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モンゴルの投資環境調査

北京事務所　所長 土居　正典

1. モンゴル概要
1-1. 面積
　モンゴルはロシアと中国に挟まれたアジア北東部の

位置にあり、総面積は 156 万 5,600km2 で日本の約 4.2

倍である。北はロシアと 3,485km、南は 4,673km で中

国と国境を接している。

1-2. 人口
　人口は 273 万 2,700 人（2009 年末）と、他国に比べ

人口密度の少ない国の一つである。首都ウランバート

はじめに
　モンゴルは、ロシアと中国の間に挟まれたアジア北東部に位置し、広大な国土（日本の４倍）を持つ国である。

1989 年、65 年間続いたソ連の衛星国から脱却し民主化、市場経済化を進め現在に至っている。民主化以降、人民革

命党と民主党による２大政党制が続き、現在は民主党のエルベグドルジ大統領、人民革命党と民主党の連立内閣の下

に人民革命党のバッドボルド首相の体制となっている。経済は銅、石炭、鉄鉱石等鉱物資源の輸出を中心に順調に拡

大してきている。モンゴルは豊富な鉱物資源の探鉱・開発を進めるとともに、鉱物資源加工産業（Dornogovi 県の

Sainshan 市の加工産業複合プラントなど）及び食品加工産業等の振興を図っている。鉱物資源法は 1997 年制定され

その後改正を行っているが、2006 年の改正では外資による鉱山開発意欲後退に繋がる金及び銅にかかる超過利得税

（Windfall Tax）が導入されたが、2011 年１月１日に廃止されることとなった。また、ウラン資源の大きな潜在性に

もかかわらず法整備が遅れていたが、2009 年７月に原子力エネルギー法が制定された。さらに交渉に長期間を要した

Oyu Tolgoi 銅・金鉱床（銅の埋蔵量世界第３位）開発のための投資契約が 10 月に漸く締結されたほか、世界最大級

の Tavan Tolgoi 石炭鉱床開発プロジェクトの外国 Partner 選定手続きが年内を目処に進行している。これらプロジ

ェクトは南ゴビ地域に位置するが、同地域の鉄道、電力、道路等のインフラ整備が急務である。本報告は、北京事務

所がモンゴルの Blue Ridge コンサルタント会社の協力で実施したモンゴル投資環境調査結果の中から、要旨をまと

めて報告するものである。

（579）

ルの人口は 110 万人。人口の６割は都市や定住地に住

み、4 割は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。社会主義国時代は、

ソ連の影響が強くロシア語が義務教育に入っていたが、

民主化以降は英語や日本語などの外国語教育も盛んで

ある。

1-5. 宗教
　チベット仏教が浸透しているが、民主化以降信仰の

自由が認められた。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。

1-6. 地理、気候
　北緯 42 〜 53 度に位置し、大陸性気候である。年間

平均雨量は 220mm で、夏に集中する。気温は夏は

40℃近くに、冬は− 40℃を下回ることもあり気候変動

が大きい。

1-7. 通貨
　通貨単位はトゥグルグ（Tg）。US ＄1 ＝約 1,300Tg

（2010 年 9 月現在）。日本円 100 円は約 1,530Tg。
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1-8. 国内総生産
　2009 年の一人当たり GDP は 1,818US ＄。国内生産

