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カザフスタン 

主要データ 

国名(英名) カザフスタン共和国(Republic of Kazakhstan) 

面積(km2) 2,724,900 

海岸線延長(km) 0 

人口(百万人) 19.2 

人口密度(人/km2) 7.1 

GDP(bUS$) 181.19 

一人当り GDP(US$) 9,414.73 

主要鉱産物:鉱石 銅、鉛、亜鉛、マンガン、クロム、ウラン 

主要鉱産物:地金 銅、鉛、亜鉛 

鉱業管轄官庁 

産業・インフラ発展省、同省の産業発展・産業安全委員会（鉱業・製

錬産業の管理等） 

エネルギー省（石油・天然ガスおよび原子力を所管）、同省の原子力・

エネルギー監督・管理委員会 

環境・地質・天然資源省（2019 年から）、同省の地質委員会 

鉱業関連政府機関 国家鉱量委員会 

ロイヤルティ なし 

鉱業法 
地下資源法 Code(2017 年 12 月 27 日制定、№125-VI ZRK (2018年 6 月

29 日施行)、2021 年 3 月 9 日最終改正) 

外資法 
商法（2015 年 10月 29 日制定、№375-V ZRK (2016 年 1月 1 日施行)、

2021 年 6月 30 日最終改正） 

環 境 規 制 法 ( 環 境 影 響 調 査 

制度、環境・排出基準の有無等) 
環境法(2021 年 1月 2 日制定、№400-VI ZRK (2021 年 7月 1 日施行)) 

鉱業公社・国有企業 Tau-Ken Samruk(金属)、Kazatomprom(ウラン)、Kazgeology(地質探査) 

 

1．鉱業一般のトピックス 

カザフスタンは石油、天然ガス、石炭、ウラン、銅、鉛、亜鉛等に恵まれた資源大国である。金属

鉱業はカザフスタンにおける重要な経済部門の1つであり、GDPの約1割(石油・ガスは3割弱)を占め、

石油・ガスを含む天然資源は、工業生産、輸出、国家歳入の約6割を支えている。その埋蔵量は、ウ

ランが世界の11％、クロムが同41％、亜鉛が同6％、鉛が同2％、金が同2％であり、さらなる開発ポ

テンシャルを有している。今後、炭化水素、クロム、鉄は50～80年、ウラン、石炭、マンガンは100

年以上の開発が可能であると言われており、2009年以降、カザフスタンはウランの生産量で世界第1

位（1997年は13位）である。一方、2012年に承認された「2030年までの地質部門発展構想」の予測に

よると、輸出の主要部分を占める非鉄金属及び貴金属鉱山の開発・生産は12～15年で枯渇する可能性

が懸念されている。 

カザフスタンは資源に恵まれている一方、品位の低さなどから開発に至った鉱山は確認埋蔵量の

35％にすぎず、10鉱種（ダイヤモンド、錫、タングステン、タンタル、ニオブ、ニッケル、ボロン、

マグネサイト、マグネシウム、カリウム）は未だ開発に至っていない。鉱床探査の不足により、近年
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は埋蔵量減少分が補填されず、質・量ともに低下していると指摘されており、地質調査部門の発展促

進が課題となっている。 

カザフスタンの地質調査と鉱物資源基盤補填の促進に向けた施策としては、探査部門の発展を方針

の一つとする国家プロジェクトの開発、特定のレアメタル（リチウム、タンタル、ニオブ）へのオー

プンアクセスを含む地質情報の機密解除の取り組み、情報システム「カザフスタン国家鉱物資源デー

タバンク」の導入などがある。 

カザフスタンの鉱業における主要企業は、Tau-Ken Samruk社(金属)、KAZ Minerals社(銅、銀等)、

Kazakhmys Corporation社（銅等）、Kazzinc社(亜鉛、銅等)、Eurasian Resources Group社（旧：

ENRC、クロム、鉄鉱石、アルミニウム、発電事業）、 ArcelorMittal Temirtau社 (鉄鋼 )、

Kazatomprom社(国営の原子力公社)等である。 

 

