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○レアメタル・レアアース戦略策定 
 ・2013年1月30日、ロシア政府は、国家プログラムとして、「2020年までの産業発展及 
  び競争力向上」のサブプルグラムとして、「レアメタル・レアアース戦略」を策定。 
 

○戦略策定の背景 
 ・ロシアのレアアース埋蔵量は2,800万t（世界第2位）。一方、レアアースの年間生産 
  量は2,000t未満(世界市場の1.3％)。 
 ・ロシア国内のレアアース需要は中国からの輸入に依存。国家安全保障と国内産業 
  発展のリスク要因。 
 

○戦略の目標 
 ・一貫生産体制の競争力あるレアメタル・レアアース産業を国内に構築。 
 ・レアメタル・レアアース製品の国内需要を充足し、この分野の輸入依存を解消。 
 ・国産原料の一次加工製品であるバルク精鉱の供給から高付加価値ハイテク製品輸 
  出への移行により、国際分業における新たな地位を獲得すること。 
 

○戦略の進め方 
 ・2段階（2013年～2016年、2017年～2020年）に分けて、5つの主要施策を実施。 
 

ロシアのレアメタル・レアアース戦略概要 
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○レアメタル 
 ・多数のレアメタル鉱物が知られているが、生産が可能な規模で濃集しているものは 
  わずか。 
 ・海外の類似鉱床に比べ、有用成分の品位、地理的経済性等が劣る。 
 
 

○レアアース 
 ・ロシアのレアアース埋蔵量は2,800万t（世界第２位）、予測資源量は酸化物量換算 
  で520万t。 
 ・16の鉱床あり（ロヴォゼロ鉱床、トムトル鉱床、ヒビヌィ・アパタイト鉱床グループ 
  (ユクスポル鉱床、クキスヴムチョル鉱床等)、アブラモフスコエ・イオン鉱化帯のパヴ 
  ロフスカヤ・エリア、その他の鉱床(カトゥギン、ヤレガ、ベロジミンスコエ等)）  
 

ロシアのレアメタル・レアアース産業の特徴 
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○旧ソ連時代 
 ・レアアース産業が発達しており一貫生産が可能。自国原料から多様な高品質レア 
  アース製品(蛍光体、磁石等)を生産し、輸出も行っていた。 
 ・レアアース製品生産量は1991年には8,500t、世界市場の約15％（世界3位）。 
 ・ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国におけるレアアース最終製品の生産は10％。 
  高価な原料の供給源及び高度処理施設は他の共和国に存在。 
 

○現在のロシア 
 ・ロシアはレアアース埋蔵量は2,800万t（世界第2位）。レアアースの年間生産量は 
  2,000t未満(世界市場の1.3％)。 
 ・レアアースは初期工程の製品であるレアアース複合炭酸塩として生産。中間工程 
  (分離・製錬)がなく、ほぼ全量を輸出。 
 ・現在、ロシア国内のレアアース需要は中国からの輸入に依存。 
 

旧ソ連時代及び現在のロシアのレアアース産業 

・レアアースの商業的採掘は、ロヴォゼロ鉱床（ムルマンスク州）で行われており、鉱石(ロパ 
 ライト)の精鉱を生産。精鉱はソリカムスク・マグネシウム・プラントで処理され、レアアー 
 スの複合炭酸塩を生産。 
・レアアース複合炭酸塩は、Silmet(エストニア)で単一レアアース酸化物に加工。Irtysh Rare  
 Earths Company(カザフスタン)でも少量加工。 
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○優位性 
 ・膨大なレアアース埋蔵資源。 
 ・中国以外では唯一、価格ダンピング時も操業を継続したレアアース生産施設あり。 
 ・レアアース製品生産に応用可能な技術あり(特に鉱物原料からの金属抽出技術、酸化 
  物からの精錬金属生産技術) 。 
 ・レアアース生産に付随する放射性廃棄物を、所定の環境基準に完全に従って処理す 
  る技術あり。 
 

