。外国投資家がモン

ゴル法人を設立しようとする際には、まず外国投資庁

で外国投資家証明書を受ける。外国投資の許可が下り

たら､国家税務総局の登記所にて法人登記をする。

モンゴル会社法によれば、会社には株式会社（open

or joint stock company）と有限会社（closed or limit-

ed liability company）がある。会社設立時に必要な資本

金は株式会社が 10,000,000 トゥグルグ（以下 Tg）、有

限会社が 1,000,000Tg である。連絡事務所の設立に関

しても、FIFTAに申請する。事務所の設立許可は当初

3年間、その後は 2年ずつの延長となる。

鉱業や会社資本に対する投資に関しては、政府と安

定協定を締結することが可能である。これにより、10

年、15 年もしくは 30 年間、法人税等の直接税や輸入

税の固定化が保証される。

また外国投資法によれば、外資法人は優先的にモン

ゴル人を雇用しなければならず、外国人を雇用する場

合は特別な資格や技能を持っていなければならないと

されており、社会保障・労働省の許可が必要である。

モンゴルの物価、賃金が比較的安価であることが、外

国からの投資利点の一つでもある。

7-2. 外国投資家に対する優遇策
①火力発電所、送電・配熱網、鉄道、道路、航空、

通信分野への投資の場合、当初 10 年間の所得税免

除及びこれに続く 5年間の 50 ％免税。

②石油、石油化学、自動車、電子機器分野への投資

の場合、当初の 5 年間の所得税及びこれに続く 5

年間の 50 ％免税。

③製品の 50 ％以上を輸出する場合、当初 3年間の所

得税免税、これに続く 3年間 50 ％免税。

④上記以外の場合でも議会の承認により税に関する

優遇が得られる場合がある。

⑤所得を事業に再投資する場合、課税対象所得の減

額。

2007 年 1 月から法人税、付加価値税が大幅減額した。

7-3. 超過利得税（Windfall Tax）の導入
最近、国際市場での鉱物資源価格（銅、金等）が

2004 年以降上昇しており、2007 年 4 月現在、LME で

の銅価格は 8,000＄/t を超える水準に達している。1年

間に銅を約 125 千 t 輸出するモンゴルにとって、鉱物

資源の輸出収入増による経済的効果は大きい。モンゴ

ル政府は、資源開発を発展させるために、金以外の鉱

物資源に対する課税を全体的に低くしてきたが、2006

年 5 月 12 日から金、銅の価格がある水準を超えて上昇

した場合、それ以上の価格部分に対して課税を行うこ

ととし、国会で「一部鉱物資源価格急騰による利益に

対する税法」を可決した。この新税は、超過利得税と

呼ばれ、対象鉱物は金、銅及び銅精鉱で、基準は、

LMEで金 1oz が 500＄、銅 1t が 2,600＄を超える場合、

超えた分に対し、売上高の 68 ％に相当する税金を納め

ることになる。しかし、この新税導入によって採掘量

の虚偽報告、金の不法取引等が引き起こされるという

弊害を生む結果となっている。

8. モンゴル鉱業の現状（Mineral Prospectivity）
8-1. 現状
鉱業はモンゴル経済にとって非常に重要な産業部門

であり、2006 年現在、鉱業分野の総雇用人数は 3 万人

まで増加している。

鉱物採掘権取得者は、1997 ～ 2006 年に 169.8 億 Tg

を納税した。ここ 10 年間、金、銅、蛍石の生産は上昇

しており、石炭は 1995 年に 480 万 t を採掘していたが、

2006 年現在 800 万 t まで増産している（図 3）。

新鉱物資源法が可決されたことに関連し、モンゴル

政府は鉱業分野の開発に向け、2015 年までの新たな鉱

区事業の開始、技術開発、最終製品生産を支援する政

策を行う計画であり、銅、モリブデンに関しては、モ

ンゴル国内での精鉱処理（製錬、精錬等）を支援する

鉱業政策方針を採用している。

モンゴルは鉱物資源が豊富にあること、鉱物資源の

原料価格の上昇、隣国中国での資源需要の増大等で、

近年モンゴルへの外国投資は、主に鉱物資源の探鉱・

調査に向けられている。現在のところ、開発に至り生

産が始まった鉱山は少ないが、将来は、鉱物資源分野

の生産が急速に増加する可能性は高い。

モンゴルにおける産業全体の総生産に対する鉱物資

源開発及び製品輸出の割合が増加しているようにみえ

るが、実際に主製品である銅、モリブデン、化学用蛍

石の生産量は増加によるものではなく、鉱物資源の価

格の上昇と関係したものである。これに対して、鉄鋼
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用蛍石、石炭などでは実際の輸出量が増加している。

