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南アフリカ
 
＜2005 年の注目すべきポイント＞ 

貴金属、レアメタルなど多種の金属資源大国である南アフリカは、2005 年の 1 年を通じた金属価格

高騰を背景に金属の生産量も全般的に堅調な伸びを示した。反面、他の資源国通貨と同様、ランドの

高値状況が更に進んでいるため、経済的なメリットは半減している状況であるといえる。一方、1998

年の Minerals and Mining Policy に基づく鉱業の構造改革プログラムが、ロイヤルティ法など一部を

除き、2004 年の新鉱業法の施行により具体的に開始されており、2005 年においては、特に BEE 政策に

対応するため、鉱山企業における BEE 資本の取り込みや、鉱業資産の売却、買収などの目立った動き

が現れてきた。また、これまでの南アフリカ鉱業の基幹であった金の生産が衰退の兆しを見せるなど、

南アフリカ鉱業は転換期を向かえたものと言え、今後、より一層、企業動向、生産活動を始めとする

産業全体の動向について注視していく必要がある。 

 

1. 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を誇る。それぞれのシェア

は、金 40%、白金族金属 88%、クロム 72%、マン

ガン 80%である（2004 年）。また、金、白金、ク

ロム、マンガンの鉱石生産でも世界一となり、

シェアは、金 13.8%、白金 57.8%、クロム 44.5%、

マンガン 14.8%であり（2004 年）、その他の鉱産

物も含め 82 か国に輸出された。 

2004 年の鉱業における一次鉱産物の総生産

額は前年比 6.5%増の 1,252 億ランド（2003 年：

1,176 ランド）と 1 桁台の伸びであるが、US$換

算した場合、総生産額は 26%増（2003 年 154 億

US$、2004 年 194 億ドル）、総輸出額も 20.9%増

（2003 年 115 億 US$、2004 年 139 億ドル）とい

ずれも 20%を超える高い伸びとなる。これは世

界的なドル建てでの金属価格全般の上昇の反面、

2004 年の更なるランド高（2003 年平均 7.5647

ランド/US$、2004 年平均 6.4499 ランド/US$）

の状況を象徴的に表しており、持続的なランド

高が経済的に大きなマイナス影響を及ぼしてい

るとはいえ、南アフリカ鉱業が引き続き好調で

あるものと言える。なお、輸出額の構成は、白

金族が 33%（295 億ランド）で第 1 位、次いで、

金が 32.4%（290 億ランド）で第 2 位、石炭が

16.1%（145 億ランド）で第 3 位となっており、

2003 年には金が第 1 位（328 億ランド）、白金族

が第 2 位（256 億ランド）となっていたが、上

位が入れ替わる結果となった。 

一方、1998 年の Minerals and Mining Policy

に基づく抜本的な鉱業制度の再構築が、鉱物・

石油資源開発法などの 2004 年施行により実質

的に開始された。中でも、アパルトヘイト下で

確立した少数白人による占有が色濃く残ってい

る鉱業分野において、「歴史的に不利益を被って

きた南アフリカ人(Historically Disadvantaged 

South Africans: HDSA's)」と法律上称される黒

人へ、鉱業資産（株式）の 26%を 2014 年までに

移行（途中2009年までに15%移行）させる政策、

いわゆるブラック・エコノミック・エンパワー

メント（BEE）政策により、これまでの不平等感

は緩和されていくものの、一方で、現在の白人

資本の鉱山企業は大きな経営の転換期を向かえ

る。既に、一部のメジャー企業では、自社の一

部鉱山を BEE 企業等に売却したり、BEE 企業を

パートナーとする資本提携などを形成し、移行

目標値である 26%の大部分の見通しを立ててい

る企業も少なくないが、今後、この政策が南ア

フリカ鉱業にどのような影響を与えるのか、中

長期的な視点での企業動向及び生産動向に注目

される。 

 

