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カナダについて
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〇面積： 998.5万平方キロメート
（ロシア次ぐ世界第2位,日本の27倍）

〇人口： 約3,650万人（2017年,日本の約1/4）
〇首都： オタワ
〇言語： 英語、フランス語
〇政体： 立憲君主制

（イギリス型議院内閣制と連邦主義に立脚）
〇元首： エリザベス二世女王

（但し，総督が女王の代行を務める）
〇主要産業：金融・保険・不動産等サービス業，

製造業，建設業，鉱業，農林業
〇GDP（名目値）：

1兆6,530億米ﾄﾞﾙ（2017年，World Bank）
〇主要貿易品目
（1）輸出：エネルギー製品，自動車及び同部品，

食品・衣類等の消費財，金属及び非金属鉱
物，木材及び建築・包装材等

（2）輸入：食品・衣類等の消費財，自動車及び同
部品，電子電気機器及び同部品，産業機械・
機器及び同部品，金属及び非金属鉱物等

〇主要貿易相手国
（1）輸出：米国，中国，英国，日本，メキシコ
（2）輸入：米国，中国，メキシコ，ドイツ，日本
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カナダの鉱業とは

トロント証券取引所
（TSX/TSX-V）

フロースルー株制度

探鉱資金調達
の中心地

鉱業投資ランキング

上位20位に7州
がランクイン

優れた
投資環境

環境許認可の重複

（連邦・州）
銅、亜鉛、鉛、

ニッケル、金、銀、
PGM、ウラン、鉄鉱石、
コバルト、モリブデン、

タングステン、石炭

豊富な資源

環境影響への懸念

（Mt. Polley鉱山
鉱滓ダム決壊）

インフラ不足

（カナダ北部）

カナダは世界の探鉱支出の14％を占める

高まる先住民の存在

（連邦最高裁の
歴史的判決）

投資環境の
マイナス要因



カナダの鉱物資源生産量
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※非金属鉱物資源（石炭、カリウム、リン、砕石等）は含まない
※チタン、白金族、セシウム、インジウム、ニオブの生産量は非公開
※ケベック州の鉄鉱石の生産量は非公開
※北西準州の生産量は非公開

カナダ各州の金属鉱物資源生産状況

（百万C$）

（出典：Preliminary estimate of the mineral production of Canada, by province, 2017, Mineral Commodity Summary 2016, USGS ）

（百万C$）
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カナダの探鉱投資額（2017年）

カナダは最大の探鉱投資先
（出典：World Exploration Trends 2017, SNL Metals & Mining） 5



カナダ各州の探鉱及び鉱量評価投資額の推移

（出典：Sources : Natural Resources Canada） 6



カナダの金属市況と探鉱投資額の推移

7（出典：Sources : Natural Resources Canada, Bank of Canada）
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カナダのジュニア鉱山会社

カナダの市場に上場する会社のうち、鉱山会社（業種：Mining）は1,215社(2016年)。プライス
ウォーターハウスクーパース社はこのうち、 TSX-Venture Exchange（TSXV）に上場する985
社がジュニア鉱山会社（Junior Mining Companies）と定義、毎年その動向を分析している。

TSX-V市場ジュニアトップ100社
のステージ内訳。ジュニアとは
言いながら、操業・開発中の案
件を持つ会社も多く存在する。

トップ100社の平均保有現金。2016年の伸びがトップ5社
に支えられていたのに対して、2017年はより多くの会社
に資金が供給された。

（Junior mine 2017, PwC)
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カナダの鉱業投資環境

• Fraser Institute社が2018年2月に発表した「Survey of Mining Companies」の最新レポート
(2017)では、政治・政策の安定性と資源ポテンシャルの両面が評価され、豪州を抜いて世
界1位の投資魅力度を獲得。

• しかし、魅力度自体は減少。主に政策面で厳しい評価。
• 特にBC州に関しては、鉱区取得（先住民問題）及び環境認可取得プロセスの不透明性が

ネガティブ視されている。

カナダの投資魅力度指数（2017年）

（出典： Survey of Mining Companies 2017, Fraser Institute）

：昨年からのスコア変動

6



10

カナダ鉱業・探鉱の課題とその対応

 北部地域のインフラ不足

• 豊富な資源ポテンシャルを持ちながらも、インフラコストが高さにより投資が
伸び悩んでいる。

• 連邦政府はCanada Infrastructure Bankの設立を含む公共投資プランを発表。

 連邦、BC州政府の環境規制の改正

• 連邦環境評価法の改正 - 「影響」評価法に

• BC州環境評価手法の再活性化 - 先住民権利の強化

 カナダ金属鉱物計画（CMMP）の策定

・ 競争力、持続可能、責任ある金属鉱物産業のための包括的な計画

 人的資源の枯渇

• 鉱山労働者人口(235千人）の高齢化問題。今後10年で新たに技術者146千人必要。

 低炭素化社会に資する鉱物開発への取り組み

• リチウム、コバルト、ニッケル、グラファイトなどの更なる開発の促進。
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連邦の環境評価法改正状況

