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2020 年（ 評審 ）業 務通達 第 104 号

【出融資及び債務保証採択審査基準（金属鉱物）】
Ⅰ． 本審 査基 準は、 独立 行政 法人 石油天 然ガ ス・金 属鉱 物資 源機構 （以 下「 機構 」と
いう。）が 行う金 属鉱 物資 源の 探鉱・開 発に係 る 貸付 、出 資、債務 保証 につ いて 、採
択審査 業務 を適 正かつ 円滑 に運 営す るとと もに 、 我が 国へ の金 属鉱物 資源 の安 定供
給を戦 略的 かつ 効率的 に実 施す る観 点から 、機 構業務 方法 書 、 金属鉱 物海 外探 鉱資
金貸付 細則 、金 属鉱物 探鉱 資金 出資 細則、 金属 採掘等 資金 及び 金属権 利譲 受け 資金
出資細 則、 及び 金属鉱 物海 外開 発資 金債務 保証 細則 に 基づ き定 めるも ので ある 。

Ⅱ． 貸付 、出 資、債 務保 証の 採択 審査に 当た っては 、別 表に 基づき 、総 合的 に審 査を
行うも のと する 。
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別表
【海外探鉱資金貸付】
審 査 事 項

審

査

基

準

等

1. 技 術的審 査事 項

(1)対 象地域 の有 望性

① 地 質学的 背景 や周 辺の 稼行鉱 山・鉱床 との 地質及 び地
質構造 上の 関係 性 から 、経 済性 のあ る鉱 床が賦 存する
可能性 のあ る地 域と評 価さ れる こと 。
② 鉱 区内に は、既 往調 査に よって 鉱徴 や 変 質 帯、物理 化
学的な 示徴（地 化学異 常、重力 異常・磁 気異常 等の物
理探査 異常）の存 在が確 認さ れて いる こと、又 は鉱床
母岩と なる 地層 が存在 する 、若 しく は存 在が推 定され
ている こと 。
③ 既 に鉱床 の存 在が 明ら かにな って いる 場合 は、今後の
調査に より 、開 発ス テージ へ発 展す る可 能性が あると
評価さ れる こと 。

(2)資 源量

Preliminary Economic Assessment（以 下「PEA」という。)、
又は同等のステージ以降の事業の場合、以下を満たすこ
と。
① 資 源量は 、国 際基 準に 準拠し て算 出さ れて いるこ と、
又は鉱床の特徴に応じた適正な鉱量計算がなされて
いると 判断 され ること 。
② 探 鉱デー タの 品質 に問 題がな いこ と。
③ 探 鉱デー タに 基づ き、地質 モデル 及び 鉱床 の特徴 に応
じたブ ロッ クモ デル等 が構 築さ れ、資源 量が適 切に算
出され てい ると 評価さ れる こと 。
④ 探 鉱によ り資 源量 の拡 大を見 込む 場合 、拡 大部分 の 資
源量は既往探鉱結果等から合理的に説明可能なもの
である こと 、及 び探鉱 計画 と整 合性 がある こと 。
⑤ 埋 蔵量が 計上 され てい る場合 、想 定さ れる 採掘方 法、
選鉱方 法、コ スト、鉱石品 位等 を踏 まえ たもの である
こと。

(3)探 鉱計画 等

① 周 辺鉱床 や地 質構 造等 に基づ き、適格 な鉱 床モデ ルが
構築さ れて いる こと 。
② 開 発に至 るま での 長期 的な見 通し（ スケ ジ ュール、予
算規模 等を 含む）が あり、妥当 なも のと 認めら れるこ
と。
③ 対 象年度 の探 鉱計 画、探鉱 予算は 妥当 なも のであ るこ
と。

2

④ PEA 又 は同 等のス テー ジ以 降の 事 業の 場合 、生産 計画
は 、 (2)⑤ の 埋 蔵 量 又 は 採 掘 可 能 と 想 定 さ れ る 鉱 石 量
と整合 性が ある こと。
(4)個 別技術

① 採掘方法、選鉱方法等の個別技術が示されている場
合、対 象と する 鉱床タ イプ 、鉱 石タ イプ（ 鉱物 組成 、
物性 、粒 径 、脈 石の状 況等 ） に対 して実 績の あ る方法
である こと 。新規技 術等 の採 用が 計画さ れて い る場合
は、その 技術 的優位 性や 実現 可能 性 に根 拠が あ ると判
断され るこ と。

(5)開 発費、 操業 費

① PEA 又 は同 等のス テー ジ以 降の 事 業の 場合 、開発 費、
操業費 等が 、同種の 鉱床 タイ プや 周辺地 域の 実 績と照
らして 適切 に見 積もら れて いる と判 断され るこ と。

(6)自 然環境 ・社 会環 境・
立地条 件

① 対象地 域の 自然 環境・ 社会 環境 ・立 地条件 に お いて、
将来の開発・操業の障害となる事象が存在しないこ
と。障害 とな る事象 が存 在す る場 合は 、有 効と 認めら
れる対 処策 が示 されて いる こと 。

2. 経 済的審 査事 項

(1)事 業の経 済性

① PEA 又 は同 等のス テー ジ以 降の 事 業の 場合 、技術 的審
査にお いて 妥当 と評価 され た探 鉱費、開発費、生産量
及び操 業費 等の 見通し を前 提に、金属 価格・為 替レー
ト等について一定の条件を置いたとき、事業の
IRR(Internal Rate of Retu rn：内部 収益 率)に 基づき 、
一定程 度の 経済 性があ ると 見込 まれ ること 。