2．鉱業政策のトピックス 

1) 地下資源法の改正 

(1）2021 年 1 月 2 日付カザフスタン共和国法律第 401-VI 号 (2021 年 3 月 1 日施行)による改正 

① 地下資源利用権の移転及びライセンス再交付の手続きの変更  

地下資源法第 40 条第 3 項の改正により、地下資源利用ライセンスの再交付または地下資源利用

契約の変更を行うには、地下資源利用権（地下資源利用権の持分）の所有者と地下資源利用権

（地下資源利用権の持分）の取得者が、地下資源利用ライセンスを交付した官庁または地下資源

利用契約を締結した官庁に共同申請書を提出することになった。 

申請書の添付書類として、地下資源利用権（地下資源利用権の持分）が抵当に入っている場合

は抵当権者の同意書、地下資源利用権が共同所有の場合は共同所有者全員の同意書が新たに追加

された。 

 

② 地下資源利用がもたらす影響の除去に関する変更 

地下資源法第 54 条に第 6 項が追加され、地下資源利用事業がもたらす影響の除去に関する調査

及び作業結果の承認手続きは、管轄官庁が環境保護分野を所管する官庁と共に決定することが定

められた。 

また、地下資源法第 57 条に第 7 項が追加され、地下資源利用事業がもたらす影響の除去に関す

る義務履行を保証する方法としての銀行預金の担保契約は、カザフ語とロシア語で締結すること

が定められた。銀行預金担保契約の締結手続き及び標準様式は管轄官庁が承認する。 

その他、地下資源法第 58 条には、保険契約に関する新たな規定が追加された。特に、保険の対

象となるのは、地下資源法が定める手続き及び期限内での地下資源利用事業がもたらす影響の除

去の義務履行に関連する地下資源利用者の財産的利益であると定められている。地下資源利用事

業がもたらす影響の除去に関する義務履行を保証する保険契約の標準様式は、2021 年 3 月 31 日付

カザフスタン共和国産業・インフラ発展大臣令第 148 号により定められた。 
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③ 地下資源法令違反に対する責任に関する変更  

改正後の地下資源法第 79 条第 3 項は、地下資源の国家所有権を侵害した結果、地下資源に損害

を与えた者は、その損害を賠償しなければならないと定めている。改正前の第 3項は、地下資源法

令違反に対する責任のみを定めていた。 

 

④ 固体鉱物探査ライセンスの交付拒否事由の追加 

地下資源法第 190条には、固体鉱物探査ライセンスの交付を拒否する事由として、申請者が、固

体鉱物探査事業がもたらす影響の除去に関する義務履行の適切な保証を管轄官庁に提出する期限

を守らなかった場合、が追加された。 

 

⑤ 手工業的採金がもたらす影響の除去に関する規定 

地下資源法に追加された第 273-1条は、手工業的採金がもたらす影響の除去は、採鉱跡地の回復

により行われると定めている。この場合、影響の除去は、手工業的採金ライセンスの終了後 6か月

以内に完了しなければならない。ただし、天候や自然気候条件のために除去が不可能または著し

く困難な場合は、除去期間をさらに 4 か月延長することができる。 

 

(2）2021 年 3 月 9 日付カザフスタン共和国法律第 14-VII 号(2021 年 3 月 21 日施行)による改正 

① ウラン採掘に関する変更 

地下資源法第 173条に追加された第 4-1項によると、ウラン鉱床における埋蔵量の増加量が当初

の埋蔵量を 30％以上上回る場合、ウラン採掘契約の条項には、地域の社会・経済発展を目的とす

るプロジェクト実施に関する地下資源利用者の追加義務が含まれていなければならない。 

また、第 176条には第 7項が追加され、ウラン鉱床の地質構造と埋蔵量を明確化するため、ウラ

ン採掘期間中に、採掘エリアの追加調査（追加探査）を行うことが認められた。 

その他、第 184条「設計文書の実行の監視」では、設計監理に関する条項が削除され、地下資源

利用者による試験採掘及び鉱床開発プロジェクトは、少なくとも 3年に 1回行われるウラン鉱床開

発の分析によってのみ監視されることになった。 

 

