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スウェーデン 
 

主要データ 

国名〔英名〕  スウェーデン王国〔Kingdom of Sweden〕 

面積(km2) 450,295 

海岸線延長(km) 3,218 

人口（百万人） 10.5 

人口密度（人/km2) 23.3 

GDP（十億 US$) 627.44 

一人当り GDP（US$） 57,849.20 

主要鉱産物：鉱石 鉄鉱石、銅、鉛、亜鉛 

主要鉱産物：地金 銅、鉛 

鉱業管轄官庁 スウェーデン鉱業監督庁(Mining Inspectorate of Sweden) 

鉱業関連政府機関 スウェーデン地質研究所(SGU) 

鉱業法 

主要法律： Minerals Act(1991:45、2021 年 2 月改正) 

その他の鉱業に関わる法律：Minerals Ordinance(1992:285)、 

The Act on the Continental Shelf(1966:314)、 

The Certain Peat Deposits Act(1985:620)、The Certain Peat 

Ordinance(1985:626) 

ロイヤルティ 1992 年の鉱業法改正により廃止。 

外資法 1992 年の鉱業法改正により外国資本の活動が自由化。 

環境規制法 （環境影響調査制

度、環境・排出基準の有無等） 

Environmental Code (1998:808) 

Planning and Building Act (2010:900) 

Act concerning the Cultural Heritage Management、 

Kulturminneslagen (1988:950) 

鉱業公社 LKAB 公社(100％政府出資) 

鉱業活動中の民間企業 Boliden、Lundin Mining 等 

 

 

