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1. 2004 年非鉄金属一般概況 

南アフリカ共和国は、多くの鉱物資源が賦存

し、金、白金族金属、クロム、マンガンについ

ては世界一の埋蔵量で、それぞれ金は 41%、白

金族金属は 88%、クロムは 72%、マンガンは 80%

のシェアを有する。また、金、白金、クロムの

鉱石生産でも世界一で、金、白金、鉄鉱石、マ

ンガン、フェロクロム、クロム鉱石などの主要

輸出国でもある。鉱業分野は、国全体の雇用の

6.7%、輸出金額の約 30%を担う。南ア GDP に占

める鉱業分野の割合は、1910 年に 28%であった

が 70 年には 10%となり 2003 年時点で 5%まで低

下、国家税収に対する鉱業分野の寄与率も 近

では 10～15%となっている。2003 には、米ドル

に対するランド高の影響を強く受け、一次鉱産

品輸出額は、前年比 20%の減少、2002 年の 1,094

億ランドから 2003 年は 868 億ランドとなった。 

ただし、US ドル建てとした場合、2002 年の 102 

億 US ドルに対し、2003 年の 114 億 US ドルで約

12 %の増と、大幅なプラスに転じることとなる。

このことは、2002 年の平均対ドル為替レート

R10.5165 から 2003 年 R7.5647 といったランド

高の影響を大きく受けた結果として理解できよ

う。 

 

2. 2004 年鉱業政策の主な動き 

（概況） 

新鉱業法は、2002年10月に国会で可決され、

鉱業権登録修正法とともに、2004 年 5 月 1 日に

施行された。（The Minerals and Petroleum 

Resources Development Act, 28 of 2002、The 

Mining Titles Registration Amendment Act 24 

of 2003） 

今回の新鉱業法制定の趣旨は、「歴史的に不利益

を被ってきた南ア人(Historically Disadvantaged 

South Africans: HDSA's)」と法律上称される黒人

への鉱山会社資産（株式）の一部（26%）の移行と

管理部門への参入（40%）、休眠鉱区の開放促進、ロ

イヤルティ制度の導入を主体とする。 

 

（新鉱業法と憲章） 

今回制定された新鉱業法は、鉱山会社の資産

の一部を黒人に移管することを要請しているが、

詳細は規定されていない。 

2002 年 10 月に鉱物エネルギー省、鉱山会議

所、南アフリカ鉱業開発協会、鉱業労働者全国

連合の間で調印された「鉱業界のための幅広い

社会経済的権限移譲憲章（以下「憲章」と略す。）」

の中で鉱山業界は、それにより HDSA への鉱山業

資産の移行について、５年後の目標値 15%、10

年後に 26%を黒人（HDSA）所有とすること、

初の５年間で総額 1,000 億ランド（約 1.6 兆円）

の資金調達ができるよう援助することに同意し

ている。 

憲章の規定をどの程度鉱山会社が達成してい

るかの判断を容易にするためのチェックリスト

としてスコアカードが作成され、2003 年 3 月に

関係者間で合意された。 

 

（鉱業法関連法規の改正状況） 

鉱業法の関連法規で現在審議中ないし検討中

のものとして、ロイヤルティ法案(The Mineral 

and Petroleum Royalty Bill)、付加価値化促進

法案(Promotion of Beneficiation Bill)、移民

法（Immigration Bill）がある。 

ロイヤルティ法案は2003年3月に国会に提出

された。法案では、一部の鉱種で世界的に見て

かなり高いロイヤルティ率であること（金 3%、

白金 4%、ダイヤモンド 8%、ベースメタル 2%）、

鉱産物売上げ全体に課せられることから、鉱業

界にとって受け入れがたく、業界は政府と協議

中である。鉱業界は少なくとも、課税は利益に

対してすべきであると考えている。政府は売上

げへの課税方針に変更はないという報道が 近

されている一方、金の 3%ロイヤルティについて

は削減されるとの見通しも報道されている。な

お、新鉱業法によって地下資源の帰属が地表権

者から国家に移行することになり、ロイヤルテ

ィを徴収する権利が国に発生した。地表権者の

間にこれの補償を求める動きがあるが、正当な

報償額の算定が困難であること、補償には莫大

な金額が必要であることから、政府補償はあり

えないと言われている。 

付加価値化促進法案は鉱産物の付加価値を国

内でより高めることを目的とした法律である。

通産省（DTI）が管轄する法案で、Precious Metal 

Act(旧貴金属法)を包括することになっている。

貴金属鉱業について、現政府は金塊の輸出では



 

