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ウクライナ 

主要データ 

国名(英名) ウクライナ〔Ukraine〕 

面積(km2) 603,550 

海岸線延長(km) 2,782 

人口(百万人) 43.7 

人口密度(人/km2) 72.5 

GDP(bUS$) 155.08 

一人当りGDP(US$) 3,545.08 

主要鉱産物：鉱石 鉄鉱石、マンガン、チタン、ウラン 

主要鉱産物：地金 マグネシウム、ニッケル 

鉱業管轄官庁 国家地質地下資源局、国家鉱業監督産業安全局、国家環境監視局 

鉱業関連政府機関 環境天然資源省、エネルギー石炭産業省 

ロイヤルティ 地下資源の採掘等に対して地下資源利用料あり 

鉱業法 

地下資源法 (1994年7月27日制定、№132/94-VR (1994年8月31日施行)、 

2021年4月28日最終改正) 

鉱業法 (1999年10月6日、№1127-XIV (1999年11月11日施行)、 

2019年12月19日最終改正) 

外資法 

外国投資法(1996年3月19日、№93/96-VR (1996年4月25日施行)、 

2020年12月17日最終改正) 

外国投資保護法(1991年9月10日、№1540а-XII（1991年9月10日施行）) 

投資活動法（1991年9月18日、№1560-XII（1991年11月19日施行）、 

2020年12月17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) 

環境保護法（1991年06月25日、№1264-XII（1991年7月1日施行）、 

2020年4月13日最終改正） 

環境影響評価法(2017年5月23日、№2059-VIII（2017年6月18日施行）、 

2021年7月15日最終改正) 

廃棄物法(1998年3月5日、№187/98-VR (1998年4月14日施行)、 

2020年4月13日最終改正) 

ウラン鉱石採掘・加工法(1997年11月19日、№645/97-VR (1997年12月19日

施行)、2017年5月23日最終改正) 

鉱業公社・国有企業 国営株式会社 Nadra Ukrayny 

鉱業活動中の民間企業 

Zaporozhye Titanium & Magnesium Combine : チタン(スポンジ) 

UKRZINC CHEMICAL & METALLURGICAL PLANT : 鉛（二次）、亜鉛（二次）、

Velta LLC : チタン 
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1. 鉱業一般のトピックス 