2016年8月 2012年に制定された環境評価プロセスの迅速化（州政府との重複排除）を目

的として、パネルレビューを実施。2017年4月 パネルレビュー報告書とりまとめ、公開。

現在、改正法案は下院を通過し、上院で審議中。一方、上院保守党（野党）、AB州首相、産業界は、個別

案件の域を超える幅広い公共政策問題を評価・決定基準にしているほか，審査期間の長期化，曖昧な基

準に因る訴訟リスクの増大，環境大臣の自由裁量権の拡大などにより，審査過程の不確実性を高める内

容となっており、エネルギー産業の競争力低下、新規投資の減少を招くと法案の修正を求めている。

2018年2月 連邦政府の方針発表

 カナダ環境影響評価庁は，カナダ影響評価庁（Impact Assessment Agency of Canada）
に改組。全ての主要プロジェクトを評価する。大型で、特に議論のある案件は、政府が設
置するパネルで議論。

国家エネルギー委員会は、カナダエネルギー規制庁（Canadian Energy Regulator）に代替
され、パイプラインの評価について影響評価庁を支援。

影響評価庁は、環境のみならず、社会、健康、先住民、ジェンダー、雇用、経済の観点か
ら審査する。

事業評価期間は，影響評価庁が行うものは最大300日（以前360日）、パネルが設置される
ものは最大600日（以前720日）。事業評価の最終的判断は，環境大臣又は内閣が行う。
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BC州の環境評価手法の再活性化

2017年7月、新たに誕生したNDP政権のホーガン首相は、環境大臣に宛てた、マンダトリー

レターの中で、先住民の法的権利が尊重され、人々が望む透明性の高いプロセスを確実な

ものとするように、環境評価手法の見直し（再活性化）を指示。

BC州は、他州と異なり、先住民との条約（Treaty）を取りかわしておらず、また、部族数が多い

（約２００、カナダ全体の1/3）ことから、先住民対策は重要な政治的課題。新政権は、旧政権

との違いを強調すべく、UNDRIPを環境評価手法に取り組む対応を示した。これにより、事前

の先住民との合意（協議ではない）が必要となる。年内に関係法案が策定され、来年末施行。

見直しのポイント

 影響を受ける先住民、地域社会そして政府が、健全で透明性がありタイムリーかつ予測
可能なプロセスを通じた、環境評価のすべての段階に、有意義に参加することを確実なも
のとすることで、国民の信頼を高めること。

 先住民との和解を前進させること。特に、「先住民の権利に関する国連宣言（UNDRIP)を完
全に履行。

 成功の可能性を早期に示すことを含み、規制上の検討事項を明確にし、プロセスの確実
性を提供することにより、持続可能なプロジェクトの承認への明確な進路を提供しながら環
境を保護すること 。



カナダ金属鉱物計画（CMMP）
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(The Canadian Minerals and Metals Plan)

2017年8月、連邦、各州のエネルギー鉱山大臣会

合（EMMC)にて、国内外で先導的な鉱業国家として

の位置づけを得らるよう、広範囲にわたる鉱業関係

者の考えを取り入れた計画を策定することを決定。

（出典：Sources : Natural Resources Canada）



低炭素化社会に資する鉱物開発
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リチウム：
・カナダでは現在リチウムの生産は行われていないが、適した
地質とよく知られた鉱床があり、潜在性は高い。
・10のリチウム関連プロジェクトがあり、近々2プロジェクトが生
産を開始する。

コバルト：
・カナダは世界第三位の生産国であり、主にニッケル鉱山の副
産物として生産されている。

・既存の製錬設備では需要の増加に対応して供給しているが、
今後は新規ニッケル鉱山の開発に左右されることとなる。

グラファイト：
・カナダは現在主要なグラファイト生産国ではない。

・現在の供給は、蓄電池の製造箇所に近いアジアに集中してい
る。
・カナダでは、現在7プロジェクトが開発ステージにあり、1プジェ
クトが近々生産を開始する。

ニッケル：
・カナダは世界第四位のニッケル地金の生産国であり、大多数
がステンレス製品に用いられる。

・ニッケルの価格見通しは、中長期的に供給が需要拡大に調整
されるかもしれないとしている。

（出典：Sources : Natural Resources Canada）
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