120      世界の鉱業の趨勢  2005 

 
 

ア
フ
リ
カ 

南
ア
フ
リ
カ 

満足せず、鉱山会社が宝飾産業に進出すること

を望んでいる。ベースメタル等については、粗

鉱・精鉱としての輸出を抑制し、より付加価値

の高い地金として輸出することを目指している。

南アの総輸出額の 35%は一次鉱産物（Primary 

Minerals ）、 25% が 加 工 済 鉱 物 （ Processed 

Minerals）で合計は 60%に達する。今回の分類

では、金塊、電気銅、鉄鉱石、石炭は Primary

に含まれ、宝飾品や鉄鋼は加工済鉱物に含まれ

る。付加価値化促進法案では、鉱種別に段階に

わけて加工度を示される。たとえば、白金は第

一段階が粗鉱、第二段階が精鉱、第三段階が

99.99%のメタル、第四段階が加工品となる。鉱

種ごとの達成度と目標を鉱業界と政府の間で議

論中である。 

移民法案は鉱業法と直接関連するものではな

いが、鉱業界への影響が大きい。本法案は南ア

の全産業に対し、外国人を雇用した場合はその

給与の 2%を税として収めるというものである。

30%を超える高い失業率対策の一環である。もっ

とも影響を受けるのは金鉱山である。金鉱山で

働く労働者 207,000 人のうち、40～45%がモザン

ビークとレソトからの出稼ぎ熟練工である。本

法案が施行された場合、鉱山はロイヤルティの

他にこの 2%を支払わなければならず、本税の導

入が経営の苦しい金鉱山を閉山に追い込こむ可

能性がある。 

（今後の展望） 

鉱業法は、当初、ロイヤルティ法、鉱業権登

記修正法、付加価値化促進法案とセットで運用

されることが予定されていた。鉱業法は 2002

年に国会で可決され、その他の法案は 2004 年春

の議会で審議・採決を予定していたが、新鉱業

法は鉱業権登記修正法とともに2005年5月に施

行された。一方、同法と同時施行予定であった

ロイヤルティ法は、財務大臣が 2004 年 2 月には

予算に盛り込まれる予定としていたが、鉱物エ

ネルギー省によるこれら新法の同時施行への努

力は機能していなかったこともあり、結果、同

時施行は実現しなかった。 

多くの鉱業関係企業は、草案のロイヤルティ

率が高すぎることに不満を感じており、また、

総収入ではなく利益に賦課する事を望んでいる。

専門家や投資家の間では、プロジェクト実行評

価のためには、鉱物毎の税率や賦課ベース(収入

か利益)等を知る必要があり、導入遅延は投資決

定を不能にするとの指摘もある。 

南アの鉱業は、アパルトヘイト後の南アで黒

人経済強化の先頭となることが期待されている。

その一方、現在のロイヤルティ法案と移民法案

は、南ア鉱業の競争力を損ねるとの強い反発が

あり、南ア政府が 終的にどのような判断を下

すか注目されている。 

 

 

３．主要鉱産物の生産及び消費動向 

 

鉱山生産量 地金生産量 地金消費量 
 単位 

2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 

銅 千ｔ 89.3 85.5 95.2 91.5 79.6 95.7 

鉛 千ｔ 40.3 37.5 53.0 53.0 53.0 53.0 

亜鉛 千ｔ 45.6 32.0 112.0 105.0 86.0 96.0 

ニッケル 千ｔ 40.8 39.9 40.8 39.9 36.0 36.0 

プラチナ ｔ 148.3 160.0 - - - - 

金 ｔ 373.3 342.7 - - - - 

クロム鉱 千ｔ 7,974.0 7,625.2 - - - - 

           資料: World Metal Statistics Year Book 2005、World Metals Statistics April 2005 
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4. 鉱山及び鉱山会社の活動状況 