(2)生 産物販 売先

① 開 発に至 った 場合 の生 産物販 売先 につ いて 、検 討がな
されて いる こと 。

3. 事 業実施 関連 審査 事項

(1)貸 付先等 の保 有す る権
利

① 貸 付先又 はそ の関 係会 社（以 下「 貸付 先等 」とい う。）
は、探 鉱計 画の 策定 など重 要事 項に 関す る 意思 決定に
関与で きる こと 。
② 貸 付先は 、生 産物 の全 部又は 一部 につ いて 、 引取 権、
販売権 等を 有す る こと 、又 は取 得す る見 込みが あると
判断さ れる こと 。

(2)日 本への 持ち 込み

① 対 象事業 の生 産物 に関 して 、我が 国の 安定 供給に 危機
が生じ た場 合は、貸付先 等が 引取 権、販 売権等 を有す
る生産物を日本に持込むことが可能であると見込ま
れるこ と。
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(3)事 業管理 能力 及び 事業
遂行能 力

① 貸 付先等 は 、十分 な事 業管 理能力 を有 して いる と 認め
られる こと 。
② 事 業実施 者は 、在 籍す る人 材及び 同種 の事 業の実 績等
から、十分 な事 業遂 行能力 及び 管理 能力 がある と認め
られる こと 。
（事業 実施 者は 、対 象事 業を 実質 的に管 理・運 営する 法
人であ り、貸付 先等 又は貸 付先 等が 指定 する法 人 をい
う。）

(4)投 資環境

① 対 象国の 投資 環境 につ いて 、事業 実施 に特 段の障 害が
ないと 見込 まれ ること 。

4. 財 務的審 査事 項
(1)企 業財務
（償還 確実 性）
(2)担 保評価

① 貸 付先又 は連 帯保 証人 の経営 状況 に基 づき 、貸 付金の
償還確 実性 が十 分であ る と 判断 され ること 。
① 担 保（担保 留保 物件 及び 登記留 保物 件を 含 む）又は 金
属鉱物 探鉱 資金 出資及 び海 外探 鉱資 金貸付 け・海外開
発資金債務保証業務要領に定める「担保提供可能物
件」の 評価 額が 、貸付 金額 に対 して 十分で ある こと、
及び換 金可 能性 が十分 であ るこ と。

5. 政 策的審 査事 項

(1)政 策的意 義

①国の金属資源確保の方針及び別に定める要素を考慮
し、総 合的 に判 断する 。

【探鉱資金出資】
審 査 事 項

審

査

基

準

等

1. 技 術的審 査事 項
(1)対 象地域 の有 望性

① 地 質学的 背景 や周 辺の 稼行鉱 山・鉱床 との 地質及 び地
質構造 上の 関係 性 から 、経 済性 のあ る鉱 床が賦 存する
可能性 のあ る地 域と評 価さ れる こと 。
② 鉱 区内に は、既 往調 査に よって 鉱徴 や変 質 帯、物理 化
学的な 示徴（地 化学異 常、重力 異常・磁 気異常 等の物
理探査 異常）の存 在が確 認さ れて いる こと 、又 は鉱床
母岩と なる 地層 が存在 する 、若 しく は存 在が推 定され
ている こと 。
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③ 既 に鉱床 の存 在が 明ら かにな って いる 場合 は、今後の
調査に より 、開 発ス テージ へ発 展す る可 能性が あると
評価さ れる こと 。
(2)資 源量

① 資 源量は 、国 際基 準に 準拠し て算 出さ れて いるこ と、
又は鉱床の特徴に応じた適正な鉱量計算がなされて
いると 判断 され ること 。
② 探 鉱デー タの 品質 に問 題がな いこ と。
③ 探 鉱デー タに 基づ き、地質 モデル 及び 鉱床 の特徴 に応
じたブ ロッ クモ デル等 が構 築さ れ、資源 量が適 切に算
出され てい ると 評価さ れる こと 。
④ 探 鉱によ り資 源量 の拡 大を見 込む 場合 、拡 大部分 の 資
源量は既往探鉱結果等から合理的に説明可能なもの
である こと 、及 び探鉱 計画 と整 合性 がある こと 。
⑤ 埋 蔵量が 計上 され てい る場合 、想 定さ れる 採掘方 法、
選鉱方 法、コ スト、鉱石品 位等 を踏 まえ たもの である
こと。

(3)探 鉱計画 等

① 周 辺鉱床 や地 質構 造等 に基づ き、適格 な鉱 床モデ ルが
構築さ れて いる こと。
② 開 発に至 るま での 長期 的な見 通し（ スケ ジ ュール、予
算規模 等を 含む）が あり、妥当 なも のと 認めら れるこ
と。
③ 生 産 計 画 は 、 (2)⑤ の 埋 蔵 量 又 は 採 掘 可 能 と 想 定 さ れ
る鉱石 量と 整合 性があ るこ と。

(4)個 別技術

① 採 掘方法、選鉱 方法 等の 個別技 術 は、対象 とする 鉱床
タイプ 、鉱 石タ イプ（鉱 物組 成、物性 、粒 径、脈石の
状況等）に対 して 実績の ある 方法 であ ること。新規技
術等の 採用 が計 画され てい る場 合は 、そ の技術 的優位
性や実 現可 能性 に根拠 があ ると 判断 される こと 。
② 海 洋鉱物 資源 を対 象と する場 合、計画 され ている 採鉱
技術、揚鉱 技術 は、試験結 果等 に基 づき 、適格 性が高
い方法 であ ると 判断さ れる こと 。

