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とっておきの南部アフリカ鉱業事情



国名 鉱業法 省庁 コメント

１．アンゴラ 鉱業法は1992年1月 地質鉱山省が1993年に新設され、2010年
2月に工業省と合併し、地質鉱山・工業省

となった。地質鉱山省は地質鉱山庁に。
探鉱ライセンス及び採掘ライセンスは地
質鉱山・工業省から付与。

・1975年に独立、2002年4月に内戦終結。地雷問題。

・全土にわたる空中磁気マップなし。

・ポルトガル語圏(世界の多くの探鉱企業はアングロサクソン系)

・ダイヤモンド（ENDIAMA：国営ダイヤモンド公社）、鉄（カシンガ鉱床、FERRANGOL：国営鉄マンガン公社）

２．ボツワナ 鉱業法は1999年9月 探鉱ライセンスは鉱物資源・エネルギー・
水資源省の地質調査局が窓口。採掘ライ
センスは鉱山局が窓口。

・カナダFraser Institute Annual Survey 2009/2010 では、Policy Potential Index がアフリカ第1位。

・投資促進するために、ライセンスの認可の短縮 を目ざす(探鉱ライセンス： 60日→30日。採掘ライセンス：
3日)。

・3分の2がカラハリ砂漠におおわれている。1950～60年年代のAnglo American社の探鉱から組織的な探
鉱が始まる。

３．ナミビア 1992年鉱業法 (the Minerals 
Prospecting and Mining Act法
律第33号)。

エネルギー鉱山省の鉱業コミッショナーが
ライセンス付与の権限を持つ。

・今後、鉱業法を見直し、ナミビア版BEE政策を検討する方向。

・ウラン探鉱については2007年2月から新規ウラン探鉱の承認はモラトリアム中。

・新ウラン鉱業法の制定の動きもあったが動静不明。

４．モザン
ビーク

鉱業法は2002年法律第14号。 鉱物資源省所管 ・2009年6月に国営鉱山公社が設立されたが、その後動きなし。

・92年内線終結。

・2002年から2006年にかけ世界銀行による空中磁気探査、地質調査、地化学探査が実施され、100万分の
1のモザンビーク全土の鉱物資源マップを改定。国土が南北に長く、移動が困難(テテ州 ニアサ州 カボデ
ルガド州等 リモート地域）。

・テテ州のモアティ―ゼ炭鉱 (Vale社) に注目が集まる。新日鉄レブボー案件(テテ州）。

・Mozal アルミ精錬所 (三菱商事25%  BHP・Billiton 47.1%)

５．マラウイ 1981年の鉱山鉱物資源法は
1995年に改正。2008年4月に新

鉱業法の国会審議が始まった
が、その後進展なし。

天然資源、エネルギー環境省、鉱業コミッ
ショナーにライセンス付与の権限。

・ウラン、レアアースに注目。

６．南アフリカ ・鉱物資源及び石油開発法
（2002年Mineral and Petroleum
Resource development Act）

鉱物資源省所管。

鉱物資源省の担当地方局長が申請を受
理。

・BEE政策（2009年15%→2014年26%）、2010年9月13日鉱業憲章の改正

・2010年3月1日からロイヤルティ法（2008年11月Mineral and Petroleum Resources Royalty Actが承認）
施行。精錬されたもの最大3%、そうでないもの最大7%。

・南ア・国営鉱山公社（AEMFC：African Exploration Mining Finence Corp）1944年設立、2007年10月南ア鉱
山省傘下のCEF（Central Energy Fund）が100%子会社化、2008年10月鉱物エネルギー省は同社の探鉱
活動に際し、2002年鉱物資源及び石油開発法の適用除外を含む法令を制定（ライセンス申請なし、環境
影響調査なし。

・鉱区のオーバーラップ問題(Ango American社、Lonmin社他多数。)