は主に天然資源集約型であり、2008 年において鉱業部

門が GDP の 28.2％、製品輸出の 80.7％を占めている。

1-9. ビザ
　モンゴル入国の際、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）

　　 ただし日本人は、2010 年４月１日より滞在期間 30

日までの場合　不要

　 ● 通過ビザ（ビザ有効期間５日）

　 ● 業務ビザ（ビザ有効期間 30 日）

1-10. 地質及び地質構造
　モンゴルの地質は先カンブリア紀から新生代第四紀

までのすべての時代にわたる地層と各時代に貫入した

火成岩類から構成される。シベリア卓状地、タリム地

塊及びシノコリア卓状地が先カンブリア紀より接近・

衝突をし、造山運動が繰り返された地域である。

　モンゴルのほぼ中央部を南に凸型の弓なりの弧を描

いて発達するウラルモンゴル構造線を境にモンゴルの

地質構造が大きく相違する。これは Mongolian Main 

Lineament（MML）とも呼ばれる東西系構造線で、地

質構造を北側と南側に分断している。また、これらと

斜交する北西─南東系の線構造帯も発達している。

　ウラルモンゴル構造線の北側は先カンブリア紀から

前期古生代の岩石類が卓越する特徴をもち、従来より

カレドニアン期に位置づけられている。北モンゴル褶

曲帯、ウランバートル褶曲帯から構成され、片麻岩な

ど高度の変成岩類、片岩、千枚岩、結晶質石灰岩など

の中〜低度の変成岩及び変質した火山岩類、古生代前

期の砂岩、粘板岩や石灰岩などの堆積岩類からなる。

バイカル期（原生代最末期）、カレドニア期（古生代前

期）、バリスカン（ヘルシニア、古生代後期）の造山運

動をうけた影響で著しい褶曲構造を呈している。これ

らの地層・岩石類はシベリア地塊の外側にそって、南

に半同心円状に分布しながら、ウラルモンゴル構造線

に調和する。南側は古生代前期から後期の地層・岩石

類が主体となり、バリスカン期に対応される。モンゴ

ル南部のゴビ地域に広く発達し、古生代後期の南モン

ゴル褶曲帯と古生代最後期の内モンゴル褶曲帯で構成

される。火山岩類、石灰岩、砂岩、シルト岩などから

構成される。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、オ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。南側も

全体としてウラルモンゴル構造線に調和した構造を呈

している。

　モンゴルの花崗岩類の活動は先カンブリア紀以降、

種々の時代の火成岩類が貫入し、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。古生代前期

の火成岩類はカルクアルカリ系列で、斜長石花崗岩、

花崗閃緑岩、花崗岩などから成り北モンゴル褶曲帯に

分布する。古生代後期の火成岩類はカルクアルカリ、

アルカリ系列で、北モンゴル褶曲帯、南モンゴル褶曲

帯に分布する。モンゴル南東部では、中生代中期から

新生代にかけ、陸成の堆積盆で形成された堆積岩類や

火山岩類が、古生代の地層や古生代や中生代の花崗岩

類を被覆して分布する。

　モンゴルの鉱物資源は火成岩類の活動と密接である。

とくに古生代後期から中生代の花崗岩類は鉱物資源の

形成に重要である。鉱物資源のポテンシャルは高く約

6,000 の鉱床・鉱徴と 80 の鉱種が確認されている。金、

銀、銅、クロム、ニッケル、亜鉛、チタン、鉄、ウラン、

バナジウム、マンガン、タングステン、モリブデン、

レアアース、ジルコン、タンタル、錫、ベリリウム、鉛、

アンチモン、水銀などの金属資源のほか石炭も豊富に

産出する。

　先カンブリア紀では、含金石英脈、ストックワーク

タイプの熱水性起源の鉱床が認められる。古生代前期

では、古生代島弧や縁海に関係した鉱化が発達し、熱

水性金石英脈、金・銅鉱床、銅スカルン、多金属・鉄

鉱床が賦存する。古生代後期では、大陸の縁で形成さ

れた金鉱床、銅スカルン、多金属スカルン、含ニオブ・

ジルコンペグマタイト、含レアアース・カーボナタイト、

斑岩銅鉱床、グライゼン、タングステン・モリブデン

石英脈などが分布する。

　中生代前期では、海洋タイプの大陸縁の活動帯に鉱

化作用が発達しており、モンゴルの東部、北東部、北

部中央に分布する。錫石英脈、グライゼン、含タンタル・

ペグマタイト、金・モリブデン・タングステン石英脈、

鉛・亜鉛スカルン、モリブデン・銅・ウランストック

ワーク、斑岩モリブデン・銅鉱床などが特徴的な鉱床

である。中生代後期では、大陸リフト帯に関係した鉱

化作用が発達する。カーボナタイト、含ベリル・蛍石

鉱床、金銀脈・ストックワーク、水銀・アンチモン鉱

化帯、ニッケル・コバルト・銅鉱床、堆積性ウラン鉱床、

石油が分布している。

2. 政治及び経済情勢
2-1. 歴史的背景
　近代モンゴルの歴史は、チンギスハンが民族を統一

した 1206 年に始まる。13 世紀には北部ベトナムから

中東、東欧まで広がる帝国を形成したが、14 世紀半ば

に帝国は内部抗争により崩壊し、17 世紀には中国・清

に支配された。1911 年の中国革命の際、北部モンゴル

の皇太子はモンゴル自治国独立を宣言、1924 年まで王

国として存続した。1924 年から旧ソ連の支援のもと一

党独裁の人民革命党は社会主義を進めたが、多くの東

欧諸国同様に 1989 年に民主化運動により民主的政治体

制が採択された。以降、人民革命党と民主党の 2 大政

党が主となって、政権交代を経ながら現在に至ってい
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　2008 年の第５回総選挙では人民革命党が勝利した

