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南アフリカの鉱業事情
希少金属備蓄部 ロンドン事務所北　良行、山本　耕次 小嶋　吉広

1. 南アフリカの政治・経済
南アフリカ共和国（以下「南ア」）は、アフリカ大陸

最南端に位置する共和制国家で、東にスワジランド、
モザンビーク、北にジンバブエ、ボツワナ、西にナミ
ビアと国境を接している。政体は大統領制で議会は上
院、下院の２院制である。現大統領は Jacob Zuma で
ある。首都機能をプレトリア（行政府）、ケープタウン

はじめに
南アフリカは、金、白金、クロム、マンガン、バナジウムなどを産する世界屈指の鉱業国で、鉱業部門の雇用人口

は約 50 万人を超え、国内経済における主要産業で GDP の 6.8％に貢献しており、関連業界を含むと 18％に達する。
鉱産物輸出額は全輸出額の 30％を占め、加工鉱産物を含めると 50％近くになる。白金、クロム、バナジウムなどは
世界一の生産量を誇り、これらの鉱産物の我が国の輸入はいずれも１位を占めている。

本稿は、南アフリカの政治・経済、クロム、マンガン、バナジウム鉱業、鉱業法と鉱業憲章、鉱山国有化問題、鉱
業ロイヤルティ、電力供給、輸送問題について取りまとめたものである。

（立法府）、ブルームフォンテーン（司法府）に分散さ
せている。南アの人口は約 4,999 万人と、サブサハラ・
アフリカで４番目で、名目 GDP は約 2,800 億 US＄と
サブサハラ・アフリカ最大である。１人当たり GDP も
7,274US＄でサブサハラ・アフリカの大国の中では最も
大きい。

表1. 政治体制

政体 共和制

元首 ジェイコブ・ズマ Jacob Zuma （大統領（2009年5月就任）、1942年4月12日生まれ）

議会制度 二院制

議会概要（定員数、発足年、任期） 全国州評議会（NCOP）（上院）：90議席、国民議会（下院）：400議席

内閣（主要閣僚）

役職
名前−日本語表記
名前−英字表記

副大統領
クガレマ・モトランテ
Kgalema Petrus Motlanthe

大統領府長官（国家計画委員会担当）
トレバー・マニュエル
Trevor Manuel

大統領府長官（監視・検証・管理担当）
コリンズ・チャバネ
Collins Chabane

財務大臣
プラビン・ゴーダン
Pravin Gordhan

国際関係・協力大臣
マイテ・ヌコアナ =マシャバネ
Maite Nkoana-Mashabane

貿易産業大臣
ロブ・デービス
Rob Davies

内務大臣
ヌコサザナ・ドラミニ =ズマ
Nkosazana Dlamini-Zuma

国民議会：1994年4月、初の全人種参加による民主選挙を実施、新憲法制定のための
制憲議会が発足。新憲法は1996年に議会で採択、1997年2月に発効。

議席数：アフリカ民族会議（ANC）：264議席、民主同盟（DA）：67議席、国民会議（COPE）：
30議席、インカタ自由党（IFP）：18議席、他

（出典：JETRO HP）
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1-1. 黒人政権の誕生
南アは 1910 年に英国から独立、「アパルトヘイト（人

種隔離）政策」により、国連をはじめ各国から経済制
裁を受けていた。財政収支は景気動向に伴う増減はあ
るものの、82 年度以降赤字基調で推移し、とくに 90
年代初めは景気後退局面で歳入が低迷したことに加え、
医療、福祉などの社会サービス支出の増大から、財政
赤字が拡大した。93 年度の財政赤字対 GDP 比は９％
超に達した。

94年４月、国民党De Klerk大統領の歩み寄りにより、
初の全人種参加による総選挙が実現。５月 10 日、
Mandela 率いるアフリカ民族会議（ANC）と、国民党

（NP）、インカタ自由党（IFP）の３党からなる国民統
合政府（GNU）が発足、新しい時代が始まった。しか
し新憲法制定に伴い、96 年６月、NP は政権を離脱した。
ANC は 94 年の全人種選挙で政権を獲得して以来、事
実 上、 南 ア を 一 党 支 配、 第２代 大 統 領 Mbeki も、
Mandela の中道路線を継承してきた。

94 年に、Mandela 大統領は経済社会政策に関する公
約として「復興開発政策（RDP1）」を掲げた。また、
96 年に新たな経済政策大綱として「成長・雇用・再分
配 - マ ク ロ 経 済 戦 略（GEAR2）」 が 発 表 さ れ た。
Manuel 財務大臣（当時）は、97 年度の財政赤字対
GDP 比を４％、99 年度の財政赤字対 GDP 比を３％に
縮小するとした。このため、①徴税効率の改善と税収
基盤拡大を狙った税制改革によって歳入を増加させる
一方、②国営企業の民営化を柱とする行政改革、③人
件費の圧縮、によって歳出の伸びを抑制しようとした。
財政赤字はこれ以降、縮小傾向を辿っていった。好景
気に伴う歳入の増加から、06 年度の財政収支は建国以
来、初の黒字化が達成され、翌 07 年度も黒字を維持し
た。

しかし、同大統領の任期満了前の 2007 年 12 月 18 日
におこなわれた ANC 党首選で、副議長で元副大統領
の Zuma が当時の Mbeki 大統領を破り党首となった。
これは、Mandela 元大統領が選出された 1994 年以来
14 年が経つにもかかわらず、失業率が高く貧困も改善
されていないことを背景としている。

Zuma が ANC の党首に就任すると、Mbeki に対す
る圧力はさらに高まり、2008 年９月、Mbeki は任期半
ばで大統領を辞任することになった。国民議会議員で
ない Zuma には大統領になる資格が無かったため、こ
の時大統領となったのは Motlanthe 副議長である。

Zuma 派の Motlanthe は、Mbeki 派にも信頼される
人物と言われ、その調整能力が期待された。しかし、
Mbeki 大統領の辞任で、Mlambo Ngcuka 副大統領と
閣僚７人、副大臣３人も同時に辞任した。最終的には
残ったものの、経済運営に手腕を発揮してきた Manuel
財務相らも当初は辞任するとしていた。この分裂は、
闘争時代に培ってきた一枚岩体制崩壊が顕在化したも
のといわれている。Zuma 派の主力は、南アフリカ共
産党員や COSATU（労働組合）メンバーが多く、その

影響も取りざたされている。なお、南アフリカ共産党
と COSATU は政党として選挙で立候補していない。

分裂派のリーダーは元国防大臣の Lekota で、ヨハネ
スブルクがある Gauteng 州 Shilowa 元知事などが加わ
り、2008 年 12 月 16 日に「国民議会（COPE）」として
新党を結成することになった。新党 COPE は 2009 年
１月中旬にマニフェストを発表する予定で、雇用・貧困・
犯罪などの対策を重点に置くとされている。

2008 年 12 月の現地調査では、南アの関係者の多くが、
南アにもしっかりした反対勢力が必要であるとの認識
で、分裂を歓迎していた。ノーベル平和賞の Tutu 司
教も、ANC はこれまで一党独裁に近い状態で、好まし
くないとコメントしていた。投資家筋も、肥大化が懸
念されていた ANC の分裂は、議会の活性化につなが
り歓迎した。

地元紙によれば、この時 COPE には 42 万人余りの
党員登録申請があり、ANC の 62 万人に肉薄したと言
われる。ただし、選挙までの準備期間が少ないことや
地方レベルでの浸透が未だ弱いことなどから、３月下
旬に予定される総選挙での COPE の勝算は無いと見た
アナリストの予想どおりの結果となった。こうした党
内対立はあったが、2009 年４月に行われた議会選挙で
も、65％以上の得票で ANC が勝利し、翌５月には、
国民議会で選出された Zuma ANC 総裁が大統領に就
任し、新政権が発足した。６月に Zuma 大統領が議会
で行った施政方針演説では、国内貧困対策として、向
こう５年間に取り組むべき優先課題として、経済成長
加速化、持続的生計創出、経済・社会インフラ整備、
土地改革及び食糧安全保障、人材開発、保健、治安、
国際協力、資源管理、行政サービス向上等を掲げた。

なお、Zuma が大統領となった場合でも、経済政策
や重要スタッフの大幅な変更はしないとしていること
から、経済的には大きな変化はないと見られていたが、
国内貧困対策や経済成長加速化は進まず Zuma 大統領
への支持は低下傾向となった。

こうした中、Zuma 大統領は 2009 年５月の政権発足
から 17 か月たった 2010 年 10 月 31 日、内閣改造に踏
み切った。Nyanda通信大臣、Doidge公共事業担当大臣、
Hogan 公営企業担当大臣を更迭し、９閣僚を入れ替え
た。ただし、財政、経済担当相の入れ替えはなく、経
済政策への影響はないとみられている。

内閣改造後公表された新成長戦略は、COSATU に配
慮し雇用対策に重点が置かれたもので、同政権が左傾
化し財政が肥大するとの懸念が広がった。Patel 経済開
発大臣は「富裕層と貧困層の所得格差は拡大しており、
失業率は若年層が高い」とし、新成長戦略では、①
2020 年までに 500 万人の雇用創出、②失業率を 25％か
ら 15％に改善、としている。しかし、新成長戦略の中
の雇用目標については、実現可能性の低い目標を掲げ
ているとの批判が圧倒的である。政権発足以降、経済
政策運営における国家計画委員会（NPC：National 
Planning Commission） Manuel 委員長への権限集中を
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批判し、Zuma 大統領は、Manuel 委員長の権限をイン
フラ整備などの開発計画に集約し、Patel 経済開発大臣
の権限が相対的に強まっていた。そのManuel委員長は、
2011 年６月６日、国造りの長期的な課題に取り組む
NPC として行った南アの経済情勢や社会構造、喫緊の