７．タンザニア 鉱業法は1998年法律第5号で
制定され、2010年4月に新鉱業

法が国会にて承認、大統領の
署名もされた。現在、省で運用
規則を制定中、省令が決まっ
たら施行される。

エネルギー鉱山省の鉱業コミッショナーが、
ライセンス付与の権限を持つ。

・新鉱業法ではロイヤリティ3%→4%、最大10% まで政府が無償でシェアを持つ。

８．ザンビア 2008年4月新鉱山・鉱物資源開
発法（Mines and Minerals 
Development Act）が制定。

鉱山・鉱物開発省。

鉱山開発局がライセンス付与の権限を持
つ。

・鉱区の削減（1社5,000k㎡以下、当初は2008年4月1日、2009年6月末まで延長、さらに2010年5月末ま
で。）

・2008年4月ロイヤルティの引き上げ0.6%から3%へ。

・2009年8月超過利潤税の廃止、外資は歓迎。

・銅鉱石の輸出税15%
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アンゴラ
クラトン

カオコランド（加・テック
社）、カッパーベルト型

カップバール
クラトン

ジンバブエ
クラトン

南部アフリカの銅鉱床の分布

コンゴ民～ザ
ンビア、カッ
パーベルト

モワナ（英・アフリカンカッパー社）

ボセト（豪・ディスカバリーメタルズ社）、
カッパーベルト型

ルンバラ案件
（Gevale社）

ツメブ鉱山
（多金属鉱脈）

オトジハゼ銅山
（別子タイプ）

ハイブ鉱床
（ポーフィリー銅タイプ）

パラボラ銅山
（リオティント社）

ハンズィ（加・ハナマイニング社）
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１．南部アフリカの銅プロジェクト

国名 案件名 コメント

1.アンゴラ •ルンバラ •GEVALE社(伯Vale50％+アンゴラGenius50％)が探鉱中、カッパーベルトの延長
部で銅・コバルトがターゲット。

2.ボツワナ •Mowana鉱山
(旧Bushman 鉱山、旧Dukwe鉱
山) 

・2008年9月に英・African Copper社(100%)により生産開始したが、直後の経済

危機で15百万米ドルの運転資金調達が困難となり、一時生産を中断した。ZCI社

(南ア)の資金融資により、2009年8月より生産を再開 。トラックにより銅精鉱を南

アフリカ(ダーバン港？)に運搬し中国へ(2009年8月～2010年6月、銅量8,766トン
2013年銅量3万トンを計画)。 ゲート渡し、MRI Trading AG社(スイス)。Takadu鉱床
及びMatsitama鉱床で探鉱中(MowanaとTakaduを合わせて銅量21万トンを見積
もる。) 。

•Boseto 鉱床 ・2010年7月にBankable F/S終了。102百万トン1.4%銅 17.3g/t   銀、2011年 4/四

生産開始予定。現在、採掘ライセンス取得中。保有鉱区の南西側(ナミビア寄り)

で自社による探鉱中。

•Ghanzi鉱床 ・74百万トン1.47%銅 、19.4g/t銀 (カットオフ銅 0.75%)。 2011年にプレF/S、その

後 Bankable F/Sを実施し、2014年に生産開始計画。加・Hana Mining社。

3.ナミビア •Otjihase,Matchless、Tsumeb
west、Kombat及びTschudi

•2008年12月ナミビアの5銅山全てが休止。Tsumeb 製錬所(Wetherly 
International 100%)：2008年18.6千トン 2008年にブルガリアとペルーからの長
期買鉱契約(2013年12月末)を締結。2010年1月、中国、East China Mineral 
Exploration and Development Bureauが当社の新規発行株式全てを16.1百万ポ
ンド（約２４億円）で引受け、その結果50.1%を取得した。