特に、中国向け石炭の輸出の増加が大きいが、石炭の

輸出は、加工せず単にトラックで輸送しているので、

地域住民から批判がでる等環境影響が大きく、しかも

経済波及効果が少ない。モンゴル政府としても、鉱物

資源を国内で処理、加工し付加価値をつける、採掘生

産事業を地域のインフラ開発、雇用確保に結びつける

ような政策を推進しようとしている（表 1）。

8-2. 鉱山及び主要鉱床
モンゴルの主要鉱物資源は、銅、モリブデン、金、

螢石である。

銅及びモリブデンは、Erdenet 鉱山で生産され、硫

化精鉱または SX-EW による銅地金の形で輸出されて

いる。Tomortiin Ovoo 鉱山は、中国との共同によって

開発が進められていたが、2005 年 8 月から生産が開始

された。

銅は主にポーフィリーカッパー鉱床中に賦存するが、

主要鉱床には Erdenet、 Oyu Tolgoi、 Tsagaan

Suvarga 鉱床等が発見されている。

モンゴルにおける金の生産は、ほとんどが砂金採掘

からの小規模なものである。砂金以外には浅熱水金鉱

床等が知られている。金の生産量は 1993 年から徐々に

増大し、2002 年には約 14t に達した。その後 2004 年

に Boroo 金鉱山が、2005 年に Tavt 金鉱山、Olon

Ovoot 金鉱山などが操業を開始し、2005 年の金生産量

は 21.9t まで増加した。

鉛・亜鉛の鉱床は、東部の Tsav、Ulaan、Tooting

Ovoo､ Salkhit､ Mongon Ondor などに分布している。

鉱床は、角礫パイプ型、熱水性多金属鉱脈、スカルン

鉱床（Tumurtei など）、炭酸塩岩を母岩とするタイプ

に分類されている。

銀は、ポーフィリーカッパー鉱床の副産物として生

産されているが、この他は、浅熱水金・銀鉱床､多金属

鉱脈などの産出が知られているにすぎず、いずれも小

規模なもので、稼行しているものはない。

錫、タングステンの鉱化帯は、モンゴルの中央部と

東部に存在している。錫鉱床は、三畳紀後期～ジュラ

紀の優白質花崗岩に伴われ、小規模のものが数多くあ

る。またそれに由来する漂砂鉱床がある。タングステ

ン鉱化作用は広範囲に確認され、しばしばモリブデン

を伴い、鉱脈、ストックワーク、グライゼンなどの鉱

床タイプが知られている。錫、タングステンの稼行し

ている鉱山はない。

レアアース鉱床は、古生代中～後期、中生代の優白

質花崗岩に伴われ、モンゴル西部と南部、北部に存在

しているが、現在稼行中のものはない。

その他、浅熱水性螢石鉱脈、火山岩を母岩とするウ

ラニウム鉱床などの産出が知られている。

モンゴルには、鉱床がたくさんあるが、開発に必要

な電力、水、道路などインフラが不足しており、鉱山

開発のためだけにこれらのインフラ整備を単独で整備

するにはコストがかかるため、開発が遅れている。

8-3. Ivanhoe Mines 社 Oyu Tolgoi プロジェクト
Ivanhoe Mines 社（カナダ）は、1997 年からモンゴ

ルでは探鉱開発事業を始めた。同社は Savage River 鉄

鉱山（オーストラリア）、Monywa 銅鉱山（ミャンマ

ー）、バクルチク金鉱山（カザフスタン）を所有するほ

か、アジア地域で探鉱活動を行っている。

同社は Oyu Tolgoi 鉱床を含むモンゴルの南ゴビ地

域を中心に約 90,000km2 の探鉱鉱区を有しているが、