2030年までのウクライナ鉱物資源基盤発展国家プログラム（2011年4月21日付法律第3268-VI号により

承認）によると、ウクライナでは117の鉱種について約2万の鉱床及び鉱徴が発見されており、うち98鉱

種の8,290鉱床（及び1,110鉱床の登録対象）が経済的価値を有し、国家埋蔵量バランスシートに登録さ

れている。うち商業開発が行われているのは3,349鉱床である。採掘量及び埋蔵量で最重要とされる対

象は、石炭、鉄鉱石、マンガン鉱石、チタン鉱石、ウラン鉱石、カオリン、黒鉛、岩塩等である。  

ウクライナのチタン資源基盤は大きく、26のチタン鉱床が国家埋蔵量バランスシートに登録されてお

り（うち14鉱床が開発中）、うち2つが巨大鉱床、12が大規模鉱床に分類されている1。このうち最も重

要な鉱床は、Irshansk Mining and Processing Plant社（United Mining and Chemical Company社傘

下）が開発するIrshanskoe鉱床、Verkhne-Irshanskoe鉱床、Lemnenskoe鉱床、Mezhdurechenskoe鉱床（以

上ジトームィル州）や、Vilnohirsk Mining and Metallurgical Plant社（United Mining and Chemical 

Company社傘下）が開発するSamotkanskoe（Malyshevskoe）鉱床（ドニプロペトロウシク州）である。 

また、ウクライナはウランの資源量及び埋蔵量で世界10位以内に入る。同国では基盤岩中に20以上の

ウラン鉱床と158のウラン鉱徴が発見されている。現在、ウラン鉱石の採掘・選鉱を一貫して行ってい

るのは国営企業Vostochny GOK社のみであり、傘下の鉱山には、キロヴォフラード州のSmolinskaya鉱

山（Vatutinskoe鉱床を開発）、Ingulskaya鉱山（Michurinskoe、Tsentralnoe鉱床を開発）、

Novokonstantinovskaya鉱山（Novokonstantinovskoe鉱床を開発）があり、坑内採掘が行われている。 

他方、ウクライナは世界最大級のマンガン埋蔵量を有している。マンガン埋蔵量はNikopolske、

Fedorivske、Veliko-Tokmatskeエリアに集中している。現在、商業開発が行われているのはNikopolske 

マンガン鉱床エリアのみである（採鉱選鉱企業は、ドニプロペトロウシク州のOrdzhonikidzevsky GOK 

社及びMarganetsky GOK社)。  

ウクライナにおいてもボーキサイトは重要性が高いが、現在は主にギニア、ガイアナから輸入してい

る。ドニエプル川流域のVysokopolskoe含鉄ボーキサイト鉱床（ドニプロペトロウシク州）や

Smelyanskoe鉱床（チェルカースィ州）が知られているが、輸入鉱石に競合できないとされており、国

内企業の技術による処理では採算がとれない。一方、アルミニウム産業の中心は、Nikolaev Alumina 

Refinery（Rusal社が所有）とZaporozhye Aluminium Combine(ZALK社、支配株式は2015年よりウクライ

ナ国有財産基金が所有）である。 

超塩基性岩の風化残積土に由来するニッケル珪酸塩の埋蔵量は、ブク川流域及び中央ドニエプル川流

域に若干存在する。しかし、鉱床のニッケル品位は1％以下と低く、特に中央ウクライナの

Lipovenkovskoeニッケル鉱床の埋蔵量は枯渇が近い。ニッケルの国内需要はロシア及び西欧からの輸

入で賄われており、国内の既存鉱床が担っているのはステンレス原料用の生産で、Pobuzhsky 

Ferronickel Plant(キロヴォフラード州ポブクスコエ）のフェロニッケル生産で賄われている。  

銅の予測資源量は十分多いものの（Volynsky銅鉱産地方）、ウクライナには十分に探査がなされた銅

鉱床はなく、開発中の銅鉱床も存在しない。そのため銅の国内需要は主にロシアからの輸入で賄われ

ている。相当数の企業が銅及び銅合金の製造を行っており、最大手の一つArtyomovsk Non-ferrous 

 
1 E&Y Extractive Industries Transparency Initiative NATIONAL REPORT OF UKRAINE 2014–
2015 
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metals processing works社（ドネツィク州）は、輸入銅スクラップから年間10万tの銅製品を生産し

ている。 

 

2．鉱業政策のトピックス 

(1)持続可能な経済発展と国の防衛力にとって戦略的に重要な鉱物の探査・採掘・選鉱の促進 

Zelensky大統領は2021年7月23日、大統領令第306/2021号「持続可能な経済発展と国の防衛力にとっ

て戦略的に重要な鉱物の探査・採掘・選鉱の促進」に署名した。同大統領令により、戦略的に重要な金

属鉱石及び非金属鉱物のリストの承認に関する2021年7月16日付国家安全保障・国防会議決定が施行さ

れた。これらに該当するのは37品目（アルミニウム、ベリリウム、タングステン、鉄、リチウム、マグ

ネシウム、マンガン、銅、ニッケル、ウラン、亜鉛の各鉱石、バライト、グラファイト、カリウム塩、

蛍石等）である。2021年10月、ウクライナ閣僚会議は、戦略的に重要な地下資源鉱区のリストを内容と

する決定の草案を作成した。リストに入っている地下資源は競売にかけられ、場合によっては生産物

分与契約を締結することも可能である。 

戦略的鉱床には以下が含まれる。 

 アルミニウム鉱石 ： Vysokopolskoe鉱床(ドニプロペトロウシク州) 

 金鉱床 ： Delovetskayaエリア（ザカルパッチャ州）、Balka Zolotaya（ドニプロペト

ロウシク州） 

 銅鉱： ： Zalesy-Shmenki鉱床（ヴォルィーニ州）、Zheleznyaki鉱床（ジトームィル州） 

 ニッケル鉱石 

（ニッケル、コバルト） 

： Grushkovskoe、Lipovenkovskoe、Pushkovskoe鉱床（キロヴォフラード州）、

Devladovskoe、Novoe、Ternovskoe、Krasny Yar、Sukhokhutorskaya（ドニ

プロペトロウシク州）、Derenyukhskoe、Tarnovatskoe（ムィコラーイウ州） 

 チタン鉱石 ： Verkhne-Irshanskoe、Irshanskoe鉱床（ジトームィル州） 

 ウラン鉱石 ： Aprelskoe、Dokuchaevskoe、Lesnoe、Letnee、Partizanskoe、Podgaitsevskoe、

Severinskoe（キロヴォフラード 州） 

 