(1) PGM：白金族金属の生産・開発状況 

全世界的な 2003 年における白金族全体の供

給量は、ロシアからの供給の増加等により前年

比 16.7%の上昇、419.2t となった。需要は、パ

ラジウム需要が 8.9%増加したことにより前年

比 4.3%上昇した。 

2003 年のプラチナ需要は、主に自動車触媒の

需要増により前年比 0.8%上昇し 202.8t となっ

た。自動車触媒の需要は 23.2%増の 99.2t であ

った。ただし、これは前年中に保有していた在

庫が減少したために 2003 年において購入した

ことが大きな要因である。装飾用の需要が

13.5%減の 75.9t であった。2003 年の世界全体

の供給は 9.4%増の 197.2ｔ。着実な南アの生産

拡大及びロシアからの供給による。南アの 2003

年のプラチナ生産量は、前年比 11.6%増、148.3t

を記録した。ロシアからの輸出は 7.1%上昇し、

32.6t、在庫から補完している。ジンバブエの生

産量は、Ngezi 及び Mimoza 鉱山の拡大により約

50%増の 4.4ｔに急増した。また、Johnson 

Matthey 社(英)のレビューによれば、2004 年も

同様の傾向が続き、需要はわずかに増加し、供

給は 5%増となっている。 

パラジウムの2003年の需要は163.6tとなり、

前年比 8.9%増。自動車触媒需要の増（13.4%増

で 107.6t）、電子部品の増（17.8%増で 27.8t）

によるもの。プラチナ同様、前年の在庫減少に

よるものと言える。パラジウムの供給量は

199.7t となり 24.9%の増。ロシアからの供給が

91.8t で 52.8%増となっており、主因は Norilsk 

Nickel 社の鉱山生産が反映されている。南アの

2003 年の供給量は 11.3%増の 70.9t であった。

同じく Johnson Matthey 社によれば、2004 年の

需要は 22%増、供給は 18%増となっており、需要

の伸びは中国の宝飾需要の急増等によるものと

されている。 

生産企業は、Anglo Platinum 社、Implats 社、

Lonmin 社及び Northam 社の 4 大生産者の他

Aquarius 社が 1999 年に Kroondal 鉱山、2002

年に Marikana 鉱山、Messina 社が Voorspoed 鉱

山で 2002 年に生産に加わった。 

建設中の鉱山は、Anglo Platinum社のModikwa

鉱山、Twickenham 鉱山、Implats 社の Marula

鉱山及びAquarius社のEverest South鉱山であ

る。また、大手・中堅企業のプロジェクトとし

て、Anglo Platinum 社 Der Brochen、 Stydrift、

Implats社 Kennedy Vale、Messina社 Doornvlei、

Cluff社Blue Ridge、Harmony Gold社Kalplats、

Linmin社/Anglo Platinum社Pandora及びAvmin

社/Implats 社 Two Rivers 等が企業化調査を実

施。これらのプロジェクトの多くは 2005 年生産

開始を目標にしており、全プロジェクトを合計

すると、PGM3 百万 oz が新たに南アから供給さ

れ、11 百万 oz を超える生産量となる見込みで

ある。 

 

(2) 銅の生産・開発状況 

Rio Tinto 社が 大株主（49.2%）の Palabora 

Mining社(南ア)の Palabora銅鉱山の 2004年の

生産状況は、鉱石生産量 8.6 百万 t（全て坑内

採掘、前年は、坑内採掘 6.0 百万 t、露天採掘

5.5 百万 t）、銅品位 0.74%（前年 0.68%）、銅精

鉱生産は 50.9 千 t（前年 52.4 千 t）、輸入精鉱

やスクラップからの供給も含めた精錬銅の生産

は 82.2 千 t（前年 76.6 千 t）となった。同鉱山

は 2002 年から露天採掘から坑内採掘に移行を

開始しており、ちょうど移行期に当たっており、

この間、生産量は減少していた。また、2004 年

第 1 四半期においても、コンベアベルト破断や

水の浸入で生産が中断、鉱石抜き出し口の二次

破砕問題等が影響し、坑内採掘での粗鉱生産目

標 30,000t/日に対して、20,200t/日と低迷して

いた。ただし、これらの問題が徐々に改善され

つつあり、 終的に2004年第4半期においては、

26,800t/日となり、生産量が上がってきている。 

 

(3) 金の生産・開発状況 

2003 年の南アフリカの金の生産は、2002 年の

395.2t から 2003 年の 373.3t と 5.5%減少した。 

主な要因は、低品位化、ランド高、操業上の

問題等である。総売上額は、精錬生産量減少、

年間通じて金ドル価格は高止まりであったにも

かかわらず、金のランド価格の下落による前年

比 19.8%減の 331 億ランドとなった。金鉱業に

おける就業者数は、2002年の19.9万人から19.7

万人の減少となった一方で、全就業者総報酬額

は上昇している。 

近の傾向として大手の金生産者が、BEE 政

策の影響もあり、その資産をより小規模な生産



 