(5)開 発費、 操業 費

① 開 発費、操 業費 は、同 種の 鉱床タ イプ や周 辺地域 の実
績と照 らし て、 適切に 見積 もら れて いるこ と 。

(6)自 然環境 ・社 会環 境・
立地条 件

① 対 象地域 の自 然環 境・ 社会環 境・ 立地 条件 に おい て、
将来の開発・操業の障害となる事象が存在しないこ
と。障害 とな る事 象が存 在す る場 合は、有効と 認めら
れる対 処策 が示 されて いる こと 。

2. 経 済的審 査事 項

(1)事 業の経 済性

① 技術的審査において妥当と評価された探鉱費、開発
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費、生 産量 及び 操業費 の見 通し を前 提に、 金属 価格、
為替レ ート 等に ついて 一定 の条 件を 置いた とき 、事業
の IRR が原 則と して 10%程 度以 上であ るこ と 。
② 生 産計画 、開 発・操業 費、金属価 格及 び為 替レー トの
各要素 につ いて 感度分 析を 行い 、投 下資 本の回 収が相
当程度 確実 と判 断され るこ と。
(2)機 構出資 の経 済性

① 「 事業 の経済 性 」と 同 一の 条件 を置 いたと き、機構出
資の IRR が 原則 とし て 10％ 程度 以上 であ るこ と。
② 生 産計画 、開 発・操業 費、金属価 格及 び為 替レー トの
各要素 につ いて 感度分 析を 行い 、投 下資 本の回 収が相
当程度 確実 と判 断され るこ と。

(3)生 産物販 売先

① 開発に至った場合の生産物販売先について検討がな
されて いる こと 。

3. 事 業実施 関連 審査 事項

(1)出 資先等 の保 有す る権
利

① 出 資先は 、事業計 画の 策定 など重 要事 項に 関する 意思
決定に 関与 でき ること 。
② 出 資先又 はそ の関 係会 社（ 主に共 同出 資者 のこと を指
し、以下「 出資 先等 」と いう。）は 、原 則と して 、権 利
保有比 率に 応じ た生産 物の 引取 権、販売 権等を 有する
こと、 又は 将来 確実に 取得 でき ると 判断さ れる こと。
③ 契 約等に おい て、事業 から の途中 段階 での 撤退や 権益
譲渡等 の権 利が 過度に 制限 され てい ないこ と。

(2)日 本への 持ち 込み

① 対 象事業 の生 産物 に関 して 、我が 国の 安定 供給に 危機
が生じ た場 合は、出資先 等が 引取 権、販 売権等 を有す
る生産物を日本に持込むことが可能であると見込ま
れるこ と。

(3)事 業管理 能力 及び 事業
遂行能 力

① 出 資先等 は 、十分 な事 業管 理能力 を有 して いる と 認め
られる こと 。
② 事 業実施 者は 、在 籍す る人 材及び 同種 の事 業の実 績等
から、十分 な事 業遂 行能力 及び 管理 能力 がある と認め
られる こと 。
（事 業実 施者 は、対 象事 業を 実質 的に管 理・運営す る法
人であり、対象事業に権益を保有する主要な外国法
人、出資 先等 又は 出資先 等が 直接、間接 にかか わらず
出資す る外 国法 人をい う。）

(4)経 営状況 等

① 出資先等及び事業実施者は、事業実施に必要な資金
力、資 金調 達能 力を有 して いる こと 。
② 事 業実施 者の 経営 者（ 又は経 営陣 ）は 、対 象事業 を適
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切に管 理で きる と認め られ るこ と。
③ 事 業実施 者の 労務 面、法務面 、税 務面 に お いて、対象
事業の 遂行 に支 障とな る事 象が ない こと。
(5)投 資環境

① 対 象国の 投資 環境 につ いて 、事業 実施 に特 段の障 害が
ないと 見込 まれ ること 。

4. 政 策的審 査事 項

(1)政 策的意 義

①国の金属資源確保の方針及び別に定める要素を考慮
し、総 合的 に判 断する 。

【金属採掘等資金出資】
審 査 事 項

審

査

基

準

等

1.技術 的審 査事 項
(1)資 源量・ 埋蔵 量

（資源 量）
① 資 源量は 、国 際基 準に 準拠し て算 出さ れて いるこ と、
又は国際基準と同等レベルの信頼性があると評価さ
れるこ と。
② 探 鉱デー タの 品質 に問 題がな いこ と。
③ 探 鉱デー タに 基づ き、地質 モデル 及び 鉱床 の特徴 に応
じたブ ロッ クモ デル等 が構 築さ れ、資源 量が適 切に算
出され てい ると 評価さ れる こと 。
（埋蔵 量）
① 埋 蔵量は 、国 際基 準に 準拠し て算 出さ れて いるこ と、
又は国際基準と同等レベルの信頼性があると 評価さ
れるこ と。
② 採 掘方法 、選 鉱方 法、コス ト、鉱 石品 位等 を踏ま えて
適切に 算出 され ている と評 価さ れる こと。

