
平成18年4月27日
金属資源開発調査企画グループ

大野 克久

【内容】

Ⅰ．カザフスタンの鉱物資源ポテンシャルについて

Ⅱ．鉱業関連法律・税制の枠組み

Ⅲ．カザフスタンにおける投資上の留意点

投 資 環 境 調 査 報 告
－ カザフスタン －



Ⅰ－１．カザフスタンにおける主要鉱物埋蔵量

・カザフスタンは、旧ソ連邦において金属鉱物の資源供給地との位置づけ。

・1991年12月のソ連解体後、豊富な非鉄金属鉱物資源や石油開発を背景に経済発展。
・2004年のGDPは対前年比9.3%増、5年連続で10%前後の経済成長を達成。
・一人当たりGDPは2001年の1,374$から2004年には2,723$、4年間で2倍を達成。

カザフスタンの
埋蔵量（A） 世界（B） （A）／（B）

％
ランク

銅 千t 14,000 470,000 3 11

鉛 千t 5,000 67,000 7.5 4

ビスマス t 5,000 330,000 1.5 6

クロム 千t 100,000 810,000 12.3 2

モリブデン 千t 130 8,600 1.5 8

レニウム t 190,000 2,400,000 7.9 4

鉱　　　種

出典：Mineral Commodity Summaries 2006、 Mineral Commodity Summaries 2005（クロム）
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・鉱石中の銅平均品位の低下（2004年：1.30%→2005年：1.03%）等による地金生産量の減少
・Kazakhmys社の亜鉛製錬所（能力：100千トン／年）の本格操業に伴う亜鉛地金生産量の増加

Ⅰ－２．2005年主要非鉄金属生産量

単位：千トン（銀、希土類化合物：トン）

出典：JOGMECカレントトピックス06-16号

2004年 2005年 増減

（a） （b） b/a（%）

銀 700 795.8 14.8独（483.0）， 英（189.1）， タイ（32.0）

電気銅 390,621 401,177 2.7伊（220.7）， 中（161.1）， 独（15.8）

亜鉛地金 256,880 280,229 9.1中（211.7）， 蘭（35.0）， スイス（14.9）

鉛地金 122,859 104,090 ▲15.3蘭（47.4）， 露（22.2）， スイス（16.1）

クロム鉱 775,220 929,188 19.9露（837.2）， 中（73.2）， ウクライナ（18.7）

フェロクロム 859,319 919,544 7蘭（439.0）， 中（128.3）， 日（102.0）

マンガン鉱 614,513 445,579 ▲27.5露（317.7）， 中（86.6）， ウクライナ（40.0）

スポンジチタン 16,695 19,470 16.6米（8.7）， 蘭（4.9）， 英（3.9）， 日（1.4）

希土類化合物 783.1 662.2 ▲15.4露（662.2）

2005年の主な相手国鉱　　種



Ⅰ－３．カザフスタン国内の主要鉱物資源分布
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Ⅱ－１．鉱業関連政府機関及び地下資源利用法について

（１）鉱業関連政府機関

エネルギー・鉱物資源省 ⇒ 地下資源利用法関連の行政手続き実施機関

（２）地下資源利用法

・地下資源はカザフスタンの所有物。探鉱・採掘等の実施に際しては、地下資源利用

権を取得し、エネルギー・鉱物資源省と「地下資源利用契約」を締結する必要あり。

・地下資源利用権は、原則入札によって付与。

ⅰ）地下資源利用権の種類

－探鉱権：6年まで（最長2年／回×2回の延長可）
－採掘権：25年まで（大規模、特別な鉱種については45年まで延長可）

ⅱ）探鉱権から採掘権への移行優先権：あり

ⅲ）地下資源利用権の譲渡：あり
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Ⅱ－２．地下資源利用契約締結までの流れ
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入札公告
（最低3ヶ月）

応札受付期間
（最低1ヶ月）

審査期間
（原則2ヶ月）

地下資源利用契約審査手続き

落札者決定

事　　前　　審　　査
（エネルギー・鉱物資源省）

最　　終　　審　　査
（エネルギー・鉱物資源省）

●財務省　 ⇒　税金審査
●経済予算計画省　 ⇒　経済的審査
●法務省　 ⇒　法律審査
●環境保護省 ⇒　環境審査
●地質･地下資源利用委員会　⇒　資源保護審査
●保健省　 ⇒　保健審査
●非常事態庁 ⇒　安全審査
●産業貿易省 ⇒　労働災害防止審査

関係機関個別審査

必要書類：
権利取得後6ヶ月以内に準備

●カザフスタン政府が設定した標準契約書に基づく契約書案

●地質関連情報取得のための地質･地下資源利用委員会との契約書案

●地質調査、採掘範囲計画、上記委員会認定の必要がある関連書類

●入札時のプロポーザルに即した作業工程と業務実施計画

地下資源利用権取得

地下資源利用契約締結



Ⅱ－３．地下資源利用法の改正について
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・カザフスタン政府は、地下資源利用分野における国の関与を強めるため、2004年及び2005年
に「地下資源利用法」の法律改正を実施。