(2)ウクライナの地下資源利用産業の発展支援（法案） 

ウクライナ最高会議は2021年6月1日、二度目の第一読会で、法案第4187号「ウクライナの地下資源利

用産業の発展支援に関するウクライナの一部法令の改正」を可決した。 

• 同法案は、政府ウェブポータル「ウクライナ地下資源利用・地質インタラクティブ・マップ」

の構築を定めている。同ポータルは地下資源利用の統一情報システムとなり、国家鉱床台帳に

基づく国の鉱床関連情報や、国家土地台帳に基づく土地区画の境界に関する情報が反映される。 

• 鉱物の探査と採掘の両方を許可する包括的（一貫）特別ライセンス（期間 3～20年）の導入が

予定されている。正式に承認された鉱物埋蔵量がない地下資源鉱区の当該ライセンスのオンラ

イン競売における開始価格は統一されており、明確な基準（鉱区面積と鉱物グループ）により

決まる。 

• 競売を実施せずに特別ライセンスが交付されるケースのリストが定められている。 

① 鉱物の採掘について、申請者が地下資源利用特別ライセンスに基づき、自己資金で地下資

源鉱区の地質調査と埋蔵量の地質・経済評価を行い、同評価がウクライナ国家鉱量委員会



世界の鉱業の趨勢 2021 

4 
 

に承認され、鉱物埋蔵量の承認後 3年以内に当該地下資源鉱区の鉱物採掘特別ライセンス

取得のための書類を提出した場合。 

② 当初利用に供された地下資源鉱区の面積の 50％を超えない範囲で境界を拡大する場合。

但し、地質調査（追加探査）の過程で発見された有望鉱床の空間境界が、利用に供された

地下資源鉱区の領域を超えており、ウクライナ国家鉱量委員会の議事録で確認されている

こと、隣接鉱区で地質調査に関連する作業や研究が登録されていないことを条件とする。 

③ 試験開発を含む地質調査と、その後の地域的意義を有する鉱物の採掘（商業開発）につい

て、申請者が特別ライセンスが供与される土地区画（隣接する土地区画）の所有者である

場合。この特別ライセンスは、土地区画（隣接土地区画）の範囲内で交付され、25haを超

えることはできない。 

• 地下資源利用ライセンスを取り消すことができるケースのリストが定められている。 

① 地下資源鉱区の利用に関連する作業の結果、人間の生命や健康が直接脅かされる場合。 

② 地下資源利用条件に関する契約要件や、作業計画の違反の是正命令を所定期間内に遂行し

なかった場合、政府地質管理措置の結果に基づく。なお、地下資源利用者には、利用に供

された地下資源鉱区における作業停止のために、特別ライセンスの効力停止後 20 暦日が

与えられる。 

• 法案により地下資源利用者となる権利が制限されるのは、侵略国の国民またはロシア領土内で

登記された法人、最終受益者が侵略国の国民である法人、特別な経済制裁その他の制裁が適用

される個人及び法人である。 

 

(3)2030年までのウクライナ鉱物資源基盤発展国家プログラムの変更（法案） 

閣僚会議は地下資源地質調査に関する法整備を予定している。関連法案「2030 年までのウクライナ

鉱物資源基盤発展国家プログラムの変更」を 2021年 10月 20日の会議で政府が承認した。 

法案説明文によると、地下資源調査向け政府資金を、投資魅力のある対象を発見するための探査・評

価作業に集中させる。更なる鉱床探査の資金調達は、地下資源利用者が投資リスクベースで行わなけ

ればならない。国は、鉱物埋蔵量の増加と採掘に投資する地下資源利用者の活動に対し、透明で安定し

た規制条件の創出を保証する。 

鉱物資源基盤の拡大を目的としたウクライナ領内の広域調査の実施は、依然として国の責任となっ

ている。これは、地質図作成、水文地質学的および生態学的・地質学的調査、鉱物の国家バランスシー

ト及び台帳の管理等である。 

変更後のプログラムは、2021～2030年の国家予算資金を 26.1bUAH（ウクライナ・フリヴニャ）から

6.3bUAHに削減することを定めている。当該資金の大部分は、地下資源利用特別ライセンスの販売やプ

ログラム実施中に作成された地質情報の販売によって補われる見込みである。 

 