•Haib鉱床 •ポーフィリーカッパー

4.ザンビア •Konkola North •Teal Exploration and Mining（伯Vale社50%、南アAfrican Rainbow Minerals社
50%）と4億米ドルを投じて共同開発（5100万トン2.35%Cu）を決定。2010年F/S終
了、2012年12月選鉱プラント稼働、2013年生産開始（露天掘、鉱石処理能力
125千トン/月、銅量44千トン）、2015年のフル操業（45,000トン/年）を目指す。
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１．南部アフリカの銅プロジェクト

国名 案件名 コメント

4.ザンビア •Chambishi Metals社

（銅25千トン、コバルト2590トンの

製錬所）

•2010年2月、カザフ・ENRC（Eurasia Natural Resources）がChambishi Metals社

（Enya Holdings BV 90%、ZCCM10%）のEnya Holdings BVを買収契約発表。

•2009年1月操業中断し、2009年11月に再開。

•英・Kiwara社（Kalumbila Cu‐Ni‐
Co,Kawako  Cu‐Ni‐Co：Kabompo）

•ドームの東側、Snowden社によると13.8億トン, 0.78%銅（2009年７月ザンビア時
報）、2009年12月にFirst Quantumが買収。

•BHP Billiton •ルサカに事務所を構える。Mumbwa（ Blackthorn社とJV中、ルサカの西、金・銅）、
Mongu（西部、ダイヤモンド、空中磁気探査）

•Mumbwa •豪・Blackthorn（旧AIM  Resources）：IOCGタイプ、2004年から探鉱。ボーリング
345m間で0.47%銅。バンカブルF/Sまでやり60%の権益獲得。その後BHPが60%
まで買い戻せる条件あり。BHPがこの権利を行使しない場合は、Blackthornが
100%獲得できる。

•Mkushi •英・African Eagle社：ボーリング探鉱中。
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コンゴ
クラトン

ジンバブエ
クラトン

カープバール
クラトン

Kabanga

Luwumbu Nachinga

Rockover社

Xixano

Nkomati

クネネ岩体

Selebi‐Phikwe

Phoenix (Tati)

南部アフリカのニッケル鉱床の分布

Nyabikere

Musongati

Mibango

Dutwa

タンザニア
クラトン

Munali

Dikoloti
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２．南部アフリカのニッケル（PGE, 銅, コバルト）プロジェクト

国名 案件名 コメント

1.アンゴラ •Ｋunene •GEVALE社(伯Vale50％+アンゴラGenius50％)が探鉱中（ニッケル, PGE）。

•ナミビア側にも超塩基性岩体は連続する。

2.ボツワナ •Selebi‐Phikwe 製錬所 •BCL社100% (ボツワナ政府96% + 露Norilsk Nickel 4%)、 Tati Nickel 鉱山(Norlisk 
Nickel 85% + ボツワナ政府15%,Phoenixオープンピット、粗鉱0.5%Ni 0.35%Cu、精
鉱5.0%Ni 3.35%Cu 1.8g/tPt 7.8g/tPd 、年間ニッケル18千トンから20千トン）と
Selebi‐Phikwe鉱山（BCL社100%）及び南アフリカ(Nkomati鉱山)からニッケル精鉱
を受入れる。Centametal AG（スイス）が精鉱・マット引取り。ダーバン経由でノル
ウェ－・Nikkelverk精錬所及びジンバブエ・ブラワヨ市の精錬所（経済危機後？）
で地金にされる。母岩はリンポポベルトの角閃岩。

•Phoenix •Tati Nickel 鉱山(Norlisk Nickel 85% + ボツワナ政府15%,Phoenixオープンピット、
粗鉱0.5%Ni 0.35%Cu、精鉱5.0%Ni 3.35%Cu 1.8g/tPt 7.8g/tPd 、年間ニッケル18
千トンから20千トン）母岩はジンバブエクラトン中のメタガブロ。

•Dikoloti鉱床 •豪・Discovery Metals社 100%：鉱量410万トン 0.7%Ni 0.5% Cu、PGE 1.2g/t。
JOGMECとJV中(JOGMECが3年で30百万豪ドル探鉱し、60%の権益を取得できる
オプション契約)。母岩はリンポポベルトの角閃岩。