2) 新環境法の制定 

2021 年 1 月 2 日、カザフスタン共和国法律第 400-VI 号「カザフスタン共和国環境法」（新環境法）

に Tokayev 大統領が署名し、2021年 7月 1 日に施行された。  

 

 「汚染者による負担と復旧」の原則 

汚染防止・管理措置の適用と環境損害の回復に対する責任の原則。新環境法では、環境被害の補償

は、環境を元のレベルに回復させる措置による現物補償のみとなる。この方法により、損害発生の事

実の証拠なしに、損害賠償を請求するケースは排除される。環境保護分野を所管する官庁に代表され

る国家が回復措置を実施するために負担した費用を補償する場合を除き、被った環境損害に対して、

金銭的補償を請求したり受け取ったりする権利を有する者はいない。 
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 各種環境要件を課すため、環境に悪影響を与える施設を分類 

新環境法では、旧法と同様、環境に悪影響を与える施設は 4 つのカテゴリ（環境に与える悪影響が

Ⅰ重大、Ⅱ中程度、Ⅲ軽微、Ⅳ最小）に分類されている。この分類は、生産施設の衛生上の分類では

なく、計画された事業の種類によるものとなっている。  

 

 環境許可  

新環境法では、施設のカテゴリごとに異なる種類の環境影響許可の範囲に関する必須文書を定めて

いる。カテゴリⅠの場合は総合環境許可、カテゴリⅡの場合は環境影響許可（環境法で総合環境許可

の義務的取得を免除されているカテゴリ I の施設、すなわち、2021 年 7 月 1 日より前に、操業を開始

したか、またはプロジェクトの国家環境審査か包括的外部審査で肯定的結論を取得したカテゴリⅠの

施設に対しても交付される）、カテゴリⅢの場合は事業者による環境影響申告書の提出であり、カテ

ゴリⅣについては許可も申告書も定めがない。施設のカテゴリ決定を誤ると、必要な許可の取得や申

告書の提出がなされず、その結果、事業者に重大な行政罰が科される可能性がある。 

 

総合環境許可の特徴は、排出・放出の技術的基準、水・電気及び（または）熱エネルギーの消費の

特定基準が含まれることである。これらの基準は、利用可能な最善の技術（BAT）の適用に関連する

技術指標を超えてはならない。 

環境影響許可は、失効した 2007年版環境法に基づいて交付された環境排出許可と多くの点で類似し

ているが、以下のような違いがある。 

 環境影響許可には、廃棄物の集積制限が含まれ、廃棄物の埋設制限は、事業者が独自の埋立地を

有する場合に限り含まれる。 

 環境影響許可には、当該事業に対し環境影響評価（EIA）が必須となる場合に、EIAの結論で定め

られた環境保護要件が含まれる。 

 

環境影響申告は、カザフスタンの環境法令にとって新機軸である。申告は、書面または電子署名を

付した電子文書の形で、関係の地域行政機関に提出される。計画された事業に関する申告書を提出す

る前に、施設の事業者は、その施設に関する国家環境審査の承認を得る必要がある。 

環境影響申告書には、申告する汚染物質排出量、廃棄物（生成され、集積され、専門の廃棄物管理

組織に引き渡されるもの）の量と種類などを記載しなければならない。実際の排出量、放出量、廃棄

物の集積量や埋設量が申告した量を上回る場合、事業者は不正確な申告書を提出したとして管理責任

を問われる可能性がある。こうした責任には、罰金に加え、施設の運営停止が含まれる場合がある。 

 

 利用可能な最善の技術（BAT）、排出課徴金とその使途 

利用可能な最善の技術（BAT）とは、事業活動の過程で利用される効率的・先進的・実用的な技

術・方法・手法のことである。総合環境許可を取得し、BAT を導入した新規施設の事業者については、

排出課徴金免除のための改正が提案されている。既存施設についても同様の仕組みが想定されている

が、排出課徴金を免除されるには、環境効率改善と BAT 導入のプログラムを作成・実施する必要があ

る。総合環境許可を取得していないカテゴリ I の既存施設に対する排出課徴金の金額には、指数関数
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的に増える乗率（3 年ごとに 2 倍、4 倍、8 倍）が適用される（カテゴリ I の最大規模の 50 施設につ