課題等を示す調査報告書を発表した。南アの最も差し
迫った課題は教育と失業であり、この他公共及び行政
サービスの改善、汚職の根絶、インフラ整備などにつ
いても述べられている。

1-2. ANC内部では ANCYLが火種
ANC（African National Congress）への圧倒的な支

持に大きな変化はみられないが、ANC 党内では、選出
されて 2 年が経過した Zuma 大統領の 2014 年に予定さ
れる総選挙で続投への信任に揺らぎが出ている。ワー
ル ド カ ッ プ も 終 わ り、ANCYL（African National 
Congress Youth League：青年同盟）の Malema 代表
の 暴 言 や、COSATU（Congress of South African 
Trade Unions）と政府による経済政策をめぐる対立で、
ANC、SACP（South African Communist Party）、
COSATU による三者関係に亀裂が生じ、政権の安定性
が弱まっているのではとの憶測が広がっている。

しばしば ANC は国内組みと亡命組みに大別して語
られる。Mbeki は英国に留学していたが、活動が南ア
国内であり穏健派、一方亡命派は、モザンビークやそ
の他で潜伏、スターリンに近い社会主義が基本で、そ
の代表が Zuma である。少し強行的ともいわれ、分裂
の一因に Zuma のやり口がかなり強引であることが噂
されている。

また、ANC は近年、縁故主義や個人崇拝、汚職など
の問題が指摘されている。Zuma が出身民族ズールー
の名をしばしば強調するため、民族対立が広がる懸念
も出ている。

ヨハネスブルク大学の Stephen Friedman 教授は「解
放闘争時代、ANC で役職に就けば刑務所行きの可能性
もあり、厳しい自己犠牲を伴った。ところが今は国会
議員になる早道。党の上層部や権力ばかりを見がちな

構造ができた。」と、ANC の変質ぶりを指摘する。ア
パルトヘイト時代、苦労をともにした同志が少なくな
り、豊かさは当たり前という ANC 党員世代が増えて、
求めるもの、考え方がかなり変わったことで、1912 年
の結党以来一枚岩であった ANC の団結心に亀裂が走
り始めたのではともいえる。

とはいうものの、基本的には Zuma 大統領をサポー
トする中核部、COSATU 等の労働組合を中心とした
Socialist、ANCYL など Populist という内部の構成は変
わっていない。ANC の内部では COSATU など労働組
合系と Zuma 大統領との関係は従来どおり良好といわ
れる。しかし、ANCYL の動きが国有化の問題など過
激になっており、今後問題が生じる可能性がある。
Zuma 政 権 は 発 足 当 初 の よ う な 人 気 が な く な り、
ANCYL のリーダー Malema からは Zuma 大統領はや
めるべきであるとの発言も出ている。

その Malema はボツワナ訪問に際して、ボツワナの
Khama 政権を「米国の傀儡」呼ばわりし、「同国野党
と共にボツワナの政権交代を目指す」と発言した。
ANC は党の綱領に様々な形で違反したとの理由によ
り、Malema 及びシバンブ報道官を党懲罰委員会に召
喚、Malema の党員剥奪の憶測も流れた。召喚はされ
たものの ANC 本部前で抗議をする若者が続出、騒動
が暴力を伴い過激化したため、ANC は一旦 Malema を
解放し、場所を移して後日懲罰委員会を再開する旨を
発表した。さらに、Malema には政府の入札に対する
便宜供与の見返りとして様々なビジネスマンから金銭

表2. 基礎的経済指標

（出典：JETRO HP）＊南アフリカ・ランド　１US＄≒８ZAR

人口 4,999万人（2010年、推計値、出所：南アフリカ統計局）

首都 プレトリア 人口199万人（2001年国勢調査時点）

言語 英語、アフリカーンス語、ズールー語ほか

宗教 キリスト教（80％）、ヒンズー教、イスラム教

公用語 英語、アフリカーンス語、ズールー語など11言語

独立年月日 1910年5月31日独立

実質 GDP成長率（％） 2.8

名目 GDP総額− ZAR＊（単位：100万） 2,662,757

名目 GDP総額− US＄（単位：100万） 363,704

（備考） IMFの為替レート（期中平均値）にて現地通貨建てをドル換算

一人あたりの GDP（名目）一 US＄ 7,274

消費者物価上昇率（％）年平均 4.3

消費者物価指数　年平均、2008年 =100 111.7

失業率（％）7−9月期 25.3

（489）
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を受け取ったという汚職の疑惑も浮上している。
Malema 及び ANCYL 側は申し立て内容を全面否定し
ているが、調査が進められることとなった。その後、
ANC の懲戒委員会は 2011 年 11 月 10 日、Malema が
党内での亀裂を引き起こしたとして、同氏の党員資格
を５年間停止し、ANCYL の議長職からも解任する処
分を下した。

1-3. 統一地方選で野党民主同盟が躍進
野 党 の 動 向 に つ い て は、COPE（Congress of the 

People：国民会議）に変わって野党民主同盟（Democratic 
Alliance：DA、ケープ州付近が主な支持地域）が注目
を浴びてきた。基本的には支持者が白人中心の政党で
あるが、インド人、カラードなどからの支持も受けて
いる。ただし、黒人にはまだ浸透していない。2010 年
７月には独立民主党（ID：Independent Democrats）
と選挙協力と将来の統合を打ち出した。2018 年の総選
挙でどうなるか注目されている。インカタ自由党（IFP 
Inkatha Freedom Party）は、国民自由党（National 
Freedom Party：NFP）と IFP に割れた。このように
野党も一枚岩ではなく、圧倒的な支持を得ている ANC
に対抗できる状況ではない。

このような情勢下、2011 年５月 26 日、統一地方選
が実施された。ANC が 60％を超える得票率を得て勝
利したものの、前回 2006 年に比べ 2.7 ポイント低下し
た。一方、DA は大きく票を伸ばした。ここ数年、
ANC が市政を担う地域の行政サービスに対し、国民の
不満が高まっている現われと言われている。

2. 経済
2-1. 概観

南アでは 1800 年代後半に金、ダイヤモンドが発見さ
れ、鉱業主導で国が成長し、これを基盤に製造業及び
金融業が発展していった。94 年の Mandela 政権発足後
は、GDP は年率３％を越える成長を続けていたが、98
〜 99 年にはアジア危機などの影響で成長は急速に鈍化
した。しかし、21 世紀に入ると世界経済の発展に伴い
成長は回復し、2007 年には 5.1％を達成した。ところが、
2008 年には成長が落ち始め、アメリカ発の金融危機に
より低迷した。以下、大使館、JETRO、JBIC 等の情
報から最近の南ア経済を概観する。

南アの人口は約 4,999 万人と、サブサハラ・アフリ
カで４番目である。名目 GDP は約 2,800 億 US＄とサ

ブサハラ・アフリカ最大で、２位のナイジェリアの３
分の１の人口で２倍近い。１人当たり GDP も 7,274US
＄で、サブサハラ・アフリカの大国の中では最も大きい。
天然資源に富むが、現在の GDP の約７割は第 3 次産業
が占める。次いで第２次産業のシェアが 21％で１次産
業は 12％にすぎない。特に、金融・不動産、政府サー
ビス、卸売・小売等のサービス業が、製造業とともに
GDP の大きなシェアを占める。

一方、輸出品目は鉱石 21％、貴金属 26％、レアメタ
ル 16％と３分の２を鉱産物が占め、貿易では鉱業への
依存度が高い。製造業では、鉄鋼・機械、石油化学、
飲料・食品、自動車等のシェアが高い。なお、南ア政
府は、一次産品の輸出から二次加工による高付加価値
化を推進している。

2-2. 2010年の経済
2010 年の実質 GDP 成長率は 2.8％で、2009 年のマイ

ナス 1.7％からプラス成長に転じた。産業別では、2009
年に落ち込んだ製造業や鉱業で回復がみられた。製造
業（5.0％増）では、世界需要の回復を反映して自動車
部門の成長率が上昇したほか、食品・飲料、レアメタル、
鉄鋼部門でも回復、鉱業（5.8％増）では、白金や石炭
を中心に増産がみられた。しかし、同年４−６月期、７−
９月期にかけ多発した労働争議によって、経済活動が
停滞したためか、他の新興国と比較して低い伸びとな
った。

2010 年の貿易（南ア歳入庁通関ベース）は、輸出が
前年比 14.8％増の 5,872 億 9,150 万 ZAR、輸入は 7.2％
増の 5,810 億 620 万 ZAR となった。貿易収支は 62 億
8,530 万 ZAR の黒字となった。輸出を品目別にみると、
貴石・貴金属などが前年比 17.8％増となり、全体の約
４分の１を占めた。そのうち自動車排ガス浄化触媒な
どとしても使われる白金は、数量ベースで 9.6％減少し
たが、金額ベースでは 20.1％増加した。また、金は
18.0％増加した。鉱物性生産品（23.3％増）では、石炭