•Botswana Metals社（豪） •Selebe‐Phikwe 製錬所の北側に広く探鉱ライセンスを保有。母岩はリンポポベ
ルトの角閃岩。

•Sunnyside •Albidon社、2007年ボーリング1.3%Ni、0.37%Cu、0.08%Co。

3.ナミビア •Kunene •アンゴラからのクネネ岩体と同一岩体。Anglo American社の現地子会社が鉱区
をかけているらしい。
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２．南部アフリカのニッケル（PGE, 銅, コバルト）プロジェクト

国名 案件名 コメント

4.モザンビーク •南ア・Rockover社 •モザンビーク北部のカーボデルガド州、Ni‐Cu‐PGE、ボーリング探鉱中。

•Xixano •伯Vale社100%。2010年10月よりJOGMECとのJV開始。

5.南アフリカ •Nkomati •数年前に加。Lion ore社を露・ノリリスク社が買収、一部ニッケル精鉱をボツワ
ナ・セレビピクウェのスメルターに入れている。

6.タンザニア •Munali •豪・Albidon、中国・金川集団公司50.4%、他：2008年6月初精鉱出荷（年間
10,500トンを）計画、2009年生産中断、2009年8月金川グループが50.4%取得、
2009年11月にメジャーoff takerの金川グループがAlbidonの債務を肩代わり（金
川グループが3700万ドル投資）。2010年3月生産再開。当面、ニッケル精鉱を年
間90万トン、2012年までに120万トン計画

•Dutwa ・英・African Eagle社：ビクトリア湖の南側、ラテライトタイプ、31百万トン
1.1%Ni、0.034%Co、Scoping Study中。

•Kabanga •Barrick50%、Xstrata50%：2006年末の資源量54百万トン2.68%Ni、PGE。

•Mibango ・豪・IMX Resources100%、旧Gold Stream社：硫化物タイプ、英・Lonmin社が
2002年3月から2009年3月。2004年の資源量は113.1百万トン0.82%Ni、0.05%Co、
PGE。

•Luwumbu ・豪・IMX Resources100%、旧Gold Stream社：硫化物タイプ

•Nacingwe ・加・Continental Nickel 70%(IMX Resources47.4%)＋IMX Resources30%、
旧豪・Gold Stream社系）：硫化物タイプ、資源量3.08百万トン、1.31%Ni、
0.24%Cu、0.04%Co、多くのボーリングターゲットが抽出されている。
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(ナミビア)

アンゴラ

ベンゲラ

ウォルビスベイ

南部アフリカのカーボナタイト（レアアース）の分布 （出典：資源地質２０１０ ６０巻第２号）
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出典:Mines 2006, EU‐SADC 
Investment
Promotion Programme

マラウイ

カニカ案件
(ニオブ、タンタル)

カンガンクンデ案件
(レアアース)

トゥンドゥール案件
(リン鉱、レアアース)

カエレケラ案件(ウラン)

リロングエ市
マチンガ案件
(レアアース)

ソングウェ案件
(レアアース)

サランビドゥウェ案件
(レアアース)

ブランタイエ市
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マラウイ及びモザンビークのアルカリ貫入岩体（レアアアース）の分布

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

マラウイ

アルカリ貫入岩体の
環状構造が明瞭
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３．南部アフリカのレアアースプロジェクト + リン鉱石 + ホタル石

国名 案件名 コメント

1.ナミビア •Lofdal鉱床 •カナダ・Etruscan Resources：カーボナタイト、ボーリング実施中。

•Okorusu鉱山 ・ホタル石。（ナミビア・Solvay社）：1988年生産開始、低コスト鉱山。 50%CaF2、
年間108千トン

2.モザンビーク •Moma 鉱山 ・アイルランド・Kenmare Resources)：ナムプラ州 2007年4月から生産開始。
ミネラルサンド(2008年イルメナイト 268千トン ジルコン5千トン)、チタン需要増
加を見込み269百万米ドルの拡張発表（2010,年3月）