いては 2025 年から、残りのカテゴリ I の施設については 2031 年から引き上げ開始）。  

新環境法では、排出課徴金の 100％が環境保護対策に支出される（旧環境法では、納付された環境

課徴金の使途に対する拘束がなく、割合は排出課徴金の 10～45％と地域によって差があった）。 

 

 環境影響評価（EIA） 

EIA 手続きが義務化されるのはカテゴリⅠの施設のみで、カテゴリⅡの施設はスクリーニング（EIA

実施が必要か否かの判断）の対象となる。 

EIA には、EIA 調査で焦点を当てるべき影響を特定するためのスコーピング手順が含まれる。EIA で

最も重要な点は、調査結果を反映した起こりうる影響に関する報告書の作成である。この報告書に基

づいて、管轄官庁は、EIA に関する結論（計画された事業が環境に及ぼしうる重大な影響、計画され

た事業の許容性、事業が許容されるとみなされる条件に関する結論を確認する文書）を与える。 

新環境法では、EIA の全ての段階で、関係住民や関係官庁の参加に必要な条件を整えることが求め

られている。 

 

 廃棄物の管理 

新環境法では、「廃棄物取扱い」が「廃棄物管理」に置き換えられている。 

新環境法では、特別に指定された場所に一時的に保管する「廃棄物集積」という概念が導入されて

いる。廃棄物集積は、廃棄物を発生させた者だけでなく、廃棄物を収集・回収・処分する者にも認め

られている。鉱業廃棄物の場合、発生場所における集積期間は最長 12 か月である。 

有害廃棄物の処理・リサイクル・破壊事業にはライセンス制が導入されている。輸送に関しては、

これらの事業を行う企業に対し届出制が導入されている。 

 

3) 2021～2025 年の地質調査国家プログラムを国家プロジェクトに転換 

2020 年には、2021～2025 年の地質調査国家プログラムの作成が行われていたが、Tokayev 大統領は

2020 年 9 月 1 日、国民向け教書演説で、数値や指標を多用する国家プログラムの策定をやめ、簡潔な

国家プロジェクトの形式に転換する必要があると述べた。2021 年 10 月 7 日付カザフスタン共和国大

統領令第 670 号で承認された国家プロジェクト「カザフスタン国民の福祉向上を目的とする持続可能

な経済成長」は、地質部門の発展（探鉱の投資魅力向上が課題）を方針の一つとしている。2025 年に

は、投資家向け地質情報パッケージ（地下資源利用が認可された特定エリアに関する地質、鉱業、技

術、その他の情報のセット）作成数を 14ユニットとし、地質資料の保管・加工のための国家インフラ

を整備する計画である。5 年間で、地質部門の発展には、国家予算から約 63.2bKZT（カザフスタン・

テンゲ）が必要となる。 

 

3． その他トピックス 

(1) KAZ Minerals PLC 社 

カザフスタンの銅生産最大手である KAZ Minerals PLC 社は、銅鉱床開発大規模プロジェクトの建設

に投資している。2020 年、同社にとって最優先プロジェクトである Aktogay 採鉱選鉱コンビナートに
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おける処理施設拡張を積極的に進めた。プロジェクトの取組概要は次のとおりである。 

 

表1.KAZ Minerals PLC社のプロジェクト 

プロジェクト 概要（2020～2021年） 

Aktogay鉱床 

（大型露天掘鉱山） 

（東カザフスタン州） 

2021 年 10 月 1 日、Aktogay 採鉱選鉱コンビナートの拡張プロジェクトを開始。

第 2 選鉱プラントによる硫化鉱の年間処理能力は、25 百万ｔから 50 百万ｔに倍

増、硫化鉱からの銅年産量は 8 万ｔ増加し、2022～2027 年の平均年産量は約 17

万ｔとなる。2028 年以降、銅品位が平均品位（0.34％）以内となる時点で、銅

の年産量は約 13万ｔとなる。処理量増加に伴い、硫化鉱体の処理期間は 56年か

ら 27 年に短縮。Aktogay における酸化鉱からの銅カソード生産は、酸化鉱床の

残り 4 年のマインライフの間（2025 年まで）、現行レベルの約 2 万ｔを維持。

2018～2021 年の投資額は約 1.2bUS$、うち約 244mUS$が 2020 年に投資された。

2021年の投資額は 250mUS$と予想。 

Koksay鉱床 

(露天掘鉱山) 