（12.7％増）、鉄鉱石（49.5％増）がともに増加した。レ
アメタルおよび同製品（24.3％増）では、フェロクロム、
フェロマンガン、フェロバナジウムが金額、数量とも
に増加した。

東日本大地震に伴う供給網寸断などにより、生産全
体の約 11％を占める自動車・同部品が４月に前月比マ
イナス 14.8％と落ち込んだが、５月には＋ 2.2％と持ち
直し総生産を下支えている。
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表3. 南アフリカ共和国：基礎的経済指標
更新日付：2011年11月10日

（現地通貨：ランド）

（出所）
実質 GDP成長率：南アフリカ統計局（Statistics South Africa）"Gross Domestic Product（2010年第４四半期）"
名目 GDP総額、経常収支、貿易収支、対外債務残高、直接投資受入額：南アフリカ準備銀行（South African Reserve Bank）"Quarterly Bulletin（2011年３月）"
１人あたりの GDP：IMF "World Economic Outlook Database（2011年４月）"
消費者物価上昇率：南アフリカ統計局、2006-08年："CPI（Metropolitan areas -All ltems）"、09〜10年："CPI（All Urban Areas - All Items）"
失業率：南アフリカ統計局、2006〜07年："Labour Force Survey Historical Revision（2000〜2007年９月期）"、08〜10年："Quarterly labour Force Survey（各年第４四半期）"
農林水産業生産指数：国連食糧農業機関（FAO）"FAOSTAT"
鉱工業生産指数：南アフリカ統計局 "Mining：Production and Sales（2011年２月）"
製造業生産指数：南アフリカ統計局 "Manufacturing：Production and Sales（2011年２月）"
外貨準備高、為替レート：IMF "IFS" CD-ROM
通貨供給量伸び率：IMF "International Financial Statistics Yearbook"
輸出入額、対日輸出入額：南アフリカ歳入庁（South African Revenue Service）

（注）
消費者物価上昇率：2006〜08年は「CPIX（Metropolitan areas）」、09〜10年は「CPI（All Urban Areas）」の各上昇率。CPIXで対象外だった持ち家の帰属家賃が CPIでは
対象となるなど、消費者物価指数を図る対象の財・サービスおよびそれらのウェイト等が、09年から大幅に見直された。
通貨供給量伸び率：IMF "lnternational Financial Statistics Yearbook 2011","Broad Money"を通貨供給量伸び率として掲載

対象年月 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
実質 GDP成長率（％） 5.6 5.6 3.6 −1.7 2.8
名目 GDP総額−現地通貨（単位：100万） 1,767,422 2,016,166 2,274,139 2,395,969 2,662,757
名目 GDP総額−ドル（単位：100万） 261,007 286,169 275,279 282,755 363,704

（備考）
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

一人あたりの GDP（名目）−ドル 5,511 5,910 5,635 5,741 7,274
消費者物価上昇率（％） 4.6 7.2 11.5 7.1 4.3

（備考） 年平均 年平均 年平均 年平均 年平均
消費者物価指数 83.7 89.7 100.0 107.1 111.7

（備考） 年平均、2008年 =100 年平均、2008年 =100 年平均、2008年 =100 年平均、2008年 =100 年平均、2008年 =100
失業率（％） 22.1 21.0 23.2 24.5 25.3

（備考） 9月時点 9月時点 7−9月時点 7−9月時点 7−9月時点
農林水産業生産指数 108 108 121 119 n.a.

（備考）
農業生産指数

1999−2001年 =100
農業生産指数

1999−2001年 =100
農業生産指数

1999−2001年 =100
農業生産指数

1999−2001年 =100
農林水産業生産指数伸び率（前年比）（％） −2.7 0.0 12.0 −1.7 n.a.

（備考） 農業生産指数伸び率 農業生産指数伸び率 農業生産指数伸び率 農業生産指数伸び率
製造業生産指数 104.8 109.6 110.4 96.2 100.9

（備考） 2005年 =100 2005年 =100 2005年 =100 2005年 =100 2005年 =100、速報値
製造業生産指数伸び率（前年比）（％） 4.8 4.6 0.7 −12.9 4.9

（備考） 速報値
経常収支（国際収支ベース）−現地通貨（単
位：100万）

−93,799 −140,551 −161,874 −97,062 −74,058

経常収支（国際収支ベース）−ドル（単位：
100万）

−13,852 −19,949 −19,594 −11,455 −10,116

（備考）
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

貿易収支（国際収支ベース）−現地通貨（単
位：100万）

−29,276 −36,334 −35,559 2,271 28,108

貿易収支（国際収支ベース）−ドル（単位：
100万）

−4,323 −5,157 −4,304 268 3,839

（備考）
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

外貨準備高−ドル（単位：100万） 23,057 29,589 30,584 35,237 38,175
対外債務残高−現地通貨（単位：100万） 414,206 511,104 677,938 579,160 653,739
対外債務残高−ドル（単位：100万） 59,396 75,316 72,869 78,561 93,899

（備考） 9月末値
為替レート（期中平均値、対ドルレート） 6.7716 7.0454 8.2612 8.4737 7.3212
為替レート（期末値、対ドルレート） 6.9700 6.8100 9.3050 7.3800 6.6316
通貨供給量伸び率（％） 22.6 23.9 14.7 1.8 6.9
輸出額−現地通貨（単位：100万） 392,925 489,721 654,125 511,607 587,291
輸出額−ドル（単位：100万） 58,026 69,510 79,180 60,376 80,218

（備考）
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

対日輸出額−現地通貨（単位：100万） 42,434 49,471 66,400 34,475 46,871
対日輸出額−ドル（単位：100万） 6,267 7,022 8,038 4,068 6,402

（備考）
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

輸入額−現地通貨（単位：100万） 464,708 561,826 752,007 542,090 581,006
輸入額−ドル（単位：100万） 68,627 79,744 91,029 63,973 79,359

（備考）
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

対日輸入額−現地通貨（単位：100万） 30,287 36,947 40,619 26,312 31,019
対日輸入額−ドル（単位：100万） 4,473 5,244 4,917 3,105 4,237

（備考）
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

直接投資受入額−現地通貨（単位：100万） −3,567 40,120 74,403 45,465 11,370
直接投資受入額−ドル（単位：100万） −527 5,695 9,006 5,365 1,553

（備考）

国際収支ベース
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

国際収支ベース
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

国際収支ベース
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

国際収支ベース
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

国際収支ベース
IMFの為替レート（期
中平均値）にて現地通
貨建てをドル換算

（出典：JETRO HP、「国地域別情報（J-FILE）」）
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2-3. 日本企業の活動
日本企業の地域別進出企業数はアジアが多く、次い

で欧米、アフリカは１％にも満たない。また、売上でも、
アフリカはやはり１％にも満たない状態である。南ア
に進出している企業の業種は輸送機械、運輸、卸売の
３業種に偏っており、総合商社は金属資源や自動車関
連を中心に投資を行っている。自動車メーカーではト
ヨタ、日産、マツダ、三菱、いすゞ等が進出している。

日本の通関統計を US＄換算すると、2010 年の日本
の南アへの輸出は前年比46.2％増の38億2,000万US＄、
輸入は 45.3％増の 72 億 4,600 万 US＄で、2009 年に大
きく落ち込んだ反動で、輸出入ともに大幅に増加した。
日本から南ア向けの輸出をみると、輸送機器が 54.5％
増となり全体の約半分を占めた。うち乗用車（55.0％増）
では、排気量 1,000 〜 1,500cc クラス（ガソリンエンジン）
が 68.5％増となったほか、排気量 1,500 〜 3,000cc クラ
ス（54.4％増）や排気量 3,000cc 超（63.8％増）でも増
加がみられた。一般機械（48.3％増）では、車輌用デ
ィーゼルエンジン（2.8 倍）やメカニカル・ショベルな
ど（3.0 倍）が大幅に増加したものの、車輌用ガソリン
エンジン 1,000cc 超は 23.5％減少した。

南アからの輸入は、白金（39.6％増）、パラジウム
（82.0％増）、ロジウム（47.5％増）が増加、非鉄金属全
体で 55.9％増となり、輸入総額の約６割を占めた。

金属原料も鉄鉱（71.0％増）やフェロクロム（24.0％増）
の増加に伴い 41.2％増加した。日本の財務省統計によ
ると、2010 年の南アへの対外直接投資額（国際収支ベ
ース、ネット、フロー）は 93 億円だった。鉄・非鉄・
金属（５億円）などを含む製造業は 20 億円、卸・小売
業（36 億円）などを含む非製造業は 113 億円だった。

大型の新規投資案件では、関西ペイントが第３四半
期（７〜９月）に、塗装大手 Free World Coatings 社
の株式 27.6％を買収。12 月には発行済み全株式の追加
取得を申し込み、2011 年４月に買収手続きを完了した。
また、NTT は 2010 年 10 月、南アに本拠を置く英情報
システム大手 Dimension Data 社が発行する全株式を
現金で取得する公開買い付け（TOB）を成立させた。
Dimension Data 社はロンドン証券取引所に上場してい
るため、南アの国際収支上は計上されないが、約 2,860
億円に上る大型案件だった。NTT は、同社が持つアフ
リカ、中東におけるネットワークを活かし、新興国で
のシェア拡大を狙う。非鉄探査では 11 年６月に、
JOGMEC、日揮、伊藤忠からなる日本 SPC 社および伊
藤忠商事直接投資を含め、Platreef Resources 社に
Ivanplats 社とともに投資（日本側 10％）を行い白金族・
ニッケル探鉱開発を進めることとなった。