また、2021 年 10 月 20 日、もう一つの法案「ウクライナの鉱物資源基盤発展に関するウクライナ予

算法の改正」が政府により承認された。改正予算法では下記について定めている。 

• ウクライナ国家予算特別基金の一部としてのウクライナ鉱物資源基盤発展国家基金の創設 

• ウクライナ鉱物資源基盤発展国家基金の原資、同基金の資金の使途 
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基金の原資となるのは、国家的意義を有する鉱物の採掘のための地下資源利用料（0.5％）、石油、天

然ガス、コンデンセート（大陸棚を除く）の採掘料（1％）、地下資源利用特別ライセンスの発行手数料

（25％）、地下資源利用特別ライセンスの競売での販売代金（25％）、国有財産である地質情報の提供料

（25％）等である。基金の資金は、鉱物資源基盤発展プログラムの実施、戦略的に重要な鉱物の資源基

盤発展、ウクライナ領土の地質図作成及び国立地質情報データバンクの創設、地下資源の合理的利用

の国家監視システムの構築、国内外の投資家誘致に向けた地下資源利用特別ライセンス販売のための

競売や入札の準備及び実施等に使用される。 

 

3．その他トピックス 

(1)United Mining and Chemical Company（UMCC社） 

Vilnohirsk Mining and Metallurgical Plant(VMMP社、ドニプロペトロウシク州)及びIrshansk 

Mining and Processing Plant（IMPP社、ジトームィル州）を管理するUnited Mining and Chemical 

Company（UMCC社）は、チタン鉱床を有するSelishchansky鉱区（ジトームィル州）の地質調査及び試験

開発の特別ライセンスを取得する権利を得た。ウクライナ国家地質地下資源局は2021年8月5日、UMCC

社を落札者に決定した当該特別ライセンスのオンライン競売の記録に署名した。 

UMCC社は、有効期間5年の特別ライセンスに50mUAHを支払う。この特別ライセンスの取得により、UMCC

社の原料基盤は拡大し、民営化オークションでの同社の価格にプラスの影響を及ぼすことになる。   

Selishchansky鉱区の地質調査・開発特別ライセンスのオンライン競売は2021年4月に実施され、よ

り高い入札額（50.1mUAH）を提示したMezhdurechensk採鉱選鉱コンビナート（Dmitry Firtash氏のGroup 

DFのチタン事業部門傘下）が落札したが、同社の特別ライセンス取得権が剥奪されたことにより、次点

の入札者であるUMCC社に権利が移った。この特別ライセンス取得権の剥奪は、Mezhdurechensk採鉱選

鉱コンビナートがウクライナにおけるテロに資金を提供しているとのウクライナ保安庁、国家警察、

国家金融監督局からの情報に基づき、国家地質地下資源局が行った。 

UMCC社は、2017年からウクライナ政府による民営化対象企業リストに登録されている。同社の民営

化については、これまで何度も延期されてきたが、2021年6月、ウクライナ国有財産基金が、2021年8月

31日に同社の株式売却に関する入札を行うことを公表した。その後、本入札は同年10月29日に一旦延

期され、更に12月20日に延期となり同日入札が実施されたものの、法的要件を満たす応札者が1者のみ

であったため不落に終わった。次回入札日は未定である。 

なお入札は、ウクライナ政府、関連企業、監督機関の代表から構成される入札委員会により作成され

る民営化条件について、ウクライナ政府が承認を行った後に実施される。 

 

(2)Avellana Gold社（キプロス登記） 

2020年、Avellana Gold社（キプロス登記）により、ザカルパッチャ州 Muzhievo鉱床にあるウクラ

イナ唯一の金鉱山の操業が 15年ぶりに再開された。 

同鉱床では既に選鉱プラントが稼働しており、まず過去の金採掘で残った鉱石を処理することにな

る。年間 50 万ｔの鉱石処理と 250mUAH（約 8.8mUS$）以上の納税が見込まれている。鉱山が最後に本

格操業したのは 2005年で、その後破産により操業を停止した。 
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Muzhievo鉱床の確認埋蔵量は金 55ｔ、亜鉛 1百万ｔである。 

 

（2021年12月24日 モスクワ事務所 小松 弘希） 
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