2. 鉱業政策の主な動き 

南アフリカの旧鉱業法下においては、世界の

大多数の国であまり見られない、地下資源所有

権が地上の土地所有者に属することとされてい

た。この旧法により、これまで黒人社会が受け

てきた経済的な不公平の是正などを図るため、

1998 年 Minerals and Mining Policy が策定さ

れた。Minerals and Mining Policy では、今後

の南アフリカ鉱業の進むべき方向として、地下

資源所有権を地上の土地所有権から切り離し、

国家がこれを管理する点、また、これまで他の
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産業と同様の収益計算に基づく税制のみであっ

たが、国家が資源所有・管理権を保有するとい

った考えをベースとしたロイヤルティ制度の新

規導入、さらに、新規参入者の障壁撤廃、すな

わち、アパルトヘイトにより白人による支配の

構図がなお顕著に見られる鉱業において、黒人

の参入機会を促進し不公平を是正するなどとい

った内容が盛り込まれた。 

この Minerals and Mining Policy を基に、以

下の各関連法を制定（改正）することとした。 

 

(1) 鉱物・石油資源開発法（The Minerals and 

Petroleum Resources Development Act, 28 of 

2002）及び鉱業権登録改正法（The Mining 

Titles Registoration Amendment Act 24 of 

2003） 

国家の地下資源所有権の保有、管理などの旨

を規定した基本法であり、2004 年 5 月から施行

されている。5 年以内に既得資源権益者への対

応（補償等）を行うことが政府の今後の目標と

なっている。 

 

(2) ロイヤルティ法（Royalty Bill） 

2003 年に 初の法案が提出されたが、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、鉱業界や、その他これまで収入

を得ていた地表権者などからの猛反発に会い、

激しい論争の末、2 年以上経過した現在まで決

着せず、国会の通過はしていない。現在は政府

が大幅な変更を施した第 2 ドラフトを策定中で

あるとされ、 近の報道では、政府が 5 月中に

第 2 ドラフトを公表できるとしていたが、現在

までのところ公表もなされていない。 

 

(3) 付加価値化促進関係法(Precious Metal 

Bill) 

当初、付加価値を国内でより高めることを目

的とし、Promotion of Beneficiation Bill と

して非鉄金属も含む鉱産物全般を対象とした法

案を策定し、Precious Metal Act（旧貴金属法)

を包括する構想であった。しかしながら、その

後、限定・個別的なものに変更され、貴金属（金、

白金族）のみを対象とし、2005年8月に、Diamond 

General Amendment Bill とともに Precious 

Metal Bill 法案が国会に提出された。法案には、

主に、貴金属の取得、所有、廃棄、輸送（輸出

入を含む）など行う場合、許可などが個別に必

要とされ、新たに、貴金属を材料とした加工製

造業（IT 産業、航空機産業、自動車産業）等向

けに発行される Beneficiation Licence と、従

来のライセンスを変更した Refining Recovery 

Work Licence（従来の Recovery Work Licence）

などが設けられた。ライセンスを取得すること

によって、各種手続きが軽減されるなどのメリ

ットがあるものになっている。 

 

(4) 移民法（Immigration Bill） 

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

フリカの全産業に対し、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。現在までのところ法案の公表等はなされて

いない模様。 

 

(5) 鉱業憲章（Mining Charter） 

黒人の経済参加を促進させるための憲章で、

2014 年までに鉱業資産の 26%を黒人に所有（中

間時点の2009年の目標は15%保有）させること、

管理職スタッフを 40%にするなどが規定されて

いる。なお、探査活動は適用外である。本憲章

は、鉱物・石油資源開発法と同じく、2004 年 5

月から施行されている。 
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3. 主要鉱山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 

2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 

銅 千 t 85.7 96.6 81.4 97.1 85.6 87.5 

鉛 千 t 37.5 43.0 53.0 53.0 68.7 61.4 

亜鉛 千 t 32.0 32.1 105.0 110.0 96.0 110.0 

ニッケル 千 t 39.9 42.4 39.9 42.4 45.0 46.8 

プラチナ t 160.0 163.7 - - - - 

金 t 340.4 296.3 - - - - 

クロム鉱 千 t 7,625.2 7,502.8 - - - - 

  資料: World Metal Statistics Year Book 2006, World Metals Statistics May 2006 

 