(2)原 料鉱石 等

① 選 鉱、製 錬及 びこ れら に附属 する 事業（以 下「採 掘を
伴わな い事 業」という 。）が 対象 の場 合、原料鉱 石等の
品質（ 品位 、物 性、粒 度分 布、 不純 物含有 量等 ）が、
プラン トへ の供 給にお いて 問題 がな いこと 。
② 原 料鉱石 等の 調達 計画 量は 、生産 計画 と整 合性が あ る
こと。な お、鉱 山に 併設さ れた 製錬 所等 で原料 鉱石等
の調達 先が 明確 な場合 は、生産 計画 は当 該鉱山 の埋蔵
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量と整 合性 があ ること 。
(3)個 別技術

① 採 掘方法、選鉱 方法 等の 個別技 術は、対象 とする 鉱床
タイプ 、鉱 石タ イプ（鉱 物組 成、物性 、粒 径、脈石の
状況等）に対 して 実績の ある 方法 で あ ること。新規技
術等の 採用 が計 画され てい る場 合は 、試 験結果 等に基
づき、 適格 性が 高い方 法で ある と判 断され るこ と。

(4)開 発・生 産計 画

① 開 発計画（採 掘方法 、採 掘計画 、プ ラント 設計、堆 積
場の設 計、開発 工程等 ）は 、鉱 床の 特徴 や周辺 インフ
ラ、地 形、気 候（高 地、熱 帯、寒 冷地、乾燥 地 等）等
が考慮 され てい ること 。
② 生 産計画 は、埋 蔵量 や採 掘能力、プラ ント の実収 率及
び生産 能力 が考 慮され てい るこ と。
③ 堆 積場（ ズリ、選鉱 廃滓 、鉱滓 等）や 廃水 処理設 備等
の処理 設備 は、適 格な設 計が なさ れて おり、か つ十分
な容量 があ るこ と。

(5)開 発・生 産体 制

① 事 業を円 滑に 実施 する ために 必要 な開 発・生産体 制が
構築さ れて いる こと。
② 適 切な方 法に よっ て、十分 な実績 と技 術を 有する コン
トラク ター が選 定され てい るこ と、又は 選定さ れる見
込みで ある こと 。
③ 初 期不良 等の トラ ブル に対し て、コン トラ クター との
契約を含めて適切に対応できる体制になっているこ
と。

(6)開 発費、 操業 費

① 開 発費、操業 費は 、開 発計 画、生 産計 画と 整合性 があ
ること 。
② 開 発費、操 業費 は、立 地環 境等を 考慮 して 適切に 見積
もられ てい るこ と。

(7)自 然環境 ・社 会環 境・
立地条 件

① 対 象地域 の自 然環 境・ 社会環 境・ 立地 条件 に おい て、
開発・操 業の 障害 となる 事象 が存 在し ない こ と 。障害
となる 事象 が存 在する 場合 は、有効 と認 められ る対処
策が示 され てい る こと 。

2. 経 済的審 査事 項

(1)資 金計画

① 開 発計画 に則 した 資金 調達が 計画 され てい ること 。
② 借 入をし てい る、又 は借 入を予 定し てい る 場合、そ の
返済計 画は 、生 産計 画に基 づく 資金 収支 見込み と整合
性があ るこ と。

(2)借 入金返 済の 確実 性

① 開 発資金 の調 達の 一部 を借入 で行 って いる 、又 は借 入
で行う 予定 の場 合、生 産計 画、開発・操 業費 、金属価
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格及び 為替 レー トの各 要素 につ いて 感度分 析を 行い 、
想定される変動の範囲で事業環境に不利な 条件にお
いても 、原 則と して事 業期 間に おけ る Debt Coverage
Ratio（DCR）が １を超 える こと
DCR＝（元 利返 済に 充当 可能な 原資 の現 在価 値）／（借
入金合 計額 ）
(3)事 業の経 済性

① 技 術的審 査に おい て算 定され た 開 発費 、生 産量及 び操
業費の 見通 しを 前提に 、金 属価 格、為替 レー ト 等につ
いて一 定の 条件 を 置い たと き 、事業 の IRR が 以 下のと
おりで ある こと 。
採掘を 伴う 事業 ：原則 とし て 7.5%程 度以 上
採掘 を伴 わな い事業 ：原 則と して 6%程 度以 上
② 生 産計画 、開 発・操業 費、金属価 格及 び為 替レー トの
各要素 につ いて 感度分 析を 行い 、投 下資 本の 回 収が相
当程度 確実 と判 断され るこ と。

(4)機 構出資 の経 済性

① 「 事業 の経済 性 」と同 一の 条件 を置 いたと き、機構出
資の IRR が 以下 のとお りで ある こと 。
採掘を 行う 事業 ：原則 とし て 7.5%程 度以 上
採掘 を行 わな い事業 ：原 則と して 6%程 度以 上
② 生 産計画 、開 発・操業 費、金属価 格及 び為 替レー トの
各要素 につ いて 感度分 析を 行い 、投 下資 本の回 収が相
当程度 確実 と判 断され るこ と。

(5)生 産物販 売先

①

生産 物販 売契約 が締 結さ れてい るな ど生 産物販 売先
が確保 され てい るか 、又は 確保 され る見 込みが あるこ
と。

3. 事 業実施 関連 事項

(1)鉱 石等供 給契 約

① 採 掘を行 わな い事 業が 対象の 場合 、鉱 石等 供給契 約を
締結し てい る、又 は締結 する 見込 みで あるな ど 、原料
鉱石等 の確 保が 相当程 度確 実で ある こと。