自動車分野では、トヨタ現地法人が 2011 年１月、ヨ
ハネスブルクに部品供給センターを開設すると発表し
た（約 43 億 3,000 万円）。国内市場のほか、欧州やア
フリカなどの 57 市場向けに部品を供給する予定。（以
上はジェトロ・ウェブサイト「国・地域別情報」（J-FILE）
を参考に取りまとめた。）

2-4. 頻発するストライキ
2010 年 COSATU が警告していた労働組合ストライ

キが 2011 年７月に始まった。ストは金属業界労組から
始まり、科学、エネルギー、製紙、印刷、木材業界労組、
鉱山業界系労組などを巻き込んだ大規模なものに発展、
各労組は雇用者に対し二桁の賃上げを要求した。スト
は１〜２週間ほどで収束したが、７月後半から行われ
た鉱山業界系労組のストは８月に入ってからも継続さ
れた。金鉱山会社AngloGold Ashanti社、Gold Fields社、
Harmony 社の鉱山労働者約 10 万人は、2011 年７月 28
日からストに入っていたが、８月２日、経営者側と２
年間の賃上げ協定を締結したことによりストを終結し
た。労働者の職位によって 7.5 〜 10.5％の賃上げが行わ
れる。De Beers 社でも、鉱山労働者と経営者側の賃上
げ交渉が決裂したことを受け、７月 22 日からスト入り
していたが、８月４日、２年間の賃上げ協定で合意に
達したことからストを終結した。同社は 14 日間に及ん
だストライキにも拘わらず、2011 年の生産目標達成は
可能であると予測している。一方、白金生産世界第２
位の Impala Platinum 社は、南ア鉱山労働組合（NUM：
National Union of Mine Workers）との賃上げ交渉は
長引いた。

黒人層でも政治家やビジネスマンは、民主化の進展
や Zuma 政権樹立による利益を享受している一方、労
働者はこれらによる利益を十分に享受していないとい
う意識がある。また、汚職事件も発生しており、現状
に対する不満がある分、将来に対する期待が高くなっ
てきている。インフレーションがかなり高くなってい
るが、労組側の賃上げ率はインフレ率より高くなって
いる。2010 年のインフレ率は約５％、賃上げ率は全労
働者平均で８％程度となっている。その理由としては、
低賃金の労働者ほど、全支出における基礎的な支出（食
料、電力、交通費等）の割合が高く、食料や電力等の
基礎支出の値上げによる家計への影響が高くなるため、
最貧困層の生活に換算すると 10％以上のインフレとな
る。なお、国有企業関係の労組側からは 18％との要求
があったが、政府は６％を提示した。また ANC は立
法により、ストライキ中の暴力行為（鉱業以外で発生）
は非合法とした。低所得者層では８％〜 10％の賃上げ
となったが、石炭鉱山や白金鉱山では、賃上げ分は製
品価格に転嫁せず、効率化で対応する。また金鉱山では、
生産性向上に係る基本合意を締結した。労使間の基本
合意はインフレ率が想定を大きく上回らない限り、２
年ごとが原則である。南アでは賃金、インフレ問題は
もとより、失業も大きな問題である。

2011 年前半の失業率は 2008 年の水準を下回ってい
るものの、2011 年 Q2 は 25.7％で 2011 年 Q1 の 25.0％
から悪化している。政府は、2009 年と 2010 年で 395
千人の雇用が喪失したとしている。2011 年 Q2 におい
て喪失した雇用のほとんどが若年層で、今や若年層の
60％が失業していると言われている。Zuma 大統領は、
若年層の雇用状況を改善すべく、90 億 ZAR（約 11.3
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億 US＄）のファンド設立を求めることに加え、政府系
の 投 資 機 関 で あ る IDC（Industrial Development 
Corp.）に対し、新たに 100 億 ZAR（約 12.6 億 US＄）
を雇用創出に繋がる分野に投資することも求めている。
2020 年までに 500 万の雇用を創出することを謳った「新
成長戦略」の実現に向けては、まだまだ課題が多い。

2-5. 鉱山労働者構成と賃金格差
南ア全国鉱山労働者組合（NUM： National Union of 

Mine Workers）の Baleni 事務局長より、NUM の活動
内容に係る講演があった。NUM は 1982 年に設立され
た南ア最大の労組であり、32 万人が加盟している。加
盟労働者の内訳は、80％が鉱山労働者、17％が建設労
働者、３％がエネルギー（Eskom）関係の労働者である。
鉱山労働者のうち約８割が黒人であり、残りが白人、
インド系、カラードとなっている。

南アでは、管理部門や技術部門では白人が多く、他方、
黒人は鉱山等の現業部門で就労することが多い。例え
ば、管理部門では白人 84％、黒人 13％、技術部門では
白人 68％、黒人 28％と黒人が少数比率になっており、
これが不平等の一因ともなっている。

また、鉱山会社における役員クラスの年俸は平均 10
百万 ZAR（約１億円）であるが、鉱山労働者の平均給
与（年間）は 160 千 ZAR（約 160 万円）程度と言われ
ており、NUM は格差是正に向け取り組んでいる。

3. 鉱業
南アでは鉱業は主要産業で GDP の 6.8％に貢献して

おり、関連業界を含むと 18％に達する。輸出でも 30％
を占め、加工鉱産物を含めると 50％近くになる。生産
される鉱産物は、鉄、貴金属（金、白金）、ベースメタ
ル（マンガン、クロム、ニッケル）、石炭で、白金、ク
ロム、バナジウムなどは世界一の生産量を誇り、我が
国のこれらの鉱産物の南アからの輸入は１位を占めて
いる。しかし、たとえば 2011 年７月の鉱業生産高は、
金と石炭の生産量減少により前年同月比で 5.1％減とな

った。この２種の合計で南アの鉱業生産の 42％を占め
るが、前年同月比で 10.2％の減少となった。また、白
金族金属においても落ち込みは顕著で、前年同月比で
10.0％の減少となっている。短期的には鉱工業業界の
見通しは芳しくないといえる。

ANC の政権となり、白人の経済支配から黒人の経済
参加の促進が図られることとなり、その象徴として、
これまで個人に属していた鉱業権が国の所属となる鉱
業法改正が行われた。旧鉱業権の新法への移行手続き
は 2009 年３月までに実施された。また、これに伴い、
新しいロイヤルティが施行された。実行上の官民目標
である鉱業憲章は 2009 年の中間 2014 年に向けて改正
が行われている。

3-1. 非鉄金属鉱業全般
南アには、多くの鉱物資源が賦存しており、世界に

おける生産シェア（World Metal Statistics Yearbook, 
2011）は、金８％（世界第４位）、白金 76％（同第１位）、
クロム 40％（同第１位）、マンガン 18％（同第２位）
など世界有数の鉱業国である。また、世界における資
源埋蔵量については、白金族金属（PGM）が 96％で世
界第１位、マンガンが 19％で世界第２位、金 12％で世
界 第 ２ 位 と な っ て い る（Mineral Commodity 
Summaries 2011）。また、フェロクロム総輸入量の
798,400ｔのうち 45％の 359,300ｔ、フェロバナジウム
は 4,586ｔのうち 58.6％の 2,690ｔ、マンガン鉱石は
1,102,000ｔのうち 57.4％の 633,000ｔ、白金族金属は
146ｔのうち 71.5％の 104ｔが南アから輸入されるなど
多くの資源を日本は南アに依存している。このため
Hernic（ 三 菱 商 事 ）、Assmang（ 住 友 商 事 ）、NST 
Ferro　Chrome（ 日 本 電 工 ）、 ま た マ ン ガ ン で は
Assmang（住友商事）、バナジウムについては SAJV（日
本電工）が邦人企業として進出・投資している。南ア
の鉱物資源埋蔵量、主要非鉄金属の生産量、日本の主
たる輸入を示す。
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表4. 南アフリカの鉱物資源埋蔵量（2010年）