4. 鉱山・製練所状況 

(1) PGM：白金族金属の生産・開発状況 

南アフリカのプラチナを含む白金族の生産量

は、世界第 1 位で、リサイクル生産を除き約 60%

弱のシェアを誇る。2005 年白金族の供給量は、

プラチナが前年比 2%増の 5.11 百万 oz、パラジ

ウムは 4%増の 2.59 百万 oz、ロジウムは 7%増の

627 千 oz となり、堅調な伸びとなった。 

プラチナの生産においては、南アフリカのプ

ラチナ生産量全体の約半数を占め、生産量世界

第 1 位の Anglo Platinum 社の 2005 年の生産量

は2,453.2千 ozとなり、2005年から変動なし、

パラジウムは前年比 3%増の 1.353 百万 oz、ロジ

ウムは大きく伸び 30%増の 325 千 oz であった。

プラチナが増産となった鉱山は、Kroondal、

Modikwa 、 Potgietersrust （ PPRust ） 、

Bafokeng-Rasimone（BRPM）の各鉱山であり、う

ち Aquarius Platinum 社（南アフリカ）との JV

鉱山である Kroondal 鉱山は大幅な増産となり、

前年比 135.7%増の 174.4 千 oz の生産量となっ

た。一方減産となった鉱山は、Rustenburg、

Amandelbult、Lebowa、Western Limb Tailings 

Retreatment の各鉱山等で、Rustenburg 鉱山は

Merensky鉱床からUG2鉱床への採掘切り替えに

伴う 2.9%の減産が主な要因であった。Anglo 

Platinum 社は、Kroondal 鉱山に続く Aquarius 

Platinum 社（豪）との Pool and Share Agreement 

(P&SA)による Marikana 鉱山の共同生産（2006

年末までに鉱石生産量25万t/月）、及びXstrata 

Alloys 社との JV にて開発が進められている

Mototolo 鉱山の生産開始（2007 年第 3 四半期生

産開始、プラチナ年間 132 千 oz）が計画されて

いる。また、同社はブッシュフェルドにおいて

多くの探鉱活動を行っており、中でも も進ん

でいるのが PPRust 鉱山の拡張プロジェクトで

あり、既に承認済みで、近々、プラチナ年間生

産 230 千 oz が追加生産される予定である。その

他、BRPM 拡張案件、Lonmin 社との Pandora JV

案件などが実施されている。 

世界第2位のImplats社のImpala鉱山におけ

る 2005 年の白金族生産量は、プラチナ生産は前

年比 6%増の 1.158 百万 oz、パラジウムは 12%増

の 548 千 oz、ロジウムはほぼ同量の 130 千 oz、

と好調な結果となった。これは、鉱石処理量が

2005 年に比べ 7%増加し 16.5 百万 t となり、選

鉱プロセスにおける回収率が 2.5%増の 85.5%と

なったことなどにより、生産パフォーマンスが

向上したことによる。 

また、世界第 3 位の Lonmin 社の 2005 年の生

産量は、プラチナが 963 千 oz と 4%増加した。

これは Marikana における採掘を地下採掘への

シフト中であり、地下採掘により品位が向上し

たこと、2005年6月にLimpopo鉱山（旧Messina）

を所有する Southern Platinum 社を買収した結

果などによるものである。今後の計画として、

Lonmin社は2006年中にプラチナ生産量を年間1

百万 oz レベルまで引き上げ、2010 までには 1.1

百万 oz を達成する目標を掲げている。また、同

社の精錬所の生産能力を現在の1.3百万ozから

2 百万 oz に拡張する F/S を実施するなど、積極
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的に投資を行う計画である。 

その他、Northam Platinum 社は、2005 年の火

災による減産から復帰し、プラチナ精鉱生産量

が 18%増の 225 千 oz などとなっている。 

 