•ジブト重砂鉱床 ・ミネラルサンド。BHP Billiton 90% + 南ア開発公社10%。ガザ州2007年以降動き
なし。

•Evate鉱床 ・リン鉱石。Vale社100%。ナムプラ州、カーボナタイト、2014年に探鉱終了し201
年から生産開始。

•Mount Muambe ・リン鉱石。Globe Metals & Miningが最大90%のオプション契約。テテ州、カーボ
ナタイト。トレンチ60～70%CaF2。2010年6月からボーリング探鉱予定

3.マラウイ •Machinga •豪・Globe Metals&Miningが80%のオプション契約, マラウイResource
Star20%）：レアアース、 ニオブ、タンタル。アルカリ岩タイプ、2010年8月からボー
リング探鉱開始。サンプル分析で最高 2.64%TREO、29,900ppmNb2O5、
1,673ppmTa2O5．

•Salambidwe ・豪・Globe Metals&Mining100%：レアアース、アルカリ岩タイプ、2010年3/四よ
り地質調査開始。

•Kangankunde鉱床 •カーボナタイトタイプ、107千トン 4.24%TREO。豪・ライナス社が参入していた。マ
ラウイ、Rare Earth Companyがライセンス保有者。ライセンス保有者の関係が
複雑と聞く。

•Songwe鉱床 ・英、Leominex社：140万トン1.7%T‐REE（ボーリング11孔、50m以下の浅い
ボーリング）、10月にトロントで上場予定

•Tundulu鉱床 ・リン鉱石。Optichem社化学肥料会社。カーボナタイトタイプ、リン2～17％。レア
アースも含む（深度30mまで322万トン2.4%TREO）。

4.タンザニア •Ngualla鉱床 ・豪・Peak Resourcesがタンザニア・Zari Explorationの最大80%取得可能、
ファームイン）：Mubeya州、REE‐Ta・Nb‐Pを伴うカーボナタイト（規模は
3.5km×3.5km）、ボーリング未実施、岩石地化探（Ce1.01%、La0.54%、
Nd0.31%,Pr664m他） 11



アフリカのタンタル鉱
床の分布
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４．南部アフリカのタンタルプロジェクト

国名 案件名 コメント

1.アンゴラ •Bonga •824百万トン 0.48%Nb。

2.モザンビーク •英・Noventa社 ・ザンベジア州でタンタル・ニオブ鉱を生産中。鉱量1141万トン Ta2O5 343ppm、
一部に中・重希土類に富む。

3.コンゴ民 “Blood Coltan”

4.マラウイ •Kanyika •豪・Globe Metals&Mining75%＋南アThuthuka25%：ニオブ、タンタル、ウラン、24
百万トン800ppmN2O5,100ppmU3O8, 174ppmTa2O5。
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南部アフリカのウラン鉱床の分布

Letlhakane Deposit

463 Mt @ 154ppm

For

158Mlbs U3O8

Kayelekera: 46Mlbs @ 800ppm

Chirundu: 12Mlbs @ ~293ppm

Ryst Kuil:  54Mlbs @ 0.1%

Mkuju River: 84Mlbs @ 464ppm

Mutanga: 21Mlbs @ 376ppm

Karoo Basins

(Resource figures from respective Companies’ Websites)

： カルー累層群の中でも上部層のウラン品位が高い

Trekkopje
（カルクリートタイプ）

Valencia
（アラスカイトタイプ）

Rossing
（アラスカイトタイプ）

Rossing South
（アラスカイトタイプ）

Langer Heinrich
（カルクリートタイプ）
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５．南部アフリカのウランプロジェクト