○課題 
 ・レアアース原料を高付加価値製品(単一レアアース酸化物、金属・合金)に加工できる 
  操業中の生産施設なし。 
 ・技術力で中国、米国等に劣る。1990年代から資金が投じられておらず、レアアースの 
  採掘・処理・利用分野の開発能力が大幅に低下。 
 ・現有するソ連時代の分離・金属生産設備は近代化が必要。 
 ・レアアースの可採埋蔵量の主要部分は、軽グループを含むアパタイト鉱石。その金属 
  酸化物の平均品位は0.4％以下で、他国で開発中の鉱床に比べ低品位。 
 ・技術力のある企業との合弁会社設立によるによる国内生産や、M&Aによる協力関係 
  作りなどの手段を活用していない。 

ロシアのレアメタル・レアアース産業を巡る優位性と課題 
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○レアメタル・レアアース一貫生産の重要技術の開発 
 ・レアメタル・レアアースの抽出・分離・生産技術 
 ・高純度単一レアメタル・レアアース及び同化合物の生産技術 
 ・レアメタル・レアアースを利用する新世代の材料・ハイテク製品生産技術 
 

○一貫生産の確立 
 ・全種類のレアアース製品に関する新たな製造業の需要をまかなう一貫生産の確立。 
 

○鉱床の操業開始等 
 ・レアメタル・レアアース鉱床の操業開始。人工鉱床を含むレアメタル・レアアース鉱床 
   の総合的開発に向けた条件の整備。 
 

○鉱石の旧埋蔵量再評価等 
 ・新たな工業生産に対するレアメタル・レアアース原料の長期供給を目的とするレアメタ 
   ル・レアアース鉱石の旧埋蔵量再評価及び新規埋蔵量開拓。 
 

○人材確保 
 ・新たなレアアース産業の人材確保。 
 

レアメタル・レアアース産業発展のために解決すべき課題 
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○第一段階(2013～2016年)     
   施策1：レアアースの国家備蓄の形成 
 
   施策2：レアメタル・レアアースの鉱物原料基盤の発展 
 
   施策3：レアメタル・レアアース部門の科学技術力の発展 
 
   施策4：レアメタル・レアアース生産の促進 
 

○第二段階(2017～2020年) 
   
   施策5：レアメタル・レアアース生産の支援 

 
 
    → 2013～2016年の第一段階及び 2017～2020年の第二段階に分け、 
       五つの主要施策を実施。 

 
 

レアメタル・レアアース戦略推進スケジュール 

8 



施策1：レアアースの国家備蓄の形成(2013～2016年) 
 ・最も不足している国防調達遂行に必要なレアアースの備蓄を形成。 
  

施策2 ：レアメタル・レアアースの鉱物原料基盤の発展(2013～2016年) 
 ・鉱物国家登録データのシステム化。レアメタル・レアアース含有の地下資源鉱区、 
  有望エリア及び人工鉱床の調査状況と開発状況の分析。 
 ・次の地域において追加地質調査・経済評価等を実施。 

- ムルマンスク州ロヴォゼロ山塊(ジルコニウムのオフバランス鉱床、アルアイフ  
  鉱区等の鉱床) 
- アルィスカンスコエ・レアメタル・レアアース鉱床 
- サハ共和国(ヤクーチア)トムトル鉱化帯、トムトル鉱床ブランヌィ鉱区 
- クラスノヤルスク地方チュクトゥコンスコエ鉱床 
- イルクーツク州エラシ鉱化帯のヴィシニャコフスコエ、オトボイノエ鉱床開発 
- 非在来型レアメタル・レアアース鉱物 

褐簾石(ユジノ・ボガティルスコエ鉱床)、ブリトライト(サハリョク鉱床)、チタ
ン磁鉄鉱・灰チタン石(ジドイスコエ鉱床) 

- その他、ジミンスコエ・レアメタル地帯のベロジミンスコエ鉱床(Nb、P、Ta、 
  レアアース)、ボルシェタグニンスコエ鉱床(Nb、P、U)、スレドネジミンスコエ鉱 
  床(Ta、Nb、U、P、レアアース)、ヤルミンスコエ鉱床(レアアース)  等 

  

施策の概要① 
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施策3 ：レアメタル・レアアース部門の科学技術力の発展(2013～2016年) 
 ・レアメタル・レアアースの抽出・分離・生産技術の開発 