表5. 南アフリカの主要非鉄金属の生産量（2010年、ダイヤモンドのみ2009年）

（出典：Mineral Commodity Summaries 2011）

（出典：World Metal Statistics Yearbook 2011、USGS Minerals Yearbook 2009）

＊クロム埋蔵量はデータのある上位４か国（カザフスタン、南ア、インド、アメリカ）の合計350,000千ｔに占める割合

鉱　種 南ア（A） 世　界（B） （A）/（B）（％） 世界ランク

白金族金属（ｔ） 63,000 66,000 95.5 1

マンガン（千ｔ） 120,000 630,000 19.0 2

金（ｔ） 6,000 51,000 11.8 2

クロム（千ｔ） 130,000 ＊350,000 ＊37.1 2

バナジウム（千ｔ） 3,000 13,600 22.1 3

ルチル（千ｔ） 8,300 42,000 19.8 2

ジルコニウム（千ｔ ZrO2） 14,000 56,000 25.0 2

イルメナイト（千ｔ） 63,000 650,000 9.7 4

アンチモン（ｔ） 21,000 1,800,000 1.2 6

ニッケル（千ｔ） 3,700 76,000 4.9 8

トリウム（ｔ） 35,000 1,300,000 2.7 5

鉛（千ｔ） 300 80,000 0.4 13

鉄鉱石（百万ｔ） 650 87,000 0.7 13

鉱　種 南ア（A） 世界（B） （A）/（B）（％） 世界ランク

白金鉱石（ｔ） 147.8 195.4 75.6 1

クロム鉱石（千ｔ） 10,820.0 27,387.3 39.5 1

マンガン鉱石（千ｔ） 7,172.2 39,366.7 18.2 2

チタニウム鉱石（千ｔ） 800.0 4,875.4 16.4 2

金鉱石（ｔ） 191.8 2,503.4 7.7 4

アンチモニー鉱石（ｔ） 2,570.0 209,789　 1.2 6

ダイヤモンド（千 cｔ）（2009年） 5,500 129,000　 4.2 7

ニッケル鉱石（千ｔ） 40.0 1,539.7 2.6 11

ニッケル地金（千ｔ） 40.0 1,519.1 2.6 9

アルミニウム地金（千ｔ） 807.4 40,811.1 2.0 11

ウラン鉱石（ｔ） 573 53,511　 1.1 11

鉛鉱石（千ｔ） 49.7 4,101.2 1.2 11

ステンレス地金（千ｔ） 478.0 29,639.9 1.6 12

コバルト地金（ｔ） 833 76,371　 1.1 14

銅鉱石（千ｔ） 112.6 16,117.8 0.7 20

銀鉱石（ｔ） 77.5 21,281.7 0.4 20

鉛地金（千ｔ） 58.0 9,284.0 0.6 23

亜鉛地金（千ｔ） 90.0 12,749.9 0.7 26

銅地金（千ｔ） 72.2 19,166.7 0.4 28

亜鉛鉱石（千ｔ） 35.8 12,119.3 0.3 23
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3-2. クロム
南アのクロムは、クロム鉄鉱（FeO・Cr2O3）として、

ブッシュフェルト複合岩体から産出されている。ブッ
シュフェルト複合岩体は Limpopo 及び Mpumalanga
に分布する、東西約 400km、南北約 300km の巨大な貫
入岩体で、下部原生代のトランスバール累層群中に貫
入している（島崎 , 2003）。東部及び西部で広く露出し、
北部にも確認され（図１）、層厚は約 8,000m に及ぶ。
主に輝緑岩、フェルサイト、グラノファイヤー、かん
らん岩、輝石岩、ノーライト、アノーソサイトから構
成 さ れ、 こ れ ら は Rustenburg 層 状 貫 入 岩 体、
Stavoren グラノファイヤー、Nevo 花崗岩、Makfutso
花崗岩の４岩体に区分される（鞠子 , 2008）。このうち、
Rustenburg 貫入岩体中にクロム鉄鉱層及び白金を含む
薄層が集中している。

Rustenburg 層状貫入岩体は図２に示すように５つの
ゾ ー ン（Marginal、Lower、Critical、Main、Upper）
に区分されており、クロム鉄鉱薄層群（LG、MG、
UG）は Critical zone 中に胚胎し、UG の最上部には
Merensky Reef（白金鉱床）が存在している。クロム
鉄鉱薄層群のうち LG（Lower Group）及び MG（Middle 

Group）は輝石岩中に胚胎しており、それぞれ 7 層及
び 4 層のレイヤーに区分される。UG（Upper Group）
は MG より上位に存在し、ノーライト・アノーソサイ
ト中に胚胎している（図２）。

ブッシュフェルト複合岩体中で稼行している主要な
ク ロ ム 鉱 山 と し て は Samancor 社 の Eastern 及 び
Western Chrome 鉱山、Assmang 社の Dwarsrivier 鉱
山、Xstrata 社の Boshoek、Kroondal が挙げられる。
上述のように、クロム胚胎層（Rustenburg 層状貫入岩
体）は東部岩体及び西部岩体に分布しており、鉱山は
両岩体の分布域に偏在している。これらの鉱山は坑内
掘りで採掘されている。

東部に分布する鉱山は、各層のうち LG6 及び MG1
を採掘対象としている。東部の LG6 は厚さ 0.15m 〜
2.25m、Cr2O3 は 44.5％〜 51.1％、Cr/Fe は 1.54 〜 1.70
であり、MG1 は厚さ 1.50m 〜 1.58m、Cr2O3 は 40.4％
〜 48.1％、Cr/Fe は 1.61 となっている。一方、西部で
は LG1 〜 LG6、LG6A、MG1 及び MG2 を採掘するな
ど多くの層を採掘対象としているが、LG6、LG6A 及
び MG1 を採掘している鉱山が多い。

表6. 南アフリカから日本の輸入（2010年）

（出典：日本貿易月表　2010.12）

鉱　種 単位 南ア（A） 世界（B） （A）/（B）（％） 我が国輸入ランク

フェロクロム 千ｔ 359.3 798.4 45.0％ 1

フェロバナジウム T 2,690.0 4,586.7 58.6％ 1

マンガン鉱石 千ｔ 633.0 1,102.8 57.4％ 1

白金族金属 Kg 104,496.5 146,220.2 71.5％ 1

クロム鉱石 千ｔ 15.5 116.9 13.2％ 2

ジルコニウム鉱石 千ｔ 19.0 63.7 29.9％ 2

五酸化バナジウム T 420.0 1,954.1 21.5％ 2

アルミニウム地金 千ｔ 207.3 1,716.2 12.1％ 3

鉄鉱石 千ｔ 6,215.0 134,317.3 4.6％ 3

フェロマンガン 千ｔ 34.1 132.3 25.7％ 3

ニッケル地金 千ｔ 6.3 48.9 12.9％ 4

二酸化ジルコニウム T 36.0 8,416.3 0.4％ 4

クロム地金 T 105.0 3,822.1 2.7％ 6

フェロシリコマンガン 千ｔ 6.3 267.3 2.4％ 7
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図1. ブッシュフェルト複合岩体の地質（Cawthorn et al., 2005）

図2. Rustenburg層状貫入岩体の模式柱状図（Schürmann et al., 1998）

Rustenburg層状貫入岩体
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3-2-1. 世界のクロム市場
2010 年、クロム鉱石は世界で 2,350 万ｔ生産されて

いる。主な生産国は南ア 830 万ｔ、インド 420 万ｔ、
カザフスタン 380 万ｔ（IDCA 他）であった。また、
2011 年の生産は世界合計で 2,590 万ｔに達する見込み
である。世界におけるフェロクロムの生産量は 800 万
ｔ程度で、殆どが高炭素フェロクロムとして生産され
る。フェロクロムの国別の生産量は、南ア 352 万ｔ、
中国 200 万ｔ、カザフ 100 万ｔ、インド 97 万ｔ（上位
４か国で 749 万ｔで全体の 93％）になる。

鉱石生産の主な企業は、南アでは Samancor 社（IMR）
及び Xstrata 社、カザフスタンでは ENRC 社（Eurasian 
Natural Resources Corporation）、インドでは Orissa
社及び Tata 社、トルコでは Efikrom 社、フィンラン
ドでは OMG 社等があげられる。鉄鋼用クロム鉱石及
び精鉱における Cr2O3 純分の平均は、カザフスタンが
最も高く 52％、南アは 43％、UG2 は 41％となっている。
また、Cr/Fe 比はカザフスタン及びジンバブエで 3.0
を超えるが、南アは 1.5 程度であり、UG2 は 1.2 程度と
低くなる。

日本は一部の低炭素物を除きクロムの全量をフェロ
クロムで輸入しており、輸入元の 72％が南アである。
邦 人 企 業 に よ る 南 ア に お け る 合 弁 事 業 は Hernic 
Ferrochrome 社（三菱商事：50.9％）及び NST Ferrochrome
社（日本電工：50％）がある。南ア以外ではインドの
Tata Steel 社、カザフの ENRC 社が日本市場に参入し
ているが、南アの減産をみこして新たなフェロクロム
生産者からの供給引き合いが起き始めている。

3-2-2. 南アのクロム鉱石市場
2010年の南アのクロム鉱石生産は14.8百万ｔであり、

収入は 1,700 百万 US＄。このうち輸出は 1,144 百万 US
＄、国内金属用への販売が 390 百万 US＄、これが国内
でフェロクロムに加工され輸出額は 3,428 百万 US＄と
なっている。化学分野では 166 百万 US＄の収入となっ
ている。

2010 年のクロム鉱石生産は DMR の統計では 1,020
万ｔ、ICDA の統計では 840 万ｔである。鉱石のみを
生産する鉱山（以下「独立系鉱山」と称す、UG2 を含む）
からのクロム鉱石生産は 640 百万ｔである。

2010 年のクロム輸出量は 495 万ｔであるが、このう
ち独立系鉱山は 113 万ｔ（輸出量の 22.9％）、UG2 から
は 264 万ｔ（同 53.4％）、フェロクロムまで生産する鉱
山からも 117 万ｔ（同 23.8％）が輸出されている。南
アで採掘される Cr 鉱石のうち 38％は輸出されている
が、残りはフェロクロムに加工され、そのうちの 98％
が輸出されている。

南アで生産されるクロム鉱石の最大の輸出相手先は
中国で、2010 年は 310 万ｔを中国へ輸出した。中国に
とっても、南アは最大のクロム鉱石輸入元であり、ク
ロム鉱石輸入量の 35.8％を占めている（2010 年）。中
国は南ア産鉱石を原料として、自国での安価な電力価