現在、Oyu Tolgoi（オユトルゴイ）鉱床の開発を最重

点に推進している。

Oyu Tolgoi 鉱床は、首都ウランバートル南方約

550km、中国との国境から 80km に位置する。South

Oyu、Southwest Oyu､ Central Oyu､ Hugo Dummett

の 4 つの鉱体から構成されている。埋蔵量は 12.8 億 t

（銅 1.13 ％、金 0.24g/t）。1996 年にマグマ・カッパー

社（アメリカ）が最初に探鉱を開始し、その後 1997 年

から BHP がマグマ社を買収し、1998 年までボーリン

グ調査を実施した。1999 年に BHP は探鉱戦略の見直

しのために探鉱をを中断した。

2000 年に Ivanhoe Mines 社が Oyu Tolgoi 鉱床の探

鉱権を持つBHP社よりその権益を買収し、探鉱を再開

した。2000 年 6 月から 9 月の間に 109 本のボーリング

調査等の探鉱を積極的に実施した結果、世界レベルの

銅鉱床になるまでに至った。

Oyu Tolgoi 鉱床を含む地域の鉱業権は 2003 年末に
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図3  モンゴルの鉱業分野に対する投資と生産量 

表1  鉱業及び原油生産量 
品目（単位） 

銅精鉱（千t） 

モリブデン精鉱（千t） 

銅カソード（t） 

金（t） 

蛍石化学用（千t） 

蛍石鉄鋼用（千t） 

石炭（千t） 

原油（千バレル） 

130

1,140.9 

2,376

18.6 

104.8 

206.7 

6,794.7 

197.6

126.3 

1,153

2,474.5 

21.9 

93.7 

233.4 

8,255.8 

200.3

130  

1,160  

2,500  

23  

95  

250

8,500

212.3

2004年 2005年 2006年※ 

※見込み 出典：MRPAM資料 
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探鉱権から採掘権に変更されており、Ivanhoe Mines

社は開発の準備を進めている。Oyu Tolgoi 鉱床の開発

計画としては、2008 年末に露天掘り鉱山、また 2015

年から坑内掘り鉱山をそれぞれ開始予定である。

同社は 2003 年からモンゴル政府との投資契約（以前

は税率の固定などを含む安定協定と呼ばれ、2006 年改

定の鉱物資源法の第 29 条に投資契約として変更され

た）を進めている。また同社は 2006 年 10 月に、Oyu

Tolgoi プロジェクトに対し Rio Tinto と共同事業を実

施することを宣言し、Rio Tinto は、Ivanhoe 社株式の

9.95 ％を取得した。将来的に Rio Tinto は、Ivanhoe

Mines 社株式を 40 ％まで保有する予定であるとも伝え

られている。現在、モンゴル政府が投資契約に関して

審議中である。モンゴル産業通商省によれば、投資契

約は 2007 年第 1四半期に成立する見込みである。

9. 鉱物資源探鉱及び鉱業界
（The Exploration and Mining Industry）
9-1. 鉱物資源法概要　Minerals Law of Mongolia
（2006 年 7月 8日改定）
モンゴルの鉱物資源法はこの分野に関する投資に関