- 赤泥処理時のレアアース酸化物随伴抽出技術の開発 
- レアアースバルク精鉱生産技術の開発 
- かん水からのリチウム生産技術の開発 
- リン酸石膏廃棄物の利用技術の開発 等 

  
 ・高純度単一レアメタル・レアアース及び同化合物の生産技術開発 

- アパタイト、リン酸石膏処理等により生産される重レアアースグループの精鉱を、 
  単一化合物に分離する技術開発 
- ハイテク産業分野向けの高純度99.99％の単一レアアース(ランタン、セリウム、 
  プラセオジム、ネオジム)化合物生産技術開発 
- レアアースバルク精鉱分離技術開発 等 

  
 ・レアメタル・レアアースを利用する新世代材料・ハイテク製品生産技術の開発 

- レアアース添加による高耐熱・耐食性の合金・鉄鋼の成分研究と生産技術開発 
- レアアース酸化物をベースに、粒界強化されたナノ構造高耐火性セラミックス 
  の成分・生産技術開発 
- 最適な蛍光体組成の開発、光輝性複合塗膜の大量生産技術の開発 
- 金属・金属酸化物ナノ触媒技術の開発 
- 保護用酸化物コーティング技術の開発 
- 新世代薄膜磁石の組成と生産技術の開発 等 

施策の概要② 
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施策4 ：レアメタル・レアアース生産の促進(2013～2016年) 
 ・投資プロジェクト融資に対する利子補給 
 ・放射性廃棄物埋設費の補助 
 ・レアアース生産体制構築向け融資の政府保証供与 
 ・優遇税制(鉱物採取税、付加価値税等) 
 ・地下資源利用関連ライセンス法の整備 
  
  

施策5 ：レアメタル・レアアース生産の支援(2017～2020年) 
 ・投資プロジェクト融資に対する利子補給 
 ・放射性廃棄物埋設費の補助 
 ・レアアース生産体制構築向け融資の政府保証供与 
 ・優遇税制(鉱物採取税、付加価値税等) 
 ・地下資源利用関連ライセンス法の整備 
 

施策の概要③ 
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１．主要鉱産物（鉱石生産） 
  ニッケル（世界第2位）、タングステン（同2位）、ウラン（同4位）、金（同4位）、 
  アンチモン（同5位）、鉛（同6位）、銀（同7位）、銅（同7位）、白金族  
 

２．主要鉱物（地金生産） 
  ニッケル（世界第2位）、アルミニウム（同2位）、マグネシウム（同3位）、 
  スポンジチタン（同3位）、銅（同5位）、白金族  
 

３．主要企業及び主な生産物 
  Norilsk Nickel（ニッケル、パラジウム、プラチナ、銅） 
  RUSAL（アルミ） 
  CZP(Chelyabinsk Zinc Plant)（亜鉛） 
  UMMC(Ural Mining and Metallurgical Company)（ 銅、亜鉛、鉛） 
  RCC(Russian Copper Company)（銅） 
 

ロシアにおける鉱業の現状① 
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４．主要企業のトピックス 
 ①Norilsk Nickel 
  ・2014～2016年に海外事業及び非中核事業から撤退することを検討 
 
 
  
  ・チタ地域の開発により銅、鉄、金、銀の生産を強化 
 
 
 
 
 ②RUSAL 
  ・ギニアの世界最大級のDian-Dianボーキサイト鉱床の開発への取組み 

2012年12月、Rusal社とギニア共和国は、同社が開発権を有する世界最大級のDian-Dianボーキ
サイト鉱床の開発ついて、協定付属書に調印した。今後、4つのフェーズに分けて鉱床開発が行
われる。第１フェーズ（2015年末まで）では、ボーキサイト年産能力300万ｔの鉱山が建設され
る予定。第2フェーズでは（2019年末まで）、ボーキサイト年間採掘量が600万ｔに拡大される
予定。第3フェーズ（同様に2019年末まで）では、アルミナ製錬所（年産能力120万ｔ）の建設、
製錬所のニーズに応じたボーキサイト採掘量の拡大が行われる予定。第4フェーズ（世界経済情
勢及び需要次第）では、アルミナ製錬所の年産能力を240万ｔへ拡大すること及びボーキサイト
年間採掘量を1,200万tへ拡大することも検討。 