(2)出 資先等 の保 有す る権
利

① 出 資先は、権益 保有 比率 に応じ て、事 業計 画の策 定な
ど重要 事項 に関 する意 思決 定に 関与 できる こと 。
② 出 資先又 はそ の関 係会 社（ 主に共 同出 資者 のこと を指
し、以下「 出資 先等 」と いう。）は 、原 則と して 、権 利
保有比 率に 応じ た生産 物の 引取 権、販売 権等を 有する
9

こと。
③ 契 約等に おい て、事業 から の途中 段階 での 撤退や 権益
譲渡等 の権 利が 過度に 制限 され てい ないこ と。
(3)日 本への 持ち 込み

① 対 象事業 の生 産物 に関 して 、我が 国の 安定 供給に 危機
が生じ た場 合は、出資先 等が 引取 権、販 売権等 を有す
る生産物を日本に持込むことが可能であると見込ま
れるこ と。

(4)生 産開始 時期

① 当 該事業 から の生 産開 始が 、機構 出資 後 5 年以内 と見
込まれ るこ と。

(5)事 業管理 能力 及び 事業
遂行能 力

① 出 資先等 は 、十分 な事 業管 理能力 を有 して いると 認め
られる こと 。
② 事 業実施 者は 、在 籍す る人 材及び 同種 の事 業の実 績等
から、十分 な事 業遂 行能力 及び 管理 能力 がある と認め
られる こと 。
（事 業実 施者 は、対 象事 業を 実質 的に管 理・運営す る法
人であり、対象事業に権益を保有する主要な外国法
人、出資 先等 又は 出資先 等が 直接、間接 にかか わらず
出資す る外 国法 人をい う。）

(6)経 営状況 等

① 出 資先等 及び 事業 実施 者は 、事業 実施 に必 要な資 金力
を有し てい るこ と。
② 事 業実施 者の 経営 者（ 又は経 営陣 ）は 、対 象事業 を適
切に管 理で きる と認め られ るこ と。
③ 事 業実施 者の 労務 面、法務面 、税 務面 に お いて、事業
の遂行 に支 障と なる事 象が ない こと 。

(7)投 資環境

① 対 象国の 投資 環境 につ いて 、事業 実施 に特 段の障 害が
ないと 見込 まれ ること 。

4. 政 策的審 査事 項

(1)政 策的意 義

①国の金属資源確保の方針及び別に定める要素を考慮
し、総 合的 に判 断する 。

【金属権利譲受け資金出資】
審 査 事 項

審

1. 技 術的審 査事 項
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査

基

準

等

(1)資 源量・ 埋蔵 量

（資源 量）
① 資 源量は 、国 際基 準に 準拠 し て算 出さ れて いるこ と、
又は国際基準と同等レベルの信頼性があると 評価さ
れるこ と。
② 探 鉱デー タの 品質 に問 題がな いこ と。
③ 探 鉱デー タに 基づ き、地質 モデル 及び 鉱床 の特徴 に応
じたブ ロッ クモ デル等 が構 築さ れ、資源 量が適 切に算
出され てい ると 評価さ れる こと 。
（埋蔵 量）
① 埋 蔵量は 、国 際基 準に 準拠し て算 出さ れて いるこ と、
又は国際基準と同等レベルの信頼性があると 評価さ
れるこ と。
② 採 掘方法 、選 鉱方 法、コス ト、鉱 石品 位等 を踏ま えて
適切に 算出 され ている と評 価 さ れる こと。

(2)原 料鉱石 等

①採掘を伴わない事業が対象の場合、原料鉱石等の品質
（品位 、物 性 、粒度 分布 、不 純物 含有 量等 ）が 、プ ラ
ントへ の供 給に おいて 問題 がな いこ と。
② 原 料鉱石 等の 調達 計画 量は 、生産 計画 と整 合性が ある
こと。な お、鉱 山に 併設さ れた 製錬 所等 で 原料 鉱石等
の調達 先が 明確 な場合 は、生産 計画 は当 該鉱山 の埋蔵
量と整 合性 があ ること 。

(3)個 別技術

（開発 事業 ）
① 採 掘方法、選鉱 方法 等の 個別技 術は、対象 とする 鉱床
タイプ 、鉱 石タ イプ（鉱 物組 成、物性 、粒 径、脈石の
状況等）に対 して 実績の ある 方法 であ ること。新規技
術等の 採用 が計 画され てい る場 合は 、試 験結果 等に基
づき、 適格 性が 高い方 法で ある と判 断され るこ と。
（生産 事業 ）
① 操 業又は 操業 立ち 上げ におい て、生産 計画 に重大 な影
響を与 える 等の 技術上 の問 題が 発生 してい ない こと。
問題が 発生 して いる場 合は 、適 切な 対処 策が示 されて
いるこ と。

(4)開 発・生 産計 画

（開発 事業 ）
① 開 発計画（採 掘方法 、採 掘計画 、プ ラント 設計、堆積
場の設 計、開発 工程等 ）は 、鉱 床の 特徴 や周辺 インフ
ラ、地 形、気 候（高 地、熱 帯、寒 冷地、乾燥 地 等）等
が考慮 され てい ること 。
② 生 産計画 は、埋 蔵量 や採 掘能力、プラ ント の実収 率及
び生産 能力 が考 慮され てい るこ と。
③ 堆 積場（ ズリ、選鉱 廃滓、鉱滓 等）や 廃水 処理設 備等
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の処理 設備 は、適 格な設 計が なさ れて おり、か つ十分
な容量 があ るこ と。
（生産 事業 ）
① 生 産計画 は、埋 蔵量 や採 掘能力、プラ ント の 実収 率及
び生産 能力 が考 慮され てい るこ と。
② 堆 積場（ ズリ、選鉱 廃滓、鉱滓 等）や 廃水 処理設 備等
の処理 設備 は、適 格な設 計が なさ れて おり、か つ十分
な容量 があ るこ と。
(5)開 発・生 産体 制