(アルマティ州) 

将来の生産拡大のためのプロジェクト。2020 年はプロジェクト評価の FS が継続

され、調査及びボーリング費用は 4mUS$であったが、その進捗は COVID-19 関連

対策により制限を受けた。FS は 2021 年も継続し、10mUS$ の CAPEX を予定。

Koksay 鉱床の鉱物資源量は鉱石 736 百万ｔ、銅平均品位 0.42％、銅含有量 310

万ｔ。マインライフは平均年産量を銅（カソード換算）約 8 万ｔ、金 6 万 oz、

銀 40万 oz、モリブデン精鉱(純分)1千ｔとし 20 年以上と予想。 
 出典：各種資料より作成 

 

(2) 国営鉱業企業 Tau-Ken Samruk 社 

Tau-Ken Samruk社は、2018年9月に決定した「2018～2028年の発展戦略」に基づき活動している。

2020年に同戦略を更新し、質の高い多様な資産ポートフォリオの構築及び戦略的パートナーとの共同

開発という目標を設定した。金、銅、鉛亜鉛鉱床の開発に注力しているが、レアメタル・レアアース

部門の開発も有望視している（タングステンとモリブデンのプロジェクトを実施中）。 

   

表2.国営鉱業企業Tau-Ken Samruk 社のプロジェクト 
プロジェクト 概要（2020～2021年） 

採掘プロジェクト 

Shalkiya 多金属鉱床の商

業開発と選鉱プラント建

設（クズロルダ州） 
 

2020年、基本設計（プラント、鉱山、地上施設）を完了、JORC準拠の資源

量・埋蔵量評価を完了。  

生産目標は鉱石年産4百万ｔ、亜鉛精鉱年産105千ｔ、鉛精鉱年産21千ｔ。 

鉱床の鉱石量は104百万ｔで平均品位は亜鉛3.31％（348万ｔ）、鉛0.98％（90

万ｔ）。 
Alaigyr 鉱床の多金属鉱採

掘（カラガンダ州） 
 

2020年、EPC契約（基本設計段階・詳細設計段階の設計見積文書作成、機器調

達、選鉱プラント・インフラ施設・尾鉱堆積場・循環給水システムの建設）

を締結。JORC準拠の鉱物資源量評価を実施。Alaigyrプロジェクトの鉱物資源

基盤拡大に向け、Berkara 及び Samombet 鉱床のライセンスを取得。浮選精鉱

保管庫（鉄道引き込み線付）の建設を完了。  

生産目標は鉱石年産 90万ｔ、鉛精鉱年産 65 千ｔ、銀精鉱年産 15,600ｔ。 

鉱床の鉱石量は 18.518百万ｔで平均品位は鉛5.69％ (1百万ｔ )、銀

26.1g/t(483t)。 

設計段階のプロジェクト 

 Severny Katpar 及 び

Verkhnee Kairaktinskoe

鉱床のタングステン・モ

リブデン鉱石の採掘 

（カラガンダ州） 

両鉱床の総埋蔵量は三酸化タングステン130万t。主な冶金製品はパラタング

ステン酸アンモニウム。両鉱床のフル操業化により、カザフスタンは世界の

タングステン市場のキープレーヤーになる可能性がある。 

 
2020年、Severny Katpar鉱床のエンジニアリング調査と探査を完了。 
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プロジェクト 概要（2020～2021年） 