2014～2016年に海外事業及び非中核事業から撤退することを検討。豪州のLake Johnstonニッケ
ル鉱山、Honeymoon Wellグリーンフィールドプロジェクト、南アのニッケル採掘企業Nkomati社
（株式50％を保有）、ボツワナのTati Nickel社を売却中。 

チタ地域のBystrinsky採鉱選鉱コンビナートの設計作業が2012年8月に完了。選鉱プラントが
2016年完了予定（2017年にはフル操業予定）。年間生産量は鉱石1,000万ｔ、銅精鉱6万5,800ｔ、
鉄精鉱210万ｔ、金精鉱6.9ｔ、銀精鉱35.9ｔを予定。チタ地域の第二弾のプロジェクトとして、
Bugdainsky採鉱選鉱コンビナートの建設も予定（2012年は設計作業を実施）。 

ロシアにおける鉱業の現状② 
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 ③UMMC(Ural Mining and Metallurgical Company)  
  ・ニッケル鉱床を初取得（ロシア第3位の規模となるニッケル・銅地帯） 
 
 
 
  
 ④RCC(Russian Copper Company) 
  ・ロシア最大級の銅鉱床を開発し、2013年末にコンビナート稼働予定 
 
 
 
 
 
  ・チェリャビンスク州Tominsky 銅採鉱選鉱コンビナート、2014年末に商業生産予定 
 
 
 

2012 年にチェリャビンスク州Tominsky 銅採鉱選鉱コンビナートの建設を実施。年間の鉱石採
掘・処理能力は初期段階で1,400万ｔ、フル操業時で2,800万ｔの予定。2014年12月に商業生産
を開始予定。 

2012年5月、ヴォロネジ州のElanskoeニッケル鉱床（ロシア第3の規模となるニッケル・銅地
帯）を落札。UMMCにとって初のニッケル資産取得。2013年1月、探査のためのインフラが整備や
予備調査を開始。探査及び調査は2015年第3四半期に終了する予定。 

チェリャビンスク州Mikheevskoe鉱床（ロシア最大級の銅鉱床）の開発を実施。2012年5月に採
鉱選鉱コンビナートの定礎式を実施。2013年末にはコンビナートが稼働し、生産能力は計1,800
万tとなる予定。コンビナート稼働により、精鉱生産量は年6万5,000万tとなり、RCC全社の精鉱
生産量は倍増する予定。 

ロシアにおける鉱業の現状③ 
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５．その他のトピックス 
 ①国家備蓄（ゴフラン）からのパラジウム売却激減 
  ・ロシア国家貴金属・宝石備蓄機関（ゴフラン）のパラジウム在庫減少により、国家 
    備蓄からのパラジウム売却量は2011年の80万ozから、2012年は25万oz（7.78ｔ）と 
        減少し、2013年は10万oz（3.1ｔ）にまで減少する予定である。 
  ・2014年はロシア国家備蓄からのパラジウム売却が行われない見込み。 
 
 ②レアメタル・レアアース戦略策定 
  ・2013年1月30日、ロシア政府は、国家プログラムとして、「2020年までの産業発展 
        及び競争力向上」のサブプルグラムとして、「レアメタル・レアアース戦略」を策定。 
  ・2段階（2013年～2016年、2017年～2020年）に分けて、5つの主要施策を実施。 

ロシアにおける鉱業の現状④ 
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１．主要鉱産物（鉱石生産） 
  ウラン（世界第2位）、クロム（同2位）、マンガン（同6位）、ビスマス（同7位）、 
  亜鉛（同9位）、ボーキサイト（同9位）、モリブデン（同11位）、銀（同11位）、 
  銅（同12位） 
 

２．主要鉱物（地金生産） 
  チタン（世界第4位）、セレン（同12位）、亜鉛（同9位）、銅（同16位）、鉛（同16位）、 
  アルミニウム（同27位） 
 

３．主要企業及び主な生産物 
  Tau-Ken Samruk(金属)、Kazakhmys(銅、銀)、Kazzinc(亜鉛、銅)、 
  ENRC(クロム、鉄鉱石、アルミ、発電事業)、Arcelor Mittal(鉄鋼) 
 