① 事 業を円 滑に 実施 する ために 必要 な開 発・生産体 制が
構築さ れて いる こと。
② 適 切な方 法に よっ て、十分 な実績 と技 術を 有する コン
トラク ター が選 定され てい るこ と、又は 選定さ れる見
込みで ある こと 。
③ 初 期不良 等の トラ ブル に対し て、コン トラ クター との
契約を含めて適切に対応できる体制になっているこ
と。

(6)開 発費、 操業 費

① 開 発費、操業 費は 、開 発計 画、生 産計 画と 整合性 があ
ること 。
② 開 発費、操 業費 は、立 地環 境等を 考慮 して 適切に 見積
もられ てい るこ と。

(7)自 然環境 ・社 会環 境・
立地条 件

① 対 象地域 の自 然環 境・ 社会環 境・ 立地 条件 に おい て、
開発・操 業の 障害 となる 事象 が存 在し ない こ と 。障害
となる 事象 が存 在する 場合 は、有効 と認 められ る対処
策が示 され てい る こと 。

2. 経 済的審 査事 項

(1)資 金計画

① 対 象事業 の権 利譲 受け におい て、出資 先の 資金計 画が
妥当な もの であ ること 。

(2)借 入金返 済の 確実 性

① 出 資先若 しく は権 利譲 受けの 対象 会社（以 下「買 収対
象 会社 」 と い う。） が 借 入を 行 っ て いる 、 又 は 借 入 を
予定し てい る場 合は、生産 計画 、開 発・操業 費 、金属
価格及び為替レートの各要素 について感度分析を行
い、想定 される 変動 の範 囲で事 業環 境に 不利 な 条件に
おいて も 、原則 とし て事 業 期間 にお ける DCR が １を超
えるこ と
DCR＝（元 利返 済に 充当 可能な 原資 の現 在価 値）／（借
入金合 計額 ）

(3)事 業の経 済性

① 技 術的審 査に おい て算 定され た開 発費 、生 産量及 び操
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業費の 見通 しを 前提に 、金 属価 格、為替 レー ト 等につ
いて一 定の 条件 を 置い たと き 、事業 の IRR が 以 下のと
おりで ある こと を確認 する 。
採掘を 伴う 事業 ：原則 とし て 7.5%程 度以 上
採掘 を伴 わな い事業 ：原 則と して 6%程 度以 上
② 生 産計画 、開 発・操業 費、金属価 格及 び為 替レー トの
各要素 につ いて 感度分 析を 行い 、投 下資 本の 回 収が相
当程度 確実 と判 断され るこ と。
(4)機 構出資 の経 済性

① 「 事業 の経済 性 」と同 一の 条件 を置 いたと き 、機構出
資の IRR が 以下 のとお りで ある こと 。
採掘を 行う 事業 ：原則 とし て 7.5%程 度以 上
採掘 を行 わな い事業 ：原 則と して 6%程 度以 上
② 生 産計画 、開 発・操業 費、金属価 格及 び為 替レー トの
各要素 につ いて 感度分 析を 行い 、投 下資 本の回 収が相
当程度 確実 と判 断され るこ と。

(5)生 産物販 売先

① 生産物販売契約が締結されているなど生産物販売先
が確保 され てい るか 、又は 確保 され る見 込みが あるこ
と。

3. 事 業実施 関連 審査 事項

(1)鉱 石等供 給契 約

① 採 掘を行 わな い事 業が 対象の 場合 、鉱 石等 供給契 約を
締結し てい る、又 は締結 する 見込 みで あるな ど 、原料
鉱石等 の確 保が 相当程 度確 実で ある こと。

(2)出 資先等 の保 有す る権
利

① 出 資先は、権利 保有 比率 に応じ て、事 業計 画の策 定な
ど重要 事項 に関 する意 思決 定に 関与 できる こと 。
② 出 資先又 はそ の関 係会 社（ 主に共 同出 資者 のこと を指
し、以下「 出資 先等 」と いう。）は 、原 則と して 、権 利
保有比 率に 応じ た生産 物の 引取 権、販売 権等を 有する
こと。
③ 契 約等に おい て、事業 から の途中 段階 での 撤退や 権益
譲渡等 の権 利が 過度に 制限 され てい ないこ と。

(3)出 資者等 の経 営方 針

① 出 資者等 の事 業へ の参 画の方 針が 明確 で、事業方 針に
照らし て適 切で あるこ と。
② 出 資者等 が事 業の 経営 権を取 得す る場 合は 、企 業買収
実績を 有し 、買 収後 も適切 な企 業運 営を 実施で きると
見込ま れる こと 。
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(4)日 本への 持ち 込み

① 対 象事業 の生 産物 に関 して 、我が 国の 安定 供給に 危機
が生じ た場 合は、出資先 等が 引取 権、販 売権等 を有す
る生産物を日本に持込むことが可能であると見込ま
れるこ と。

(5)事 業の規 模

① 当 該鉱山 から 我が 国に 供給さ れる 生産 物 は 、原 則とし
て、我が 国の 総輸 入量の 一定 割合（ 希少 金属鉱 物及び
ウラン は 5％ 、そ れ以外 の鉱 種は 1％） 以上で あるこ
と、又 は出 資先 の引取 権が 当該 鉱山 生産量 の 30％以上
である こと 。