格を背景に、フェロクロム生産を拡大している。この
ため、中国のクロム鉱石輸入量は近年急激に増加して
お り、2009 年 は 600 万ｔ、2010 年 870 万ｔで、2011
年は 1,000 万ｔを超える見込みである。なお、南アで
はクロム開発については既存の企業以外に開発に当た
る企業が存在しない。

UG2 からの輸出量は 2000 年以降、年平均 62.1％の成
長率で拡大をしている。全輸出量に占める UG2 の割合
は 2005 年には 10％程度であったが、2008 年以降は
50％を超え、これらはほとんどが中国向けとなってい
る。

南アにおける PGM 鉱石の埋蔵量は Merensky に 406
百万ｔ（PGM 量で 60 百万 oz）、UG2 に 997.5 百万ｔ（同
137 百万 oz）で、現在では UG2 が埋蔵量の 70％を占
める。かつて UG2 は処理が難しかったが、技術が開発
され利用可能となった。UG2 がどれくらいの割合にな
る の か は 把 握 し て い な い が、2011 年 に は Anglo 
American からは 180 万ｔ出てくる見込み。UG2 のリ
ザーブは AAC で 640 百万ｔである。さらに尾鉱に 170
百 万ｔ（UG2＋ Merensky） あ る。Union、Waterval、
Amandelveld から供給可能で 2 百万ｔになるが、ほと
んどが西部岩体からの供給である。UG2 の Cr2O3 は
10 − 25％で LG に比べて低いが、中国は低品位クロム
鉱も受け入れているため、このような原料を中国へ輸
出することを考えているとされる。ただし、Anglo 
Platinum は PGM を開発することを本業としており、
同様に PGM 生産者は、クロムの生産はあくまで PGM
生 産 の コ ス ト カ ッ ト 要 素 と 考 え て い る（Anglo 
American, 2009）。

また、LG と UG2 では Cr/Fe が異なることが問題で
ある。具体的には UG2 では 1.36 で LG の 1.55 に比べて
Cr 成分が少ない。例えば LG 起源の原料から作られた
フェロクロムは一般に Cr 分が 53.5％になるが、UG で
は 49.5％にしかならない。半分配合することで 51.5％
となるが、Cr/Fe が低いことから日本では処理できず、
中国向け製品で検討され、実際輸出の全てが中国向け
となっている。

3-2-3. 電力問題の影響
これまで南アは、Eskom 公社の供給する安価な電力

料金に支えられる形でフェロクロム生産の国際競争力
を保持してきたが、2009 年以来、Eskom は毎年電力料
金を約 25％引き上げている。電気代は 2015 年には US
＄20/Mwh を超えることになる。そうなると電気代が
世界的にも高いグループとなり、フェロクロム生産は
不利になる。南アでのフェロアロイの生産の 75％はフ
ェロクロムで、電気代金が高くなるためフェロマンガ
ン生産にシフトが始まっている。

現在でも南アでは電力事情を考慮して毎年冬季に減
産操業しているが供給不足となっている。それでも供
給が十分でなくなってきている。南アのフェロクロム
生産シェアは 2000 年まで世界の 50％以上を維持して
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いた。しかし、この影響で 2007 年以降 40％に落ち込
んで、2009 年には 38.5％まで下がっている。今後電力
事情がさらに悪化すれば、南アからのクロム輸出は鉱
石が主となり、一段とフェロクロム生産シェアは落ち
込むことが予想される。南ア政府が目指す高付加価値
化政策への逆行や、国内における雇用問題などの発生
が懸念されている。

これらを背景に南アにおけるクロム鉱石への輸出税
負荷について議論がされている。インドではすでに輸
出税がかけられておりその科料は 2008 年には 2,000INR
から 3,000INR（ドルで 43US＄相当）に増加となった。
また、ジンバブエではすでに鉱石での輸出を禁止とし
たが、ジンバブエの輸出量は少なく世界市場に与える
影響は限定的である。現状では南アからは鉱石輸出が
19.3％増 加 し て、 特 に UG2 の Cr/Fe の 低 い も の が
57.7％と増大している。なお、中国の鉱石輸入は 2011
年には 1,000 万ｔを超える見通し。輸出税の賦課は現
時点では好タイミングでないが、中長期的には実施す
べきと考えられている。NUM はクロム鉱石の輸出に
関して、特に中国向けの輸出を緊急に制限するように
求める声明を 2011 年９月末発表した。その中で「中国
はクロムの市場価格決定における同国の影響力を強化
するため、主に南ア産クロム鉱石の備蓄を行っている」、
と述べている。NUM はこのような状況を「一種の植
民地化」であるとして懸念を表明し、全ての利害関係
者に対して南アにおける高付加価値化を加速させるた
めに協力するよう呼びかけている。

3-2-4. その他
南アでは白金並びにクロム鉱山の安全規制強化がう

たわれている。具体的にはピラー間隔を 10m 〜６m に
狭めることで安全性を 40％増加させるというもの。し
かし、この影響で 2010 年には生産性が８％、2011 年
には 20％低下するといわれている。

3-3. マンガン
南アの主要なマンガン鉱床は、Northern Cape 州の

原生代のトランスバール累層群中に分布しており、裂
罅充填型鉱床及び同生鉱床の２種類のタイプがある。
裂罅充填型鉱床はドロマイト中の残留鉄に富むマンガ
ン鉱石であり、同生鉱床は層状鉄鉱層（BIF）中に挟
在する炭酸塩鉱物に富むマンガン鉱床である（図３）。

同 生 鉱 床 の マ ン ガ ン 鉱 床 は KMF（Karahari 
Manganese Field）が代表的なものである。KMF は
Northern Cape 州 Kuruman の北西にあるスペリオー
ル型鉄鉱床の浸食によって残留したマンガン鉱床で、
南北 40km、東西５〜 20km の盆状構造を示している。
この範囲内には多数の鉱微露頭や 10 数か所の鉱床が点
在している。平均的な Mn 品位は 40％以上で、マンガ
ンはブラウン鉱 - クトナホラ石として採掘されている。

裂 罅 充 填 型 鉱 床 の 代 表 的 な も の は PMF
（Postmasburg Manganese Field）で、Postmasburg か

ら北に 65km ほど離れたところに分布している。トラ
ンスバール累層群に属する Campbell Rand 亜層群中の
炭酸塩岩中に胚胎している。マンガンに富む泥がドリ
ーネなどの割れ目を充てんしたもので、マンガン鉱物
はブラウン鉱やビクスビ石である。マンガン含有量は
20 〜 50％と変化に富み、冶金用途として用いられた。
Mn：Fe 比は西部では３：２〜４：１で、東部では
10：１以上となる。KMF からの産出が多いために、現
在はほとんど採掘されていない。

南アのマンガンは Northern Cape 州の Hotazel にあ
り、2009 年米国地質調査所によれば 130 億ｔの資源量
が存在する。

KMF はヨハネスブルクから南西に 700km にある
Northern Cape 州に存在し、世界の 80％の高品位マン
ガン鉱を南北 40km 東西５km 〜 15km の大ベーズン構
造の中に胚胎している。概ねの傾斜は北西になる。当
地域では最上位に Transvaal 系がおよそ 300m 存在し
その直下に Kalahari 累層の砂岩とカルクリート並びに
Karroo 系（ti l l i tes）、Waterberg 系（shales、
quartzites）が分布する。ほぼ水平の層状マンガン鉱床
が Transvaal 系 の 最 上 位 に あ る 鉄 鉱 層 Voëlwater 
Formation 中に胚胎している。

主な生産企業は Samancor 社と Assmang 社で、年
間４百万ｔの鉱石を生産している。Assmang 社は
1935 年 に 設 立 さ れ た も の で、African Rainbow 
Minerals 社 と Assore 社 と の 合 弁 事 業 で あ る。
Assmang 社は Nchwaning 鉱山と Gloria 鉱山を稼働し
ている。Nchwaning 鉱山は 1972 年に Nchwaning 1 が、
1981 年に Nchwaning 2 が、2001 年に Nchwaning 3 が
生産開始した。Gloria 鉱山は 1978 から生産を開始して
いる。生産能力は各鉱山とも年間百万ｔであるが増産
工程にある。Nchwaning 1 は採掘が終了している。
2010 年６月には 5 億 ZAR を投じた選鉱プラントが完
成して処理能力は 3 百万ｔから 6 百万ｔに倍増してい
る。

鉱 石 は 塊 状 で マ ン ガ ン 含 有 量 は 概 ね 48％で
Nchwaning 鉱山では特に燐成分は低く、Gloria 鉱山で
はマンガン鉄比が比較的高い。2006 年時点での埋蔵量
は合計 192 百万ｔ、資源量は 428.4 百万ｔである。2010
年のデータによると Nchwaning の概測＋精測資源量は
30,749 百万ｔで、Gloria は 12,163 百万ｔである。両鉱
山ともルーム・アンド・ピラー法による坑内掘りで採
掘されている。採掘された鉱石は一部 KwaZulu-Natal
州の Cato Ridge 自社設備でフェロマンガンに加工、残
りの鉱石と同様海外に輸出されている。

Samancor Manganese 社は BHP Billiton 社が 60％、
Anglo American 社 が 40％を 保 有 す る 合 弁 事 業 で
Hotazel マンガン鉱山を操業する。同鉱山は Assmang
同様に Kalahari Basin に位置し Samancor Manganese
社が 91％、残り９％を Ntsimbintle Mining 社が所有す
る。同社はまた Wessels（坑内採掘）と Mamatwan（露
天採掘）を操業している。
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3-3-1. 南アのマンガン市場
2010 年 の 世 界 の マ ン ガ ン 鉱 石 生 産 は IMnI