カザフスタンにおける鉱業の現状① 

17 



４．主要企業のトピックス 
 ①Kazakhmys  
  ・パヴロダル州採鉱選鉱コンビナート建設に着工し、2014年に銅精鉱の生産開始 
 
 
 
 
 
 ②Kazzinc 
  ・銅工場建設及び鉛生産施設再建を実施 
 
 
 
 ③Tau-Ken Samruk 
  ・金銀の精錬工場建設に着手、2013年完成予定 
 
 

2012年7月、アスタナで、金25t/年及び銀50ｔ/年の生産能力を持つ新規精錬工場の建設に着手。
精錬工場完成後は、カザフスタンで生産される全ての金及び銀を当該工場で処理可能。建設完
了は2013年の予定。 

2012年7月、パヴロダル州Bozshakol採鉱選鉱コンビナートの着工式を実施。当該コンビナート
建設により、銅、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。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も含有。コンビナートにお
ける銅精鉱の年間生産量は約10万ｔで、2014年に銅精鉱の生産が開始予定。Bozshakol鉱床等に
おける操業開始により、2015年以降、Kazakhmysの銅年産は50万ｔへ拡大予定（現在29万トン）。 

2012年8月、銅工場建設及び鉛生産施設再建を実施。Kazzincの年間生産能力は銅カソード7万ｔ、
粗鉛10万ｔ増加する予定。 

カザフスタンにおける鉱業の現状② 
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５．鉱業政策の主な動向 
 ①2030年までの地質部門発展構想を承認 
  ・カザフスタン政府が「2030年までの地質部門発展構想」を2012年8月13日に承認。 
    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構築が目標。 
    主要課題は次のとおり。 

- 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 

 
  ・同構想の取組みスケジュールは次のとおり。 

 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 

カザフスタンにおける鉱業の現状③ 
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６．日本企業の取組み 
 ①住友商事㈱ 
  ・ウラン鉱石残渣を活用したレアアース回収工場の開所式開催 
 
 
 
 
 
 
 ②伊藤忠商事㈱ 
  ・モリブデン開発に関する協定書に調印 
 2013年2月、伊藤忠商事㈱はカザフスタンのDala Mining社との間で、Dalaがカザフスタン中央

部のKoktenkol地域に鉱区権を保有し開発を計画しているモリブデン開発プロジェクトの共同推
進に関する協定書に調印。 

2012年11月2日、ステプノゴルスク市内のJV“SUMMIT ATOM RARE EARTH COMPANY”LLP(サレコ)
（注）工場において開所式を開催。サレコはウラン鉱石残渣を活用したレアアース回収に取組
んでおり、生産するレアアース混合物(混合炭酸希土)は、ハイブリッド車や電気自動車の普及
で今後も需要の増加が見込まれるジスプロシウムやネオジムを豊富に含んでいるのが特徴。サ
レコは、住友商事㈱とカザフスタンの国営原子力公社Kazatmpromが2010年5月に共同で設立。 

カザフスタンにおける鉱業の現状④ 
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７．海外企業の取組み 
 ①Rio Tinto社 
  ・合弁企業を設立し、大規模鉱床（特に斑岩型銅鉱床）の探査を実施予定 
 
 
  
 
 ②Russian Copper Company (RCC) (露) 
  ・銅・亜鉛鉱床の開発を計画 
 
 
 
  
 
 ③Central Asia Metals (英) 
  ・銅製錬プラントの操業を開始 
 
 

2012年4月末、銅生産を手掛けるCentral Asia MetalsはKonyrat鉱山の尾鉱を処理する湿式製錬
プラントの操業を開始した。同年末までの銅カソード生産目標は5,750ｔであったが、これを約
14％上回り、6,580ｔが生産された。現在、年産1万ｔへの生産拡大が検討されている。  

2013年2月1日、カザフスタン国営企業Kazgeology及びRio Tinto社は、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。今後、大規模鉱
床（特に斑岩型銅鉱床）の発見を目的とする探査が行われる予定。 