122      世界の鉱業の趨勢  2005 

 
 

ア
フ
リ
カ 

南
ア
フ
リ
カ 

者に売却するという傾向がみられる。Avgold は

その ETC の鉱業権益を 3 億ランドで Metorex と

MCI Resources （前の全国鉱山労働者組合の企

業）に売却。Anglogold は Free State 鉱山を

Harmony 社と ARMgold 社（黒人経営企業）の子

会社である Freegold 社に売却した。Harmony 社

と ARMgold 社は合併し、Avgold 社をその傘下に

入れるという集約化も行われている。 

Anglo American 社は、南アの金鉱山会社で世

界第 4 位の金生産量(2003 年)を誇る Gold 

Fields 社株について、同社が所有する GF 社の

20%シェア相当株を Norilsk 社に売却。その後、

2004 年に入り、同社は、同じ Norilsk 社が 20%

所有するHarmony Gold社(南ア)から敵対的買収

を受けることとなり、関連企業の再編化の動き

が活発化の様を呈している。買収が成功すれば

世界第一の金生産者となることから注目されて

きたが、2005 年５月 20 日の買収期限が過ぎ、

同社買収を後援していた Gold Fields 社の 大

株主 Norilsk Nickel 社の 20%を併せて少なくと

も 50%超のシェアを得るという目標に達せず失

敗した。またこの買収に関して、南ア高等裁判

所が、同社オファーは南ア買収規則違反で 2004

年 12 月 18 日に無効となるべきであったとの判

決もあったとされており、この買収劇は幕を閉

じた。しかし、今後もこの買収のために取得し

た株の扱いや Gold Fields 社、Norilsk 社の動

向等、今後の成り行きは注目される。 

 

(4) クロムの生産・開発状況 

南アフリカ共和国のクロム鉱の生産は 2003

年に 8.0 百万 t（前年比 24%増）に増加した。ク

ロム鉱石の国内販売量は、主にフェロクロム生

産向けとして、前年の 5.3 百万 t から 6.3 百万

t へと 19%の増加となった。逆に、輸出量は、前

年の 0.65 百万 t から 2003 年は 0.5 百万 tとな

り、23%の減少となった。これは国内で付加価値

を付して生産するという傾向が続いているため

である。 

2004 年 2 月、Xstrata SA 社と SA Chrome & 

Alloys 社は合併を発表し、合併後の SA Chrome

社が世界 大のフェロクロム生産者となった。

生産規模は年産 145 万 t となり、世界の 26%の

シェアを有する。その後、SA Chrome 社は Merafe 

Resources 社に社名変更、さらに、Samancor 社

(南ア)から南アの Kroondal 鉱山と Marikana 鉱

山のクロム資源を獲得することとなった。両鉱

山合計の買収額は 35.1 百万ドル。併せて、

Xstrata 社と Samancor 社が実施している

Wonderkop JV (2 つのフェロクロム炉と金属回

収プラントを有し年産19.1万 t)の Samancor社

50%シェアも37.9百万USドルで獲得、Xstrata - 

Merafe クロム事業のフェロクロム生産能力は

13.5%増加して年産 159 万 t となる。 

BHP Billton 社と Anglo American 社の 60:40

の合弁である Samancor 社は、2 つの鉱業地域を

有し、4.5 億 t を超えるクロム鉱石埋蔵量と年

産 400 万 t 以上の能力を有する。一部は鉱石・

精鉱でも輸出されるが、主体はフェロクロム工

場に供給されている。2005 年に入り、BHPB 社と

Anglo American 社は、Samancor 社の子会社であ

る Samancor Chrome 社の売却を発表している。

売却先はロシアの Kermas Group(ロシア、ドイ

ツ、トルコでフェロクロムやクロム化学品を生

産・販売する会社)で、売却額は 469 百万 US ド

ル。この契約は、規制当局の承認を得られれば、

2005 年 4 月 1 日から有効となる。Samancor 

Chrome 社は、南ア Mpumalanga 州の Eastern 

Chrome 鉱山、Northwest 州の Western Chrome

鉱山を操業、Gauteng、Mpumalanga 両州には合

金プラントを有している。 

（2005.6.8／ロンドン事務所 高橋 健一） 

 

 