が、その結果に国民は反発し一日間、暴動となったが

すぐに収束した。人民革命党は政策、政権の安定化の

ため民主党と連立を組み、現在に至っている。

2-2. 行政機構
　大統領を国家元首とする共和制であり、大統領は４

年ごとに直接選挙で選ばれる。任期は４年で１度だけ

再選可能。議会は国家大会議（The State Great Hural）

と呼ばれる一院制で、76 名の議員で構成される。

　行政単位は 21 の県（アイマグ）及び１首都圏（ウラ

ンバートル）である。県は 333 郡（ソム）、さらに郡は

1,570 バグに分けられる。ウランバートルは９地区（ド

ゥーレグ）、ホローに分けられる。

3. 立法、司法制度
3-1. 立法制度
　法案提出権は大統領、政府及び議員にあり、その流

れは以下のとおりである。

　①法案の国家大会議への提出。

　② 国家大会議総会による法案審議若しくは不審議の

決定。

　③ 審議と決定された場合、担当部局による法案審議

のための調整。

　④国家大会議での審議。

　場合により、再度の担当部局による調整。

　⑤法案、必要により国家大会議での追加条項の可決。

　⑥大統領による承認若しくは拒否。

　⑦承認の場合、一般に公示。

　⑧法律施行日の指定が無い場合、10 日後に発効。

　国民は法案審議のいかなる過程においても、口頭ま

たは文書にて意見を述べる権利を有する。

4. 政府関係機関
4-1. 鉱物資源エネルギー省
　Ministry of Mineral Resources and Energy  

〈www.mmre.gon.mn〉
　鉱物資源エネルギー省は、地質・鉱物資源、石油、

総合エネルギー及び重工業に関する政策、燃料・エネ

ルギー生産・供給、再生エネルギー及び新規エネルギ

ー源の開発など担当する。

　傘下に、鉱物資源庁（Mineral Resources Authority）、

エ ネ ル ギ ー 庁（Energy Authority）、 石 油 管 理 庁

（Petroleum Authority）の実施機関がある。

4-2. 自然環境観光省
　Ministry of Nature, Environment and Tourism

〈www.mne.gov.mn〉
　自然環境観光省は、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

担当する。

　傘下に、気象・環境調査庁、水資源庁、森林庁の実

施機関がある。

4-3. 外交貿易省
　Ministry of Foreign Affairs and Trade

〈www.mfat.gov.mn〉
　外交貿易省は、2009 年、産業通商省の廃止から、同

省に所属していた貿易・経済協力部門を吸収し、旧来

の外務省から外交貿易省と名称変更した。

4-4. 統計局
　Mongolian National Statistical Office

〈www.nso.gov.mn〉
　統計局は、国家大会議に属する独立機関である。個人、

企業、政府に対し平等で、科学的手法により経済、社会、

人口などに関する情報を提供する。

4-5. 原子力庁
　Nuclear and Radiation Regulatory Authority
　原子力庁は 2009 年に設立された内閣直属の組織で、

放射性鉱物資源及び原子力エネルギーの平和的利用、

社会・関連セクターへの最新技術導入促進に関する行

政を行う。

5. 鉱物資源所管官庁等
5-1. 鉱物資源庁
　Mineral Resources Authority：MRAM
　旧鉱物資源石油管理庁が、2008 年に鉱物資源庁と石

油管理庁に分けられた。

　MRAM は、鉱業に関する情報管理、鉱業権の発行、

地質調査研究及び地質データ管理を行っている。鉱業

権の申請受付、審査、発行、管理は MRAM 地質鉱業

登記局（Office of Geology and Mining Cadastre）が行

う。

　そのほか MRAM の部局及びその所管は、次のとお

り。

①管理局（Administractive Unit）

②地質局（Geology and Research Division）

　 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、情報管理など

③鉱山局（Mining and Research Division）

　 鉱産物開発に係る調査、鉱業統計整備、環境保護及

び労働安全に関する規則策定

④石炭調査局（Coal and Research Division）

⑤地質・情報局（Geology and Research Division）

5-2. 外国投資貿易庁
　Foreign Investment and Foreign Trade Agency：
FIFTA
　外交貿易省管轄下であり、モンゴルへの海外直接投