(2) 銅の生産・開発状況 

南アフリカにおける銅の生産は、2003 年 90.1

千 t、2004 年 81.4 千 t、2004 年 97.1 千 t と、

100 千 t 弱の規模となっている。主要な生産元

は、南アフリカ唯一の銅鉱山である Palabora

銅鉱山（Rio Tinto 社の権益 49.2%）からである

が、同鉱山の 2005 年の生産状況は、鉱石生産量

は前年比16%増の10.0百万t（前年8.6百万t）、

銅精鉱生産は20%増の61.2千t（前年50.9千t）、

精錬銅の生産は 80.3 千 t（前年 67.5 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、2005 年まで生産量は減少していた

が、2005 年に入り坑内採掘が軌道に乗ってきた

ことによる。 

 

(3) 金の生産・開発状況 

2004 年の南アフリカの金の生産は、2003 年の

373.3t から 8.8%減少し、340.5t となった。主

な要因は、鉱石の低品位化が進んだことによる

鉱山の閉鎖、及びランド高の影響が大きい。近

年、生産量の規模は 1931 年以来の低水準となっ

ているが、鉱山経営者、労働組合、投資家及び

政府などの鉱業関係者の間では、これを受け入

れざるを得ないこととして認識しているようで

ある。また、新たな金開発の投資先として西ア

フリカ諸国が台頭してきたことの影響も大きく、

BEE 政策の影響もあり、その資産をより小規模

な生産者に売却するという傾向などがみられ、

南アフリカの金鉱業は、現在、岐路に立ってい

るといえよう。 

 

(4) クロムの生産・開発状況 

南アフリカのクロム鉱石の生産は 2004 年

7.6 百万 t（前年比 3.2%増。2005 年見込は微減）

に増加した。生産された鉱石は、9 割近くが主

にフェロクロム生産向けとして国内で販売され、

国内販売量は前年の 6.3 百万 t から 6.7 百万 t

へと増加となった。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。一方、輸出量も前年の 0.50 百万 t から 2004

年は0.51百万tと僅かながら増加となっている。

フェロクロムの 2004 年の国内販売量は、2003

年の 300 千 t から 60%増の 486 千 t に、販売額

は前年の 8 億ランドから 18 億ランドと、実に

125%の増となっている。これは、国際的な中国

を中心とした強いステンレス需要を背景とした

国内需要の伸びと、それに伴う価格上昇が大き

く影響している。 

また、南アフリカのクロム産業界は、2004 年

以降、外国企業や BEE 企業などの新規参入によ

る業界再編の大きな動きが出てきている。2004

年、Xstrata の子会社である Xstrata SA 社と、

BEE 企業である Royal Bafokeng Resouces 社が

32.1%の権益を持つ SA Chrome & Alloys 社が合

併し、Merafe Resources 社（合併時は SA Chrome

社）となり、世界 大のフェロクロム生産者と

なった。2005 年 5 月、Xstrata 社と Merafe 社は

共同で、Samancor 社(南アフリカ)から Kroondal

鉱山（Xstrata社 50%、Merafe社 50%）と Marikana

鉱山（Xstrata 社 74%、Merafe 社 26%）のクロム

資源を買収した。加えて Xstrata 社と Samancor

社の JV 事業の Wonderkop 製錬所の Samancor 社

の持分である 50%を Merafe 社が取得した。この

結果、Xstrata 社－Merafe 社 JV のフェロクロム

の年間生産能力は 1.59 百万 t となり、これは南

アフリカ生産量の 51%に当たることになった。 

また、BHP Billiton 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

クロム工場へ供給されている。2005 年に入り、

BHP Billiton 社と Anglo American 社は、

Samancor 社の子会社である Samancor Chrome 社

を Kermas Group（英領ヴァージン諸島。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）に売却した。売却額は

469 百万 US$であった。その後、2006 年 4 月、

Kermas Group は Samancor Chrome 社の株式 28%

を BEE 会社である Batho Barena Consorcium に

売却し、Samancor Chrome 社は Samancor-Batho

と改称される予定である。 

（2006.6.7／ロンドン事務所 高橋 健一） 
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