1． 鉱業一般のトピックス 

スウェーデンは、EU 域内最大級の金属供給国であり、鉄鉱石、鉛、亜鉛、銀、銅、金が産出される。

また、近年ではレアアース、グラファイト、ウラン等の探査も進んでいる。スウェーデン地質調査所

（SGU）によると、2021 年の鉱石生産量は 88.6 百万 t（対 2020 年比微増）と過去最高となっている。

国内稼働鉱山数は 1900 年には約 240 であったが、2021 年時点では 12 に減少している。2021 年時点

で、EU の鉄鉱石生産の 93％はスウェーデン産であり、また、EU においてスウェーデンは鉛と亜鉛の生

産量第 1 位、銀の生産量第 2 位となっており、また金と銅の生産量についても最も多い国の 1 つであ

る。2021 年の探鉱費用は 1,230mSEK（スウェーデン・クローナ、対 2020 年比 27％増）であり、2016 年

と比較し 3 倍近くに増加している。探鉱許可数は 2021 年時点で 585 であり、探鉱実施企業が減少して

いる中で、鉄、ベースメタル、金の探鉱が大半であり、バッテリーメタルへの投資は僅かである。2021

年の鉱業の売上高（金属加工を除く）は約 69bSEK とこの 5 年で倍増となっているが、主に金属価格の

高騰等の好調な市況環境によるものである。加 Fraser Institute が発表した「Survey of Mining 

Companies：2021」によると、資源の潜在性及び鉱業政策を考慮したうえで投資環境全般を評価する

Investment Attractiveness Index において、スウェーデンは世界で 17 位（2019 年版では 36 位）と

評価されている。 
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2． 鉱業政策のトピックス 

スウェーデン政府は、生態学的、社会的、文化的側面を考慮した上で、EU 域内における主要鉱業国

としての地位の維持及び強化を目的とし、長期的に持続成長を可能とした鉱物戦略を策定している。

2011 年に、SGU が政府に向けて鉱物探査における国家戦略案を提出したことを機に、2013 年 4 月、政

府は鉱物資源戦略として企業・エネルギー・通信省と SGU が中心となって作成した「スウェーデンの

鉱物資源戦略：国内の全ての地域に成長をもたらすスウェーデンの鉱物資源の持続可能な利用」を発

表した。同戦略では、長期に持続可能な鉱物利用に向け、①環境・文化・他産業と調和した鉱業の実現、

②イノベーションと成長を促進する対話・協力の推進、③競争力強化と成長のための規制枠組みとイ

ンフラの整備、④優れた知的基盤に基づくイノベーティブな鉱業の実現、⑤国際的にも活発で魅力的

な鉱業の実現、の 5 つの分野に注力する方針を打ち出している。 

現行の鉱業法は 1992 年 7月 1 日に施行された「Minerals Act（1991:45）」で、1993 年、1998 年、

1999 年に内容が一部改正されている。2014 年 8 月 1 日には、探鉱会社による土地所有者への操業計画

の情報開示と侵害等があった場合の対応策の情報交換に関する規定、及び公益に対する探鉱事業の監

視及び責任を明確化するための規定が新たに制定された。鉱業監督庁（Mineral Inspectorate）は探査

及び開発の申請に対し承認を行い、地方行政委員会は探査及び開発の申請に係る環境評価に参加する。

探鉱権は 3 年間有効であり、最大 15 年間延長することができ、採掘権（Exploitation concession）

は、25 年間有効である。鉱山会社には通常の法人税 22％が課税されるが、鉱業に特化した追加税は無

い。なお、2021 年 2 月 19 日付けで、2020 年 7 月 1 日時点で有効かつ 2021 年 3月 1 日時点で依然とし

て有効な探鉱権については 1 年の延長を認める改正を行っている。なお、当該条項については、石炭、

石油、及び天然ガスには適用されないこととなっている。  

また、2018 年 8 月 1 日付けで、Minerals Act の鉱業鉱物リストからウランが除外されて以降、探

査・開発の申請にウランは含まれない。8 月 1 日以前に申請し認可された探査及び開発については移行

条項に記載されているように以前の規定が適用される。 

 

 

 

3．その他トピックス 

（1）LKAB 社、北部で欧州最大規模のレアアース鉱床を確認 

・2023 年 1 月 12 日付けのプレスリリースによると、スウェーデン LKAB 社は、スウェーデン Kiruna 地

域において、百万 t 超のレアアース酸化物を確認した。これは欧州では最大規模の鉱床となる。同

社は、より詳細な採掘条件の調査を可能とするため、同地区の Per Geijer 鉱床の開発権の申請を

2023 年中に行う計画である。同社は既存の Kiruna 鉄鉱石鉱山の深度約 700m において、長さ数 km の

ドリフトの準備を開始している。同社の Jan Moström 社長兼グループ CEO は、「鉱床や収益性・持続

可能性をもって採掘を行うための条件の調査には数年が予想される。実際に採掘を開始して市場へ

の原材料供給が可能になるまでには少なくとも 10～15 年を要する」とコメントしている。 

 

（2）Eurobattery Minerals 社、Uppsala 大学と大規模レアアース抽出について新たな共同研究を開始 

・2022 年 12 月 19 日付けのプレスリリースによると、スウェーデン Eurobattery Minerals 社は、

Fetsjön プロジェクトにおけるレアアース採掘に関して Uppsala 大学と新たに研究協力する。両者は

モナズ石鉱物からレアアースを大規模抽出することに焦点を当てた研究イニシアティブに共同出資

する。モナズ石はウランを含有しないため副次的影響なしにレアアースの抽出が可能となるとして

いる。Fetsjön プロジェクトから産出するモナズ石は 30％のレアアースを含むことが 2006～2007 年

の採掘サンプルで証明されているほか、同社は本プロジェクトに加えその近隣に同様の地質ではる
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かに大規模な Rönnberget の探査認可も保持している。 

 

（3）Polester 社及び Cyclic Materials 社、レアアースのリサイクルに関する MOU を締結 

・2022年 12月 15日付けのプレスリリースによると、スウェーデン Polester社及び加 Cyclic Materials

社は、レアアースのクローズドループリサイクル方策の実現に向けた MOU を締結した。本 MOU のも

と、Polester 社の車両に使用するリサイクル磁石を開発するとともに、既存磁石を効率的にリサイ

クルする方策を研究する。 

 