（International Manganese Institute）によると 47 百万
ｔ（Mn 純分で 14.8 百万ｔ）となった。2009 年比で
32.4％、2008 年の 45.5 百万ｔも上回ることになった。
このうち大手６社は 17.1 百万ｔで高品位鉱石を主流に
取り扱っている。９月期までは前年の減産回復に努め
たが、年末は中国の港在庫問題で、大手鉱石生産者は
生産調整に入ったといわれる。2011 年 10 月末現在の
港在庫は 376 万ｔに達している。2010 年中国が購入し
た鉱石は貿易量の 58％（11.6 百万ｔ）に達している。
中国では自国の低品位鉱石は主に電解金属マンガンに
使われている模様である。日本の輸入量は輸出貿易量
の５％にすぎない。

南アは、CIS（140 百万ｔ）に次いで世界第２位のマ
ンガン埋蔵量を誇る（130 百万ｔで世界の埋蔵量の
24.1％）。南アのマンガン鉱石生産量はここ 10 年で年
率７％成長しており、2010 年は 7.12 百万ｔとなった。
うち 97％が輸出に回っている。南アで生産されるマン
ガンの最大の輸出相手先は中国である。中国は南アか
らのマンガン鉱石輸入を急拡大させており、南アから
の輸入量の直近 5 年間の伸び率は年率約 50％と驚異的
な勢いであった。2010 年、中国におけるマンガンの輸
入相手先第１位は豪州であるが（3.16 百万ｔ）、南アが
肉迫しており（3.12 百万ｔ）、2011 年は南アが豪州を
抜いて１位になる公算が高い。

3-3-2. 新規プロジェクト情報
Kalagadi マンガンプロジェクトは 2010 年末でメイ

ン立坑が使える段階まで達しつつある。2012 年７月に
は 250 万ｔ/ 年生産を開始する予定で、１日 10 列車が
輸送に必要となる。トラックにすれば１日 200 台とな
り、いかに輸送体制を整えるかに問題がある。さらに、
生産開始前から電力獲得問題が起きている。

Northern Cape 州で数年前より開発に着手されてい
た Kalahari-Hotazel 地区の低品位（Mn37 〜 38％）マ
ンガン鉱山開発が具体化、輸出市場に動きだす。2009
年 11 月から Renova 鉱山（山元 UMK）からの低品位
マンガン鉱石が輸出市場に乗り出したが、2010 年
10 − 12 月期から AML 社（Asia Minerals Ltd.）と現
地 BEE 企 業 の MUC が 開 発 中 の Northern Cape 
Manganese 社の低品位マンガン鉱山が生産・出荷体制
に入る。同鉱山の開発規模は第１期では年産 150 万ｔ
である。

このほか、Kalahari 地区で低品位マンガン鉱山の新
規開発を手がけているのは Kalagadi Manganese（年産
240 万ｔ、マンガン焼結）、Tshipi Kalahari Manganese
社（年産 200 万ｔ）がある。これらのマンガン鉱山も
Kalagadi 鉱山が 2010 年、Tshipi 鉱山が 2013 年操業開
始を目指している。

Kalahari-Hotazel 地区の新規マンガン鉱山開発はす
でに欧州（Arcelor-Mittal）、韓国（Posco 社）が資本
出資の形で参画しているが、中国も Sinosteel 社が

図3. 南アのマンガン鉱床分布（Astrup and Tsikos, 1998）
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Renova 鉱山の買収に名乗りをあげている。
Kalahari-Hotazel 地区の低品位マンガン鉱山はすで

に Mamatwan 鉱 山（BHPB=Samancor）、Gloria 鉱 山
（Assmang）が古い歴史を保有しているが、南アの
BEE にともない独占されていたマンガン鉱区の開放が
進展して、いよいよ操業開始が指呼の間にせまってき
た。

新規鉱山の生産規模は上記のとおり年間 150 〜 240
万ｔであり、大規模開発に加え殆どが露天掘鉱山とい
う採掘条件良好でマンガン鉱石の採掘山元コストがト
ン当たり 15 〜 20ｔと世界最強の低コストと評価され
ている。輸送手段が解決すれば、世界のマンガン鉱石
需給緩和に一石を投じる形となる。しかし、陸上の輸
送手段の解決にはなお大きな壁がある。南アの国営鉄
道会社（Transnet）の経営が硬直化して拡大見込みが
遠い。Kalahari から出荷積み出し港（Port Elizabeth 港、
Caega 港）への輸送ルートの整備に各鉱山会社は智恵
を絞っている。現状、新規開発計画のある Caega 港の
具体化には多くの障害が残されている。鉄道輸送力に
依存しなくとも現在の高値指向中のマンガン鉱石の国
際市況を土台にする限りトラック便を使用しても充分
採算性は確保できると山元各社は読んでいるともいわ
れている。

以下は 2010 年の調査での数字だが、低品位マンガン
鉱石の主要市場である中国およびアジア向け相場は
Mamatwan 鉱山の鉱石（マンガン分 38％の塊鉱）の相
場が、2010 年５月積みが Mn1％ CIF で 6.85US＄、６
月積みが同 7.70US＄であった。一方、新規鉱山からの
CIF は Mn１％あたり 4.00US＄以下と想定されている。
輸出コスト（CIF ベース）は、（１）山元生産コストは
15 〜 20US＄/t、（２）国内鉄道輸送費は 54US＄/t（ト
ラック便は 80US＄）、（３）海上輸送費は 40US＄/ｔ、

（４）合計中国着コストは 109 〜 140US＄/t となる。
マンガン分 38％鉱石の CIF Mn１％当たり換算価格は
トラック便を使用しても 3.68US＄/t となる。

Kalahari-Hotazel 地 区 か ら の 積 み 出 し 港 Port 
Elizabeth までの鉄道輸送能力は 400 万ｔ/ 年程度で、
いまだ輸送枠は Samancor と Assmang のほぼ独占に
近い状態である。

3-3-3. 日本との関係
日本の主なマンガン合金鉄メーカーは日本電工

（Samancor）、 水 島 合 金 鉄（Assmang）、 中 央 電 気
（Samancor ＋ Assmang）、 神 戸 製 鋼（Samancor ＋
Assmang）等であるが、南アからは Samancor（BHP 
Billiton＋ Anglo American）と Assmang から原料を
調達している。日本のメーカーは高品位マンガン鉱を
好むため、調達先が限られている。中国が低品位鉱石
を引き取っており、すでにガリバーとなっているので、
日本の取引は弱い状態にあると言える。

日本は鉱石、合金鉄、酸化、金属の形でマンガンを
輸入しているが、鉱石は南ア（628 千ｔ）、豪州（288

千ｔ）、ガボン（134 千ｔ）からの輸入（2010 年推計）
となる。フェロマンガン（シリコを含む）は国内消費（808
千ｔ）のうち 62％の 499 千ｔを生産しており、フェロ
マンガン輸入（399 千ｔ）のうち豪州 43 千ｔ、南ア 34
千ｔ、韓国 31 千ｔとなっている。

3-4. バナジウム
南アのブッシュフェルト複合岩体は、白金族鉱物や

クロムを産することで有名であるが、バナジウムにつ
いても世界の生産量の実に 35％を産する重要な供給源
となっている。含バナジウム・チタン磁鉄鉱層は上部
ゾーンにのみ産し、厚さ数 cm から数 m で 21 枚が確
認されている。とくに採掘の対象となっている主磁鉄
鉱層は厚さ〜 2.5m で延長 100km 以上に亘って連続す
る。

南 ア に お け る バ ナ ジ ウ ム の 生 産 は、Highveld、
Vametco、Xstrata が実施しているが、日本企業では日
本電工と Vanchem の合弁 Ferro-Vanadium 生産プロ
ジェクト（SAVJ）がある。プラントはヨハネスブルク
の東約 200km の Witbank（Emalahleni）に位置する
Evraz Highveld's Iron Plant（VVP）内にある。

当初、日本からは日本電工（40％）の他、粟村鉱業
（10％）が参加していたが、粟村鉱業の権益分は三井物
産が引き取った。この 10％は 2010 年２月日本電工が
引き取り、現在の権益比率となっている。Evraz が
Highveld を買収したものの、EU から公取クレームが
あり、08 年８月 Highveld 社はバナジウム事業をスイ
スの鉄鋼トレーダーである Duferco 社に売却。Duferco
はバナジウム事業運営のため、100％子会社 Vanchem
を設立し、SAJV の 50％株主とした。経営方針に変化
はなく、コスト競争力を強化し、拡販を図る計画

（Duferco はブラジルで誕生したスイス企業で、鉄鋼関
係では大手）。

SAVJ を例にすると、原料となる鉱石は Mapochs で
採掘されている（露天掘り鉱山で Witbank の北東
140km の Roossenekal 近郊に位置する）。鉱石は２層
の Seams 状に胚胎しており、Top Seam は地表付近に
分布し、層厚は 1／3 ｍ程度。Main Seam は、 さらに２
層からなり、合計で２m の層厚がある。鉱山では Strip 
mining methods で採掘され、破砕、洗浄、スルリーニ
ングされる。処理された鉱石は、Mapoch 鉱山から貨
車（Transnet）で Evraz Highveld's Iron Plant に運ば
れる。