して、ワンストップサービスを提供し、投資に関連し

た各官庁に対する複雑な手続きを簡素化している。外

国投資家が鉱物資源の探鉱活動を行う場合には、外国

投資委員会及び国家登記局に企業登記をする必要はな

いが、モンゴル鉱物資源石油管理庁（MRPAM）から

探鉱権を取得しなければならない。また、外国投資家

が鉱業権を申請する場合には、企業登記を行わなけれ

ばならない。

鉱業権を管理する政府機関はMRPAMの中にある地

質・鉱業登記局（Office of Geology and Mining

Cadastre ： OGMC）である。

探鉱権及び採掘権
鉱業権は、探鉱権（Exploration Licence）及び採

掘権（Mining Licence）の 2種類からなる。鉱業権は、

国境、国の特別保護地域（国立公園、自然保護区、遺

跡など）、または地方行政による保留地等を除いて設定

できる。

鉱業権の付与は先願主義であり、付与するライセン

スには限度がない。

鉱業ライセンスは譲渡可能であり、担保として利用

することができる。鉱業権者は、鉱区内の鉱物資源を

管理、販売する完全な自由度を持っている。

許可期間　
探鉱権の有効期間は 3年間とこれに続く 3年間（1回

の更新が可能）で、合計で 9 年間の探鉱権の許可期間

となる。採掘権の有効期間は 30 年間であるが、埋蔵量

によってはこれに続いて 20 年間（１回の更新が可能）

であり、合計で採掘権の許可期間 70 年間となる。

安定化契約
最初の 5年に 5百万US＄を超える鉱業投資プロジェ

クトに対して、税率の固定などを含む安定化契約を政

府と締結することが可能である。

9-2. ロイヤルティ（Mining Royalties）
鉱業界におけるロイヤルティとは、生産鉱物資源が

売却、処分されたとき、使用されたときの売上高に対

して、その土地及び鉱物権の所有者である国及び行政

機関に対して支払うものである。

採掘権のロイヤルティは、石炭及び広く分布する鉱

物資源（砂金を除く）に対して、国内での売却価格の

2.5 ％と定められている。その他の鉱物資源（砂金を除

く）の場合、売値または売上高の 5.0 ％となる。

売却価格は以下の基準に準じて算出する。

1．鉱物資源を輸出した場合、国際市場でのその月の

平均価格及び国際貿易の規定に基づいて精算する。

2．国内で売却、または消費された場合、その商品の

国内市場価格及び類似する鉱種・製品の価格に準

じて算出する。

3．国内で消費された場合で市場価格が不明な場合、

事業者の提出した売上げ金額を基準とする。

9-3. 探鉱権（Exploration Licence）
探鉱権保有企業は認められた対象地域において鉱物

資源の探鉱を行う排他的権利を与えられる。鉱物資源

法によれば、探鉱権は対象地域について最初に適正な

申請を行った申請者に対して発行される。外国企業あ

るいは個人が申請した場合でも探鉱権は発行される。

発行手続きには約 10 日を要する。探鉱権対象鉱区の大

きさは、25ha 以上 400,000ha 以下である。

9-4. 採掘権（Mining Licence）
鉱業権保有者は、実際に鉱物資源の採掘事業を行う

ことができる。鉱業権は関連法の下で設立・登記され

た法人に対してのみ認められる。従って外国投資家の

場合には、鉱業権取得の前に、まず投資委員会及び国

家投資局に対し、設立する法人の登記申請を行わなけ

ればならない。外国投資委員会は、MRPAMとの合意

により、外国人投資家が鉱業権の取得目的でモンゴル

に法人登記しようとする場合には、登記申請手続きを

より迅速に処理することとなっている。

探鉱権が正式に与えられた地域においては、探鉱権

を保有する企業のみが鉱業権を申請できる。それ以外

の地域においては、最初に適正な申請書を提出した企

業に対して鉱業権が与えられる。保護地域に対して鉱

業権を発行する場合には、議会の承認が必要である。

申請手続きには約 20 日を要する。採掘権の申請費用は

表 2に示す。

毎年 

石炭及び広く分布された鉱物 

15＄ 

5＄ 

表2  採掘権の申請費用（１ha当たり） 
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採掘権対象鉱区の大きさ
採掘事業の対象地域は、直線を境界線とした多角形