国名 案件名 コメント

1.ボツワナ •Letlhakane •豪・ A‐Cap社100%：463百万トン 154ppm U3O3 (U3O8量 157.8百万ポンド)、酸に
よるヒープリーチング法。 Bankable F/S中 。2011年に採掘ライセンス取得見込み。
2012年4/四に生産開始。2010年6月KORESとMOU締結。中国、China Growth 
Minwralsが約20%保有（Polo社から買収）。

•豪・African Energy社 •100%：ボーリング実施中 (Sese鉱床（200～400ppm）及び Gojwane鉱床)

•豪・Impact社 •A‐Capの北側と南側に32,000k㎡。中国、China Growth Minerals 10.1%。
Lekobolo（土壌地化探73～43ppm）、Idibeleng、North  Suaの各鉱床。

•豪・Bannerman •現地法人により探鉱中、主力はナミビアで探鉱中。

2.ナミビア •Rossing 鉱山 ・Rio Tinto 68.6%、イラン政府15%、南アIDC10%、ナミビア政府3%：1976年から
生産開始。鉱量1億3980万トン U3O8 300ppm。今後50年は操業可能とも言われ
ている。

•Langor Heinrich鉱山 ・(豪・Paladin Energy 社100%)：2007年3月から生産開始、鉱量50.6百万トン
・U3O8 600ppm U3O8 量29,874トン

•Rossing South 鉱床 ・豪・Extract社100%（Kalahari Uranium41%、Rio Tinto15%、Polo
Resoureces9%）：資源量267百万ポンド（約102,700トン）、年間14.8百万ポンド
（5,700トン）、U3O8 630ppm、採掘ライセンス申請中、2013年生産開始予定。

•Valencia 鉱床 •カナダ・Forsys Metals社100%：24,000トン、290百万トン、210ppm

•Trekkopije 鉱床 •仏Areva社100%：45,000トン、364百万トン 150ppm。2007年にArevaがUramin
Incを買収。

•Etango ・豪・Bannerman80%：採掘ライセンスを申請中。プレF/S、2011年建設開始、
2013 年生産開始予定。鉱量231百万トン211ppmU3O8
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国名 案件名 コメント

3.マラウイ •Kayelekera 鉱山 •豪・Paladin Energy：2009年４月から生産開始（3872万トン 900ppmU3O8）。年
間U3O8 1500トン予定。 品位760 ppm U3O8 。タンザニア及びモザンビークの港で
はウラン精鉱輸出許可が取れないため、リロンゲ→ザンビア→ナミビア(カプリビ
回廊を通る)に入り、ウォルビスベイと輸送している。ウランの開発のためには採
鉱ライセンスの他に、IAEAが規定したNPTに従い輸出契結を提出する必要があ
る。

•Kanyemba 鉱床 •豪・Paladinの他に3つのウラン探鉱案件がある。

4.タンザニア •Mkuju鉱床 ・カナダMantra社：Mtwara Development Corridorに位置する。資源量82.3
百万トン464U3O8、84.3百万ポンド（約32,000トン）、2010年にプレF/S完了後、バ
ンカブルF/S、2012年3/四に生産開始。

•Manyoni鉱床 •豪、Uranex NL：158ppmU3O8、ウラン量15百万ポンド（約5,800トン）

5.ザンビア •Chirundu ・African Energy70%、Albidon30%：2009年10月採掘ライセンス(25年間）取得済
み。Kariba valley：740万ポンド293ppmU3O8（予想3.7百万ポンド250ppmU3O8）
操業年数7～8年

•Sitwe ・African energy：ザンビア北部、土壌地化探（2km以上にわたり50ppmから
124ppmU3O8アノマリー）2010年3/四からボーリング探鉱開始。

•Kariba Valley ・Kariba Valley沿いに多くの探鉱案件がある。反対側のジンバブエサイドにも
ポテンシャルあり。
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タンザニア、Nguallaプロジェクト
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