(6)生 産開始 時期

① 当 該事業 から の生 産開 始が 、機構 出資 後 5 年以内 と見
込まれ るこ と。

(7)事 業管理 能力 及び 事業

① 出 資先等 は 、十分 な事 業管 理能力 を有 して いると 認め

遂行能 力

られる こと 。
② 事 業実施 者は 、在 籍す る人 材及び 同種 の事 業の実 績等
から、十分 な事 業遂 行能力 及び 管理 能力 がある と認め
られる こと 。
（事 業実 施者 は、対 象事 業を 実質 的に管 理・運営す る法
人であ り、対 象事 業に権 益を 保有 する 外国法 人 、出資
先等又 は出 資先 等が直 接、間接 にか かわ らず出 資する
外国法 人を いう。）

(8)内 部統制

① 事 業実施 者は、業務 のモ ニタリ ング・内部 監査シ ステ
ムなど 適切 な内 部統制 シス テム を有 するこ と。

(9)財 務

① 事 業実施 者の 財務 状況 等に特 段の 問題 がな いこと 。偶
発債務 等の 有無 につい て確 認が なさ れてい るこ と。
② 事 業実施 者は 監査 報告 、又 はそれ に代 替す るもの を有
するこ と。

(10)経 営状 況等

① 出 資先等 及び 事業 実施 者は 、事業 実施 に必 要な資 金力
を有し てい るこ と。
② 事 業実施 者の 経営 者（ 又は経 営陣 ）は 、対 象事業 を適
切に管 理で きる と認め られ るこ と。
③ 事 業実施 者の 労務 面、法務面 、税 務面 にお いて、事業
の遂行 に支 障と なる事 象が ない こと 。

(11)投 資環 境

① 対 象国の 投資 環境 につ いて 、事業 実施 に特 段の障 害が
ないと 見込 まれ ること 。

4. 政 策的審 査事 項

(1)政 策的意 義

①国の金属資源確保の方針及び別に定める要素を考慮
し、総 合的 に判 断する 。
14

【海外 開発資金 債務保証】
審 査 事 項

審

査

基

準

等

1. 技 術的審 査事 項

(1)資 源量・ 埋蔵 量

（資源 量）
① 資 源量は 、国 際基 準に 準拠し て算 出さ れて いるこ と、
又は国際基準と同等レベルの信頼性があると評価さ
れるこ と。
② 探 鉱デー タの 品質 に問 題がな いこ と。
③ 探 鉱デー タに 基づ き、地質 モデル 及び 鉱床 の特徴 に応
じたブ ロッ クモ デル等 が構 築さ れ、資源 量が適 切に算
出され てい ると 評価さ れる こと 。
（埋蔵 量）
① 埋 蔵量は 、国 際基 準に 準拠し て算 出さ れて いるこ と、
又は国際基準と同等レベルの信頼性があると 評価さ
れるこ と。
② 採 掘方法 、選 鉱方 法、コス ト、鉱 石品 位等 を踏ま えて
適切に 算出 され ている と評 価さ れる こと。

(2)原 料鉱石 等

① 採 掘を伴 わな い事 業が 対象の 場合 、原 料鉱 石等の 品質
（品位 、物 性 、粒度 分布 、不 純物 含有 量等 ）が 、プ ラ
ントへ の供 給に おいて 問題 がな いこ と。
② 原 料鉱石 等の 調達 計画 量は 、生産 計画 と整 合性が ある
こと。な お、鉱 山に 併設さ れた 製錬 所等 で 原料 鉱石等
の調達 先が 明確 な場合 は、生産 計画 は当 該鉱山 の埋蔵
量と整 合性 があ ること 。

(3)個 別技術

（開発 事業 ）
① 採 掘方法、選鉱 方法 等の 個別技 術は、対象 とする 鉱床
タイプ 、鉱 石タ イプ（鉱 物組 成、物性 、粒 径、脈石の
状況等）に対 して 実績の ある 方法 であ ること。新規技
術等の 採用 が計 画され てい る場 合は 、試 験結果 等に基
づき、 適格 性が 高い方 法で ある と判 断され るこ と。
（生産 事業 ）
① 操 業又は 操業 立ち 上げ におい て、生産 計画 に重大 な影
響を与 える 等の 技術上 の問 題が 発生 してい ない こと。
問題が 発生 して いる場 合は 、適 切な 対処 策が示 されて
いるこ と。
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(4)開 発・生 産計 画

（開発 事業 ）
① 開 発計画（採 掘方法 、採 掘計画 、プ ラント 設計、堆積
場の設 計、開発 工程等 ）は 、鉱 床の 特徴 や周辺 インフ
ラ、地 形、気 候（高 地、熱 帯、寒 冷地、乾燥 地 等）等
が考慮 され てい ること 。
② 生 産計画 は、埋 蔵量 や採 掘能力、プラ ント の実収 率及
び生産 能力 が考 慮され てい るこ と。
③ 堆 積場（ ズリ、選鉱 廃滓、鉱滓 等）や 廃水 処理設 備等
の処理 設備 は、適 格な設 計が なさ れて おり、か つ十分
な容量 があ るこ と。
（生産 事業 ）
① 生 産計画 は、埋 蔵量 や採 掘能力、プラ ント の 実収 率及
び生産 能力 が考 慮され てい るこ と。
② 堆 積場（ ズリ、選鉱 廃滓、鉱滓 等）や 廃水 処理設 備等
の処理 設備 は、適 格な設 計が なさ れて おり、か つ十分
な容量 があ るこ と。