でなければならず、その境界線は東西・南北に延びる、

長さ 500m 以上の直線とする。塩及びその他の広く分

布する鉱物資源の場合、鉱区の境界線の長さが 100m

以上とする。

9-5. 鉱業権設定状況
2006 年 2 月の時点で有効な鉱業権が 6,088 件、その

内の 992 件が採掘権であり総面積が 205,900ha である。

探鉱権は 5,096 件を占めており、面積は 69.8mil ha で

ある。鉱業権でカバーされた総面積は国土の 44.2 ％を

占めており、この内採掘権対象面積は国土の 0.12 ％を

占めている。

鉱業権保有者は法人 1,023 社、個人 1,020 人である。
保有件数の内訳は 100 ％外資系法人が 1,431 件、外国
会社支店及び個人（外国）が 53 件、合弁会社が 571 件、
国内会社及び個人（国内）が 4,093 件である。
鉱業権を多く保有している企業の例としては、QGX

社（カナダ）が 141 件、Ivanhoe Mines 社が 129 件、

Batu Mining Mongol 社が 129 件、テフィス・マイニン

グ社が 128 件の順位になっている。現在採掘権者は 240

社あり、その内 100 社が金の採掘の関係となっている。

モンゴルの探鉱件数の推移を図 4 に示すが、探鉱件

数は年々増加している。ボーリング調査の掘進長は、

1997 年の 7,088m から 1999 年の 11,570 ｍまで増加し、

その後 2004 年に 280,000m、2005 年に 336,000 ｍと急

速に増加している。2006 年の鉱業権保有者の国籍別件

数は表 3に示す。

9-6. 環境保護（Environmental Protection）
モンゴルにおける環境保護に関する管理は国家専門

検査庁（The State Specialized Inspection。www.

ssia.gov.mn）中の自然環境地質鉱業管理局が行ってい

るが、地方自治体がそれぞれの地域において鉱業活動

に関する環境管理を主体的に行っている。

鉱山開発事業には、政府機関による許可書と環境評

価書が必要である。環境評価書は、事業または開発計

画が環境に対して悪影響を及ばす可能性を評価し、環

境保全計画を明確に示さなければならない。環境評価

書の作成は以下の場合において必要である。
●新規探鉱事業開始前　
●鉱業権更新
●鉱業権譲渡

地方自治体は、探鉱権や採掘権が発行される前に、

政府の土地開発計画に基づいて、申請者が提出した環

境評価書、環境保護計画、必要設備説明書等に対して、

意見を述べる権限を持っている。

モンゴルではここ数年鉱業活動が急激に成長し、そ

れに伴い環境保護も問題になっている。新規に開発さ

れた鉱山では、基準外の有害化学物質を使用する例も

あり、これが環境、ならびに人体に害を与える原因と

なっている。このために鉱山での有害化学物質の適切

な使用と、使用時の検査過程について規定した法律と

規則を立案することが必要となっている。

また、有害化学物質の使用につき登録制度等を明確

に規定することが必要となっており、2006 年改定の鉱

物資源法では、環境保護に関する項目、特に環境復元

についての規定が細かく定められている。

（2007.4.23）
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図4  探査件数の推移 

国名 件数 面積（100万 ha） 

英国 

中国 

ロシア 

バミューダ島 

日本 

ケイマン島 

韓国 

オーストラリア 

カナダ 

542 

343 

221 

142 

128 

109 

85 

53 

53

20.7 

2.2 

1.9 

3.8 

1.1 

1.5 

0.7 

1.1 

1.1

表3  鉱業権保有者の国籍別件数（2006年） 

出典：産業通商省資料 
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