 選鉱プラント設計のための技術仕様を作成。JORC規程（2012年版）による鉱

物資源量報告書を作成。FS及び埋蔵量算定報告書の作成を完了。エンジニア

リング調査を完了。採鉱計画及び閉山計画を作成し、管轄官庁の承認を取

得。鉱山建設への投資のプレFSを開始。 

・Severny Katpar鉱床の鉱石年産は3百万ｔ、Verkhnee Kairaktinskoe鉱床の

鉱石年産は7百万ｔ、モリブデン精鉱年産5百ｔ、銅精鉱年産26百ｔ、ビスマ

ス精鉱年産15百ｔ、パラタングステン酸アンモニウム年産1万ｔ。 

・Verkhnee Kairaktinskoe鉱床の探査を完了。JORC規程（2012年版）による鉱

物資源量報告書を作成。予備選鉱及び浮選に関する生産試験を完了。貧鉱及

び予備選鉱中間生成物のヒープリーチングに関する研究を完了。FS及び埋蔵

量算定報告書の作成を開始。 

探鉱プロジェクト 

Kundyzinsky及び

Berchegursky鉱床の銅及

び随伴成分の探査・評価 

（アクトベ州） 

2020年6月、探査ライセンスを取得。2021年に探査開始予定。 

国 営 鉱 業 企 業 Tau-Ken 

Samruk 社と外国企業の共

同プロジェクト   

1)2020年6月、Kazakhstan Fortescue社（豪州の鉱業企業Fortescue Metals 

Group Ltdの完全子会社）との間で、カラガンダ、アルマティ、アクトベ、ク

ズロルダの4州の総面積18千km2における地質調査実施契約を締結。 

48件の探査ライセンスを取得。探査の最初の6年間で42mUS$の外国投資を誘致

予定。Tau-Ken Samruk社の出資比率は20％。 

2)2020年11月、ジャンブール、カラガンダ、東カザフスタンの3州でカザフス

タンのジュニア企業Discovery Ventures Kazakhstan社との共同地質調査開始

を発表。地質調査プロジェクト実施期間は約6年間。契約エリアの総面積は約

1,350km2。オペレータ契約では、金、銅、亜鉛及び随伴金属の探査を予定。 

3)トゥルケスタン州Sozak地区におけるSH Minerals社（独）との共同探鉱プ

ロジェクト。2020年5月、1件のレアメタルライセンスエリア（17ブロック）

を取得。建設段階までのプロジェクト費用はSH Minerals社が負担。Tau-Ken 

Samruk社の出資比率は20％。 

 出典：各種資料より作成 

 

(3) Kazzinc 社 

Kazzinc 社（カザフスタンの亜鉛・鉛・銅・貴金属生産大手）傘下の Zhairemsky GOK 社は 2021 年

10月 20日、カラガンダ州 Zhairem町の新規多金属選鉱プラント（鉱石年間処理能力 5百万 t）の操業

を開始した。Kazzinc 社は 2014 年に Atasu 鉱産地方の鉱床（カラガンダ州 Zhanaarka 地区）の地下資

源利用者である Zhairemsky GOK 社を買収し、2018 年に「Zhairem 多金属プロジェクト」の一環とし

て、総工費 190bKZT を超える選鉱プラントの建設を開始していた。資金の一部はカザフスタン開発銀

行が融資し（33bKZT、期間 7 年）、残りを Kazzinc 社が負担した。 

Zhairemsky GOK 社は、カザフスタン最大の亜鉛精鉱・鉛精鉱生産者になると期待されている。 

 

(4) Kazatomprom 社 

国営原子力企業 Kazatomprom 社は、子会社である Ortalyk 社における持分 49％を China General 

Nuclear Power Corporation (CGNPC 社)に 435mUS$で売却する取引を 2021 年７月に完了した。この取

引は、2014 年に締結の、Kazatomprom 社と CGNPC 社の包括的な協力協定の一環として行われた。 

この協定に基づき、双方は、東カザフスタン州の Ulba Metallurgical Plant に燃料集合体（FA）製

造プラント（年産能力：金属ウラン換算 2 百ｔ）を建設するための合弁企業 Ulba-FA 社を設立した。
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協定には、CGNPC URC 社が Ulba-FA 社のプラントから年間 2 百ｔ（金属ウラン換算）の FA を 20 年間