（4）Talga 社、欧州で初めて LIB バッテリーアノードを生産 

・2022 年 2 月 24 日付けのプレスリリースによると、豪 Talga 社は、スウェーデン Luleå の電気自動車

アノード（Electric Vehicle Anode：EVA）認証プラントの試作段階において、欧州で初めてリチウ

ムイオンバッテリー（LIB）アノードを生産したと発表した。このアノードは「Talnode®-C」と呼ば

れ、世界最高水準の低炭素性能を有するとしている。Talnode®-C は計 23 社のバッテリーセルメーカ

ー・自動車メーカーと出荷契約を締結しており、試作段階完了後、次の段階の商業試験が行われる予

定である。試作プラントは 2022 年 3 月下旬に完了し、4 月 1 日に正式にオープンした。商業用の大

規模プラントは 2024 年の建設完了が予定され、年間 19,500t のアノードが供給予定である。 

・2022 年 5 月 27 日付けのプレスリリースによると、豪 Talga 社は、スウェーデンの Vittangi グラフ

ァイトプロジェクトの鉱物資源量が 54％、10 百万 t 以上増加したと発表した。2021 年のボーリング

調査の結果、JORC 規定に準拠する鉱物資源量（予測・概測）は 30.1 百万 t（品位：Cg 24.1％）とな

った。また、2022 年 5 月 31 日付けのプレスリリースによると、同社は、同プロジェクトの Niska 

South 鉱床における最終フェーズのトライアル採掘を 2022 年 6 月上旬から開始すると発表した。25

千 t のグラファイト鉱石を採掘し、同社の Luleå の Electric Vehicle Anode 工場等においてバッテ

リーアノードのサンプル生産等に用いられる。 

 

（5）Northvolt 社、バッテリー生産拡大のため 1.1bUS$を資金調達 

・2022 年 7 月 5 日付けのプレスリリースによると、スウェーデン Northvolt 社は、欧州におけるバッ

テリーセル・カソード材料の生産拡大に向けた資金として、1.1bUS$の転換社債を発行した。米

Goldman Sachs Asset Management 社などの投資家・金融機関に加え、独 Volkswagen Group が資金調

達に参加している。Northvolt 社は 2017 年以降、合計 8bUS$を資金調達しており、2022 年春にはス

ウェーデン北部 Northvolt ETT ギガファクトリーでの商用生産を開始したところであり、現在、同

工場を含めギガファクトリー3 プロジェクトとカソード工場プロジェクトが進行中である。 

・2022 年 7 月 22 日付けのプレスリリースによると、スウェーデン Northvolt 社は、北欧の森林の再生

可能木材を原料としたリグニン系ハードカーボンをアノード材とするバッテリーを開発するため、

フィンランド Stora Enso 社と共同開発協定を締結した。同協定の下、Stora Enso 社は同社のリグニ

ン系負極材 Lignode®を提供し、Northvolt 社がセルの設計、生産プロセスの開発、技術のスケール

アップを推進する。当該協力により、持続可能な原材料の新たなソースを探求、欧州バッテリー・バ

リューチェーンの拡充を図るとともに、より安価なバッテリーケミストリーの実現につなげるとし

ている。 

 

（6）Boliden 社、低炭素亜鉛の販売を開始 

・2022 年 2 月 7 日付けのプレスリリースによると、スウェーデン Boliden 社は、低炭素亜鉛の販売を

開始した。同商品の二酸化炭素排出量は亜鉛 1t あたり 1t 以下である（業界平均は 2.5t）。低炭素亜

鉛は同社の総亜鉛生産量の 18％を占める見込みである。最初の顧客は独 Zinkpower 社及びベルギー

EverZinc 社であり、2022 年 2 月の出荷開始を予定している。並行してリサイクル亜鉛の販売も進め

ているが、鉄鋼生産残渣由来であり、現状のリサイクル技術では、低炭素亜鉛に比べカーボンフット
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プリントが極めて大きくなってしまうのが現状である。 

 

（7）豪 Alicanto Minerals 社、Sala プロジェクトの予測鉱物資源量を公表 

・2022 年 7 月 13 日付けのプレスリリースによると、豪 Alicanto Minerals 社は、スウェーデン Sala

プロジェクトにおける予測鉱物資源量を公表した。同鉱床の予測鉱物資源量は、Zn 4.5％品位換算

で 9.7 百万 t であり、亜鉛 311 千 t、銀 15 百万 oz、鉛 44 千 t を含むとしている。同社は、Sala プ

ロジェクトが、Boliden 社 Garpenberg や Lundin 社 Zinkgruvan 等の同地域の主要鉱山と同質の地質

を有しており、スウェーデンにおける最大の未開発多金属ベースメタル鉱床であると説明している。 

 

 

 

(2023 年 2 月 21 日 ロンドン事務所 横手 広樹） 