資の誘致及び促進活動を行う。

（581）
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5-3. 国家専門検査庁
　The State Specialized Inspection Agency
　各産業分野の法律、基準などの検査を行う。

5-4. Erdenes MGL（政府企業）
　Erdenes MGL は、モンゴル議会により戦略的重要鉱

床と特定された鉱山の開発に政府を代理して参加する

目的で設立された 100％国有の企業である。ウランを

除く資源について、政府が権益を取得した場合、同社

がその権益を所有する。

5-5. Mon-Atom（政府企業）
　Mon-Atom は、2009 年２月 11 日の第 45 政令によっ

て設立され、目的はウラン開発のみに限らず、原子力

発電所の建設、ウラン資源の加工などの分野の発展を

含む。原子力エネルギー法では、すべてのウラン鉱床

は戦略的鉱床で政府の権益参加が規定されており、政

府に代わりこの権益を実際に所有する。

6. 経済情勢
　資源価格高騰の恩恵を受け、2006 〜 2008 年の３年

間の GDP は平均 9.2％と順調に成長してきた。2008 年

10 月の世界金融危機に伴う世界経済の急激な縮小か

ら、資源価格が暴落し輸出収入が激減した一方、輸入

の削減が遅れたためモンゴル経済も外貨危機に陥った。

2009 年 ４ 月 に IMF か ら 240.9mUS＄ の Stand By 

Credit（2009 年４月１日〜 2010 年 10 月１日まで）を

取り入れ、主要援助国及び世界銀行、アジア開発銀行

など国際機関からの緊急支援等で経済調整を行い危機

を回避した。2009 年は、IMF の下での経済調整の期間

となり GDP は− 1.6％程度の減少となった模様である

（世銀）。2009 年の輸出は 19 億 US＄（対前年比 25％減、

内訳：金 44％減、銅 40％減、ヤギの原毛 30％減　以

上で輸出の 50％を占めるが、価格の下落が影響）であ

った。輸入も 34％縮小した結果、2009 年貿易赤字は前

年の 10.7 億 US＄から、2.2 億 US＄に改善した。2009

年４月の政策レート大幅引上げ以来、対 US＄為替レー

トは安定的に推移し、2009 年末外貨準備は 11 億 US＄と

記録的に増加した。

7. 海外投資政策
　外資導入政策は、自由貿易を目標とし自由である。

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、技術移転等を進めるため

外国直接投資を促進する政策を進めている。1990 年に

外国投資法（1993、1998、2002、2008 年に改正）を制

定し外国投資を奨励、海外投資家の権利及び財産の保

護など諸事項を規律した。

　海外投資家は法で禁止されたものを除き、いかなる

事業でも行うことができる。100％海外資本も可能で、

投資（有形・無形を問わず）の 25％以上が海外資本の

場合は海外投資とみなされる。海外投資家は、国内投

資家と同様もしくは有利に扱われ、利益及び配当、資

産の売却代金の本国送金は自由である。また、モンゴ

ル憲法でも海外直接投資を保護している。

　外国投資の窓口となる機関は、外国投資庁（Foreign 

Investment and Foreign Trade Agency; http://www.

investmongolia.com/）である。

8. モンゴル鉱業の現状
　モンゴルは鉱物資源に恵まれ、80 種類の鉱物、6,000

以上の鉱床及び鉱徴が発見されている。そのうち 400

の鉱床で調査が実施されており、160 以上の鉱床が採

掘されている。その他にも御影石、大理石等建設資材

となる石材資源が 170 か所存在し、うち 35 か所が採掘

中で 90 か所が開発途上にある。

（582）

（出典：鉱物資源エネルギー省）

モンゴルの鉱物資源

鉱物資源 埋蔵量 鉱物資源 埋蔵量

銅 2,300万ｔ ウラン 60,000ｔ

モリブデン 218,500ｔ 石炭 120億ｔ

金 763ｔ 蛍石 1,440万ｔ

銀 10,000ｔ リン 24億ｔ

鉄 45,300万ｔ タングステン 70,000ｔ

スズ 10,000万ｔ 鉛 300万ｔ
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8-1. 鉱業部門への外国投資
　外国投資は、毎年増加してきたが 2009 年は世界不況