(5)開 発・生 産体 制

① 事 業を円 滑に 実施 する ために 必要 な開 発・生産体 制が
構築さ れて いる こと。
② 適 切な方 法に よっ て、十分 な実績 と技 術を 有する コン
トラク ター が選 定され てい るこ と、又は 選定さ れる見
込みで ある こと 。
③ 初 期不良 等の トラ ブル に対し て、コン トラ クター との
契約を含めて適切に対応できる体制になっているこ
と。

(6)開 発費、 操業 費

① 開 発費、操業 費は 、開 発計 画、生 産計 画と 整合性 があ
ること 。
② 開 発費、操 業費 は、立 地環 境等を 考慮 して 適切に 見積
もられ てい るこ と。

(7)自 然環境 ・社 会環 境・
立地条 件

① 対 象地域 の自 然環 境・ 社会環 境・ 立地 条件 に おい て、
開発・操 業の 障害 となる 事象 が存 在し ない こ と 。障害
となる 事象 が存 在する 場合 は、有効 と認 められ る対処
策が示 され てい る こと 。

2. 経 済的審 査事 項

(1)資 金計画

① 保 証委託 者の 借入 予定 額は 、開発 計画 と整 合性が ある
こと。
② 返 済計画 は 、生産 計画 に基 づく資 金収 支 見 込みと 整合
性があ るこ と

(2)借 入金返 済の 確実 性

技術的 審査 事項 におい て算 定さ れた 開発費 、生 産量及 び
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操業費 の見 通し を 前提 に 、金 属価格 、為替 レー ト等に つ
いて一 定の 条件 をお く こと によ り、保 証対 象債 務の返 済
確実性 を確 認す る。
① 保 証 対 象 債 務の 返 済 期 間 に おけ る DCR が １ を 超え る
こと。
DCR＝（元 利返 済に 充当 可能な 原資 の現 在価値 ）／
（借入 金合 計額 ）
【 注】保 証 委託 者に 機構の 保証対 象債務 以 外の借入 金
があ る場 合、 借入 金の 合 計額 には 当該 借入 金を
含め る。 ただ し、 当該 借 入金 が 保 証対 象債 務に
劣後 する 場合 、借 入金 合 計額 にこ れを 含め ない
ことがで きる ものと する。

② 生 産計画 、開 発・操 業費、金属 価格 及び為 替レー トの
各要素 につ いて 感度分 析を 行い 、想 定さ れて い る変動
幅の範 囲で 事業 環境に 不利 な 条 件に おいて も 、原則と
して事 業期 間に おけ る DCR が１ を超 えるこ と。
(3)生 産物販 売先

① 生 産物の 販売 が可 能と 認めら れる こと 。

3. 事 業実施 関連 事項

(1)鉱 石等供 給契 約

① 採 掘を行 わな い事 業が 対象の 場合 、鉱 石等 供給契 約を
締結し てい る、又 は締結 する 見込 みで あるな ど 、原料
鉱石等 の確 保が 相当程 度確 実で ある こと。

(2)債 務保証 の申 込者 等の
保有す る権 利

① 債 務保証 の申 込者 又は その関 係会 社（以 下「 申込者 等」
という 。）は 、事 業計 画の策 定な ど重 要事 項に関 する意
思決定 に関 与で きるこ と。
② 申 込者等 は 、生 産物 の全部 又は 一部 につ い て、引取 権、
販売権 等を 有す ること 。

(3)日 本への 持ち 込み

① 対 象事業 の生 産物 に関 して 、我が 国の 安定 供給に 危機
が生じ た場 合は、保証委 託者 等が 引取 権、販売 権等を
有する生産物を日本に持込むことが可能であると見
込まれ るこ と。

(4)事 業管理 能力 及び 事業
遂行能 力

① 申 込者等 は 、十分 な事 業管 理能力 を有 して いると 認め
られる こと 。
② 事 業実施 者は 、在 籍す る人 材及び 同種 の事 業の実 績等
から、十分 な事 業遂 行能力 及び 管理 能力 がある と認め
られる こと 。
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（事 業実 施者 は、対 象事 業を 実質 的に管 理・運営す る法
人であ り、対象 事業 に権益 を保 有す る主 要な外 国法人 、
保証委託者等又は保証委託者等が直接、間接にかかわ
らず出 資す る外 国法人 をい う。）
(5)経 営状況 等

① 事 業実施 者並 びに 申込 者等及 び保 証委 託者 等は 、事業
実施に必要な資金力又は資金調達能力を有している
こと。
② 事 業実施 者の 経営 者（ 又は経 営陣 ）は 、対 象事業 を適
切に管 理で きる と認め られ るこ と。
③ 事 業実施 者の 労務 面、法務面 、税 務面 に お いて、事業
の遂行 に支 障と なる事 象が ない こと 。

(6)投 資環境

① 対 象国の 投資 環境 につ いて 、事業 実施 に特 段の障 害が
ないと 見込 まれ ること 。

4. 政 策的審 査事 項

(1)政 策的意 義

①国の金属資源確保の方針及び別に定める要素を考慮
し、総 合的 に判 断する 。

附

則

この業 務通 達は 、 令和 ２年 １１ 月２ 日から 施行 する。
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