2012年7月、ロシアの銅生産大手であるRussian Copper Company (RCC)はカザフスタンのプロ
ジェクトに今後数年間で4億US$を投資する計画を公表した。RCC の子会社であるAktyubinsk 
Copper Company(ACC)は、2016年にKundyzdy銅・亜鉛鉱床（露天掘）、2022年にLimannoe銅・亜
鉛鉱床（坑内掘）の操業開始を予定している。両鉱山の鉱石生産能力はそれぞれ200万ｔと見込
まれている。 

カザフスタンにおける鉱業の現状⑤ 
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１．主要鉱産物（鉱石生産） 
  ウラン（世界第7位）、金（同11位）、ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ（同11位）、銀（同22位）、銅（同24位）  
 

２．主要鉱物（地金生産） 
  テルル（世界第6位）、セレン（同15位）、亜鉛（同27位）、銅（同27位） 
 

３．主要企業及び主な生産物 
  NGMK (Navoi Mining and Metallurgical Combine) (ウラン、金)  
  AGMK(Almalyk Mining and Metallurgical Combine) (銅、亜鉛、鉛、金) 
 
４．主要企業のトピックス 
 ①NGMK(Navoi Mining and Metallurgical Combine) 
  ・中央キジルクムのMuruntau鉱山、サマルカンド州のZarmitan鉱山等の採掘強化 

  
 
 

 
 ②AGMK(Almalyk Mining and Metallurgical Combine) 
  ・Kalmakyr及びSary-Cheku鉱山改修・拡張で銅鉱石の年産能力が3,500万ｔに拡大 
 AGMK近代化・再装備計画の一環としてKalmakyr鉱山改修・拡張プロジェクト及びSary-Cheku鉱

山改修・拡張プロジェクトを実施。それぞれ2012年11月及び2012年4月に完了。これらのプロ
ジェクトにより、銅鉱石の年産能力が3,500万ｔに拡大。 

NGMKの最大の鉱石供給元である中央キジルクムのMuruntau鉱山、サマルカンド州のZarmitan及
びGuzhumsay鉱山における採掘強化のため、2013年初頭、NGMK社は鉱山輸送・鉄道施設の刷新に
着手（費用は1億3,000万US$）。自動車・鉄道輸送設備の刷新により、2020年には鉱山から処理
施設への年間鉱石供給量が2011年比35％増の1億5,000万ｔに拡大する見込み。 

ウズベキスタンにおける鉱業の現状① 
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５．海外企業の取組み 
 ①CGNPC(China Guangdong Nuclear Power Co )（中）  
  ・2014年にナヴァーイー州でウラン採掘開始予定 
 2009年8月、CGNPC(China Guangdong Nuclear Power Co・中国广东核电集团)の子会社「CGNPC 

Uranium Resources Co Ltd」(CGN-URC)は、国家地質鉱物資源委員会とナヴァーイー州のBoztau
ウラン鉱山を探鉱するJV；Uz-China Uran社（ウズベキスタンのウラン鉱床開発の合弁第一号）
を設立。2012年11月、ナヴァーイー州において2014年にウラン採掘を開始すると発表。 

 
 ② Shindong Resources社（韓）  
  ・ナヴァーイー州Sautbayタングステン鉱床の開発に着手予定 

 
 
 
 

 
 ③Korea Resources Corp (KORES) (韓) 
  ・レアアース及び非鉄金属回収の技術開発に関するMOU調印 
 

2012年9月、国家地質鉱物資源委員会とShindong Resources社（韓）は、Sautbayタングステン
鉱床の開発に関して、プロジェクトのFS作成に関する協定に調印。これを踏まえ、Uzbekistan-
Korea Tungsten社（ウズベキスタン国家地質鉱物資源委員会とShindong Resources社（韓）の
合弁企業）は、2013年末までにナヴァーイー州Sautbayタングステン鉱床の開発に着手する予定。
年間1,500ｔの高濃縮タングステン精鉱を生産できる採鉱選鉱拠点を建設予定。 

2012年9月、KORESとウズベキスタン国家地質鉱物資源委員会は鉱物からのレアアース及び非鉄
金属回収の技術開発に関するMOUに調印。複数金属の効率的回収に関する共同研究が予定されお
り、KORESの投資額は約100万US$になる予定。 

ウズベキスタンにおける鉱業の現状② 
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