の影響を受け下降した。今後は、Oyu Tolgoi、Tavan 

Tolgoi 等大規模鉱山の開発により著しく増加すること

が見込まれる。

8-2. 戦略的重要鉱床
　モンゴル議会は、定められた基準に基づき戦略的重

要鉱床を指定する。現在のところ、以下 15 鉱床が指定

されているが、ウランについてはすべて戦略的重要鉱

床とされる。

（583）

（出典：鉱物資源庁）

（出典：Erdenes MGL）

鉱床名 鉱種 位置 埋蔵量

Tavan Tolgoi コークス炭、燃料炭 南ゴビ、Tsogttsetsii  6,420,000,000ｔ

Nariin sukhait コークス炭、燃料炭 南ゴビ、Gurvantes  125,500,000ｔ

Baganuur 褐炭 Ulaanbaatar、Baganuur  600,000,000ｔ

Shivee ovoo 褐炭 Gobisumber、Shiveegobi  646,200,000ｔ

Mardai ウラン Dornod、 Dashbalbar  924,600ｔ（0.119％ U3O8） 

Dornod ウラン Dornod、Daskbalbar  16,467,100ｔ（0.175％ U3O8） 

Gurvanbulag ウラン Dornod、Daskbalbar  10,560,000ｔ

Tumurtei 鉄鉱石 Selenge、 Khuder  229,300,000ｔ（ 51.15％ Fe）

Oyu Tolgoi 銅、モリブデン 南ゴビ、Khanbogd  2,300,000,000ｔ（1.16％ Cu　0.35g/ｔ Au） 

Tsagaan suvraga 銅、モリブデン Dornogobi、Mandakh
 酸化鉱10,640,000ｔ（0.42％ Cu、0.011％ Mo）
硫化鉱240.100百万ｔ（0.53％ Cu、0.018％ Mo）

Erdenet 銅、モリブデン Orkhon、Bayan-Undur  1,200,000,000ｔ（0.51％ Cu、 0.012％ Mo）

Burenkhaan リン Khuvsgul、Alag-Erdene  192,240,000ｔ

Boroo 金 Selenge、 Bayangol  24,523,000ｔ（1.6g/ｔ Au）

Tumurtein ovoo 亜鉛、鉛 Sukhbaatar、Sukhbaatar  7,689,400ｔ（11.5％ Zn）

Asgat 銀 Bayan-Ulgii、Nogoon nuur  6,402,600ｔ（351.08g/ｔ Ag）
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8-3. 鉱業政策
　2015 年までの鉱山、重工業開発方針は以下のとおり