【 2004年12月の主な改正点】

① 「譲渡される地下資源利用権や、法人の権益獲得に対

する国の先買権」条項の追加

② 「政府との直接交渉により地下資源利用契約を締結する

権利」条項の追加

・探鉱権による地質調査で鉱床発見した場合の当該者に対

する採掘権取得の排他的権利

・国営企業による探鉱、採掘申請

③ 「地下資源利用におけるカザフ人雇用、国内品・サービ

スや高度処理技術の導入に関する義務」規定の追加

⑥入札手続き期間の明文化（申請受付:最低1か月、入札

予告:最低3か月、審査:2か月以内）

⑦応札時のプロポーザルに記載すべき事項の追加（環境

保護対策、地域社会開発計画、その他の義務等につい

て）

【2005年10月の主な改正点】
①政府は、地下資源利用者の権利に係る第三者譲渡に際し、

以下の場合、当該譲渡を禁止することが可能。

・譲渡を受ける第三者の契約履行能力の不備

・エネルギー･鉱物資源省への提出情報に係る不正

・契約に基づく権利や地下資源利用分野への権利の集中※ 等、

譲渡によって国の安全保障に支障がある場合

②地下資源利用権の子会社譲渡や企業相続（承継）でも国の

許可が必要。

※「契約に基づく権利や地下資源利用分野への権利の集中」

契約に基づく権利の集中：契約に基づく権利の集中：

契約に示されたコンソーシアムでの1社の権益比率が大きくな

り、単独で意思決定が可能となる場合

地下資源利用分野における権利の集中：地下資源利用分野における権利の集中：

1国の1社またはグループ企業の複数契約で大きな権益を持

つ場合、もしくは契約締結している地下資源利用者の資本を

大量に所有し、政府の脅威となる可能性がある場合



Ⅱ－４．鉱業関連税制について

・カザフスタンでは、鉱業（地下資源利用）セクターは優先開発産業としての位置付けで無く、特恵関税は無い特恵関税は無い。

・地下資源利用者は法人又は個人として通常の税支払い義務あり（日本との間で租税条約は未締結）。

・2004年1月、税収増加を目的として地下資源利用者に対する税制が改正。
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●地下資源利用税（ロイヤルティ）と特別税

－ロイヤルティ

・採掘量に応じて課税され、契約時に定められた税率（通常1～5％の範囲）が適用
－特別税（一括払い）

・Subscription Bonus
地下資源利用契約締結時に発生（入札時に提案した金額）

・Commercial Discovery Bonus
商業上の発見時に発生（当該鉱区において発見がある都度、可採鉱量と国際市場価格から計算される

価額の0.1%）
●超過利得税（所得税引き後、利益比率から20%控除した指標をもとに課税）
●法人税（30%）
●個人所得税（所得額に応じた5～20%の累進課税）
●付加価値税（15%）
●間接国内消費税（車や燃料など）

●社会税（個人所得額に対して最低20%の課税、所得額に応じ税率は変更）
●土地税（土地の用途に応じて課税率が変更）

●交通税（車の用途･種類に応じ課税率が変更。積載量40ｔ以上のダンプは資産税が課され、交通税は免除）
●資産税（年末の減価償却後の資産価値の1%）



Ⅲ－１．カザフスタンにおける投資上の留意点
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（１）カザフスタン国内での外国企業職員の就労には政府の許可が必要。

－合弁会社や外資系企業のカザフスタン支社の代表者に係る就労許可取得は容易。

－熟練技術者の就労許可取得は容易だが、外国人の就労は基本的に困難で、許可の有効期間は1年間。

（２）コンサルタントは、業種に無関係で人数制限無く外国人雇用が可能。滞在期間が通年で183日超の場合、

在留外国人として見なされ納税義務が発生。

（３）投資計画策定は、当該業務のライセンスを有する国内法人に実施させるか、認可を受ける必要あり。

（４）代金の授受について、国内取引では現地通貨テンゲで行う必要があるが、海外送金には通貨制限無し。

（５）地下資源採掘者や原料加工業者に対し、政府は責任履行、環境保護、法律遵守を要求。地下資源利用

におけるカザフ人雇用、国内品・サービスについて以下の導入を義務化。近年、外資系企業への業務委託

や外国人就労者雇用の規制強化。

－カザフスタン国内の製造業者より購入する設備は全体の20％以上

－国内委託業者割合は全体の70～80％以上

－カザフ人職員配置は以下の割合

・高級管理職 ⇒ 50％以上

・中間管理職 ⇒ 70％以上

・専門家、一般社員 ⇒ 90％以上



Ⅲ－２．最近の地下資源利用権取消処分について

・カザフスタン政府は2006年2月27日、地下資源利用契約或いは地下資源利用権の

うち、100件以上の取消処分を発表。

・以下の違反案件が処分対象。

⇒ 最低作業計画実施の不履行

⇒ 生態･環境保護要件違反、随伴ガスの利用と硫黄の保管･利用に対する違反

⇒ 税務上の違反

⇒ カザフ人専門家のトレーニング要件に関する違反

⇒ 地域インフラ開発支援の不履行

・Izmukhanbetovエネルギー・鉱物資源大臣より、

「今後も作業計画を履行する意思のない地下資源利用者に対し、警告・停止後に事

態が改善されない場合は、権利を剥奪する」と明言。

出典：JOGMECニュースフラッシュNo.06-14、カレントトピックス06-16号
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（参考） 地下資源利用法（ロシア語版、英語版）

JOGMEC金属資源情報センター所蔵
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