（金属ウラン換算で合計 4 千ｔ）購入する義務が盛り込まれている。 

COVID-19 の流行による遅れがあったものの、Ulba-FA 社は 2020 年に FA 製造プラント操業の政府認

可を取得した。2021年末には FA製造を開始し、2022年に FAの最初の認定ロットを発注者に納入する

予定である。CGNPC URC社の FA購入義務に関しては、2020年 12月に同社と Ulba-FA社との間で FA納

入に関する最初の 5 年契約が締結された。 

売却完了後、Ortalyk 社における Kazatomprom 社の持分は 51％、CGNPC 社またはその関連会社の持

分は 49％となり、ウラン購入は持分に比例して行われる。 

Ortalyk 社は、トゥルケスタン州 Mynkuduk 及び Zhalpak 鉱床のウラン開発を完全にコントロールし

ている。Mynkuduk 鉱床のウラン年産能力は 2 千ｔで、鉱山は既にフル操業化している。Zhalpak 鉱床

のウラン年産能力は 750ｔで、鉱山は生産試験段階にある。 

 

(5) Russian Copper Company（RCC 社) （ロシア） 

鉱物資源基盤拡大の一環として、RCC 社は、Vesenne-Aralchinskoe 鉱床における坑内掘鉱山（銅鉱

石年産能力 50 万 t）の建設（Aktyubinsk Copper Company）、Kundyzdy 鉱床（露天掘鉱山、銅・亜鉛

鉱石年産能力 2 百万 t）及び Limannoe 鉱床（坑内掘・露天掘鉱山、鉱石年産能力合計 2 百万 t）の開

発（Kazgeorud 社）、50 Let Oktyabrya 鉱床（坑内掘鉱山、鉱石年産能力 50 万 t）の開発（Copper 

Technology 社）を計画している。 

 

表3.RCC社のプロジェクト 

プロジェクト 概要（2020～2021年） 

Vesenne-Aralchinskoe 越 境

鉱床 

(同鉱床の南部はカザフスタ

ンのアクトベ州Khromtau地

区、北部はロシアのオレン

ブルク州Dombarovsky地区に

位置)  

2021年初め、ロシア国家審査総局は、 Vesenne-Aralchinskoe鉱床

Vesenniy鉱区第3鉱体メインブロックの開坑及び坑内掘開発に関する設計

文書を承認。Vesenne-Aralchinskoe硫化銅鉱床は、Ural-Tobolsk分水嶺

の西斜面、ロシアとカザフスタンの国境地帯に位置する。鉱床開発は

2014年9月30日に締結された政府間協定に基づき実施。  

同鉱床のカザフスタン側、ロシア側の銅採掘ライセンスはRCC社の傘下企

業が保有し、2つの異なる法人が各々独自に採掘を実施。鉱床のカザフス

タン部分（Aralchinsky鉱区）の鉱石はAktyubinsk Copper Company（カザ

フスタン）が採掘し、ロシア部分（Vesenniy鉱区）の鉱石はORMET社（ロ

シア）の選鉱プラントに供給されている。 
50 Let Oktyabrya（50 Years 

of October）鉱床開発 (アク

トべ州)  

RCC社傘下のCopper Technology社は2021年、カザフスタンの50 Let 

Oktyabrya（50 Years of October）鉱床で坑内掘鉱山の建設を開始。2024

年に坑内採掘開始の予定で、対象の埋蔵量は鉱石970万ｔ、銅169,500t

（平均品位1.75％）。 

新鉱山の鉱石年産能力は50万ｔ、マインライフは約23年。鉱石埋蔵量は

40百万ｔ以上で、銅は約823千ｔ、銀250ｔ以上を含有。露天採掘は2006

年に開始、2019年に完了。 

Kundyzdy鉱床開発 Kundyzdy 鉱床採鉱場の鉱石年産能力は 2 百万ｔ。投資総額は 205mUS$。

Kundyzdy鉱床の銅鉱石と銅・亜鉛鉱石はAMKの選鉱プラントで処理され、

銅精鉱、亜鉛精鉱となる。プロジェクトにより AMK の処理施設は 2033 年

まで操業可能となる。 

 出典：各種資料より作成 

（2021年12月14日 モスクワ事務所 小松 弘希） 