である。

　（1） Oyu Tolgoi 銅・金鉱山、Tavan Tolgoi 炭鉱な

ど大鉱床を開発する。インフラ整備、環境を整

備して、Tsagaan Suvraga、Kharmagta 銅鉱床

を開発し、銅精鉱及び石炭、さらには電力の輸

出国になる条件を整える。

　（2） Selenge、Darkhan 地域の鉄鉱山を利用して、鉱

業、重工業プラントを設立する、Darkhan 地域

の工場設備を更新し、鉄鋼製品生産量の増加に

よる製品輸出を目指す。

　（3） Tavan Tolgoi、Nariin Sukhait 炭 田 で の 選 炭、

世界基準を満たす製品の輸出を目指す。

8-4. ウラン政策
　ここ 4、5 年、カナダ及びオーストラリア企業により

探査が盛んに実施され、62,000ｔの埋蔵量が確定され

ている。IAEA（国際原子力委員会）2008 年度レポー

トによると、戦略的重要鉱床の３鉱床の確定埋蔵量は

60,000 − 70,000ｔ、推定埋蔵量が 1,500,000ｔである。モ

ンゴルは、安定した開発パートナーが必要である。以前、

旧ソ連がウラン探査などを実施したが、モンゴルが技

術的に参加することはなく、この分野における様々な

調整を行うため、2009 年に、原子力庁及び Mon-Atom

社が設立され、原子力エネルギー法が制定された。

8-5. 鉱業を取り巻く社会事情
　鉱物資源の国家的重要性に鑑み、特に大規模鉱山開

発については選挙対策もあり、政治問題になりがちで

ある。鉱物資源政策・方針、大規模プロジェクトの承

認等は、議会の承認事項であるため、世論操作をした

議論が行われる。議員には、鉱物資源の探鉱・開発に

詳しい人物は非常に少なく、鉱業協会・掘削協会など

民間鉱業関係団体の意向も議会には殆ど反映されない。

9. 鉱物資源法概要　Minerals Law of Mongolia
　鉱物資源法は、石油、天然ガスを除くすべての鉱物

資源の探鉱、開発に適用される。地表及び地中の鉱物

資源は国家資産であり、国家は所有者として探鉱権、

採掘権を付与できる。

　鉱床は３分類されている。①戦略的重要鉱床、②一

般鉱床、③通常鉱床に分かれる。

　戦略的重要鉱床については、鉱床の国家所有に関す

る規定があり、国家の権益は鉱床採掘協定で決定され

る。確認埋蔵量を決定するため、国家資金が使用され

た場合は国家は 50％まで、国家予算以外の場合は 34％

まで所有できる。また採掘ライセンス保持者は、株式

の 10％以上をモンゴル証券取引所で取引しなければな

らない。

探鉱権及び採掘権
　鉱業権は探鉱権（Exploration License）及び採掘権

（Mining License）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。ただし 2010 年４月 20 日 17 時からエルベグドルジ

大統領、国家安全保障委員会会長の命令により、鉱業

権の譲渡、及び新たな付与が一時中止となっている。

これは鉱業権の違法発行、不十分な維持条件管理等を

是正しようとするもので、鉱業権に関する新たな法律・

規則が制定される可能性がある。

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 ×

２回の更新が可能で合計で９年間となる。採掘権の有

効期間は 30 年であり、埋蔵量により 20 年間延長（１

回の更新が可能）することが可能である。

安定化契約
　探鉱・採掘を行うためランセンス保持者は、安定的

関係を求めて投資協定の締結を申請できる。投資協定

は国家行政機関と締結し、協定締結後、国家行政機関

はモンゴルバンク（中央銀行）及び関係当局に通知する。

　協定期間は当初５年間の投資額により異なり、

　　50mUS＄以上の場合、10 年、

　　100mUS＄超の場合、15 年、

　　300mUS＄超の場合は、30 年である。

ロイヤルティ
　採掘ライセンス保持者は、製品の販売価額に基づく

ロイヤルティを中央及び地方の税務当局に支払う。販

売価額の決定は以下のとおり。

　国内で販売される燃料炭及び一般鉱物（砂金を除く）

については販売価額の 2.5％、その他の鉱物は５％。

ライセンスの維持条件
　ライセンス保持者は鉱物資源法の規定に基づく条件、

要求事項を遵守する必要がある。

　（1）ライセンス料の支払い。

　　　探鉱ライセンス（１ha 当たり）

　　　 初年度 0.1 US＄、２年目 0.2 US＄、３年目 0.3 US

＄、４〜６年目 １US＄、７〜９年目 1.5 US＄。

　　　採掘ライセンス（１ha 当たり）

　　　毎年　15 US＄、石炭及び一般鉱物　５US＄

最低探鉱費及びその証明
　探鉱権保持者は毎年、ライセンス地域につき１ha 当

（584）
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たり以下に記載する金額以上の費用を調査、探鉱作業

に費やさなければならない。探鉱費用に要した支出は、

年間探鉱作業報告及び財務諸表により政府機関が確認

し、必要な場合には現地調査を行うことが出来る。

　　　１年目　　　０US＄

　　　２〜３年目　0.5 US＄

　　　４〜６年目　１US＄

　　　７〜９年目　1.5 US＄

鉱業権設定状況
　有効な鉱業権は、下記のとおりである。（2010 年９

月２日現在）

　　　探鉱鉱区 ─ 27,251,268.66ha

　　　採掘権数 ─ 1,118

　　　採掘鉱区 ─ 503,814.87ha

　探鉱権、採掘権のカバー地域は、全面積の 24.6％を

占めている。なお環境保護管理は、国家専門検査庁（The 

State Speciaized Inspection http://www.inspection.

gov.mn/）自然環境・観光・地質鉱業管理局が行って

いるほか、地方自治体が鉱業活動に関する環境管理を

主体的に行っている。採掘ライセンス保持者は、採掘

ライセンス獲得前に環境影響評価と環境保護計画を用

意しなければならない。法律により河川水源、水源地

保護区域、森林地での鉱物探査、探鉱、採掘は禁止さ

れている。

（2010.9.14）

（585）
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