バナジウム原料は２種類あり、ひとつは鉱石が粉状
のもの、もうひとつが鉄鋼スラグである。バナジウム
は Fe、V2O3・Fe、TiO4 の状態で鉄鉱石として産出さ
れ（品位は Fe 成分：56％、V 成分：1.6％）、鉱石のう
ち７割を占める Lamp は鉄鋼用に使用されるが、残り
３割の粉状鉱石（5mm 以下のもの）が V 用原料となる。
鉄鋼スラグは Evraz Highveld's Iron Plant で排出され
るもので、鉄鉱石は電気炉で溶解され、V はスラグ側
に分配されている。スラグ中には 20％程度の V が入っ
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ている。
原料はボールミル（２基）で１mm 以下に磨鉱される。

更に磁力選鉱され脈石（10％）、磁鉄鉱等（90％）に選
別される。磁鉄鉱等はキルン（100m、90m、80m の３基）
で 焙 焼（1,200 ℃） さ れ、NaSO4、Na2CO3、NaCl と
V2O5 が Na2VO3＋ SO4 になる。Na2VO3 は溶解され、
Fe（Ti）3O4 などは固体のまま沈殿する。溶液から V が
抽出され、残差は銑鉄としてダムにストックされる。
以上の処理を受けた原料 V2O5 が VVP 社から SAJV に
提供される。フェロバナジウムは Durban 港へトラッ
クで輸送され、Durban 港から日本へは１か月ほどか
かる。

4. 鉱業法と鉱業憲章
南アでは 2009 年４月に大統領選挙が行われ、翌５月

に、Zuma 新 大 統 領 の 下、 鉱 物 資 源 大 臣 に Susan 
Shabangu 氏が就任し、今後の鉱業政策として、鉱山
保 安 対 策 の 重 視、 鉱 業 憲 章 で 定 め る BEE（Black 
Economic Empowerment）政策の見直しを重点的に行
い、また、国営鉱山企業の設立可能性の調査検討を行
うことを表明した。

4-1. 鉱業法
南ア政府は、アパルトヘイトは数々の所有権が白人

や大資本に集中することを促し、HDSAs（Historically 
Disadvantaged South Africans：いわゆる黒人）に経
済的不公平が課せられたとした。この傾向は、特に鉱
業界で著しく、現在なお白人による支配が業界におよ
んでいる。

鉱業界における不公平は、単にアパルトヘイトによ
るのみでなく、南アにおける資源所有のあり方の特異
性にも由来し、外国企業の参加機会をも奪ってきたと
される。南ア政府はこの状況を是正するため、1998 年
末に鉱業政策に関する白書を提出した。

世界の大多数の国では、地下資源は国家に属し、個
人や団体はこれを利用することでその対価を鉱産税な
どの形で納めている。また、地下資源を探すためには、
国から探鉱権などの権利を得、権利が保障される代わ
りに鉱区料など何らかの対価を支払っている。しかし、
南アの旧鉱業法には、いわゆる鉱産税もなければ鉱区
料にあたるものもなく、金とその他の鉱種で計算方法
が異なるものの、基本的に、鉱業会社は一般の産業活
動と同様な収益計算に基づいて税金を納めているだけ
であった。なぜならば、南アでは地下資源が国家に属
さず、不動産の所有が Roman-Dutch law に起因し、土
地所有者は土地に付随する全ての所有権を地球の深部
まで有するとされていたからである。したがって、
Mineral Rights（ここでは「資源所有権」とする）も
不動産所有者の権利に含まれ、例えば相続などを介し、
地上権から切り離し売却したり貸付けたり、また、そ
の他の方法で譲渡することができた。

このため、沿岸など地上権を設定できない一部を除

き、資源所有権は地上権者に属し、国有地では国や州
に属していた。どちらの場合も鉱業会社が資源所有権
の買い取りもできるし、リースという形で土地所有者
にロイヤルティを支払うこともあった。

白人政権下、黒人はホームランド（黒人居留地）以
外で不動産を持つことが許されなかったため、農地は
白人が所有し、また、国有地の有望な地域の資源所有
権は企業が買い取っており、従って資源所有権は旧鉱
業法上、白人の手中に集中した。1990 年代末の所有の
割合は南ア全土で民間が２に対し国家は１であると言
われていた。

この不公平を是正するため、The Department of 
Minerals and Energy（以下 DME）は、南アの鉱業及
び 鉱 物 政 策 の 再 検 討 に 乗 り 出 し、1994 年 11 月
"Principles on which a minerals and energypolicy 
should be based." という討議文書を公表した、1998 年
10 月に白書の発表となった。この白書の中で政府が特
に力を入れた鉱業政策は、資源所有権の国家管理、
HDSAs の経済力と地位の向上、新規鉱業投資者の受入
体制の整備、労働環境の改善と雇用の確保で、これを
具体化する方法として、企業が鉱区税等を国に支払う
という方向を打ち出した。The Mineral and Petroleum 
Resources Development Bill（MPRD：以下「新鉱業法」
と記す）が 2002 年７月 23 日に国会を通過し、資源所
有権は 2004 年５月に有効となり、旧法律で登録される
鉱業件の移行申請は 2009 年３月に期限が設定された。

しかし、2007 年の環境影響アセスメントを含む
MPRDA 改定草案により、鉱業権更新審査は遅延が懸
念された。本改定草案では、国家環境管理法（NEMA：
National Environmental Management Act）に定めら
れている環境影響評価書（EIA）の審査当局が、鉱物・
エネルギー省（DME）から環境・観光省（DEAT：
Department of Environmental Affairs and Tourism）
に移管させると混乱を招くと予想している。2007 年６
〜 11 月間に、1,163 件の探鉱権が申請されたが、たっ
たの１件しか承認されずまた同時期に 453 件の鉱業権
申請に対し５件しか承認されなかったように、鉱業権
申請の見直しには時間を要したため、DME の管理・処
理能力が問われた。

旧鉱業権の移行手続きについては、2008 年の段階で、
大企業関係では殆どが申請され、探鉱権の段階にある
案件では、申請の是非について賛否選択が検討された。
採掘計画等の適切さについては申請毎に DME による
確認作業が実施された。関係情報は、ごく限られた担
当のみが把握しているが、達成率はおおよそ 70％程度
と推定された。金、白金、フェロアロイ関係など大企
業は殆ど申請・認可が終了しているが、砕石などの関
係者には小さな鉱業者が多数存在し、これらの分野で
の進捗率が好ましくない状況であった。手続きが進ん
でいない理由のひとつに、適当な BEE との連携できな
い、事務手続きの不慣れなども挙げられていた。鉱業
権 の 更 新 手 続 き は、2004 年 に 鉱 業 憲 章（Mining 
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Charter）が制定され、既存鉱業権者の見直しと BEE
被益者への権益譲渡の加速化が図られることとなり、
鉱業権の概得企業は、2009 年４月 30 日までに、企業
の BEE 政策への取組みの程度を示すスコアカード（職
業訓練、雇用機会均等、地域社会への還元、住宅の提供、
権益持分など９項目に達成度を記入）と、その労働及
び社会計画書を提出して、鉱業権を再申請（更新）す
ることが求められている。リーマンショックによる景
気の傾むきで、BEE に回る資金が滞り、この時点で遅
滞している案件の申請はより困難であると懸念された。

4-2. 鉱業憲章
旧来の採鉱権を新規の採鉱権に切り替えるためには、

鉱業憲章の目標を達成する必要がある。鉱業憲章は
2002 年 10 月に公表され、その後、2003 年２月には新
規の権利を申請する企業のための指針としてスコアカ
ードが公表された。スコアカードの９つの基準は次の
とおりである。

● 報告
● 企業所有権
● 生活環境
● 調達
● 雇用機会の均衡
● 人材開発
● 地域開発
● 付加価値化
● 持続可能な開発

最重要目標は、黒人の経営参加すなわち所有権を
2009 年までに 15％、2014 年までに 26％に引き上げる
というものである。そのほかにも、黒人マネージャ比
率を 40％とすることや資材の調達における黒人サプラ
イヤー優先というものであった。

当初、たとえば「女性を 10％雇う」という項目での
達成が懸念された。しかし、BEE に関する鉱業権益の
移行はこれまでは順調に進み、鉱業憲章に表記される
事項は概ね対応可能な見通しとなった。付加価値化に
ついては、それ自体だけで対応は困難な場合があり、
その場合、BEE 権益取得率を 26％以上として相殺を活
用するという手段も検討されている。その他、マネー
ジャクラスの登用など問題なく進んでいる。公表当初
から 2009 年に見直しが実施されることになっていた。
その改訂は、各関係機関との調整に手間取り難航した
が、2010 年９月 13 日、一年遅れで内容が公表された。
鉱業大臣は、2010 年時点では BEE の目標ターゲット
に達することができなかった項目がいくつか存在し、
特に BEE 権益については、2009 年目標 15％以下の、
企業平均 8.9％しか遵守できていなかったと警告した。
今回の改訂には、BEE 権益取得の促進、労働者の技術
スキル訓練の充実等を厳格化する内容が盛り込まれた。
特に、法的拘束を明示、不遵守企業は、探鉱権・鉱業
権の無効、罰則の対象となり得るとした。具体的には

BEE 取得権益の目標は 26％、BEE 企業からの資本財
の調達 40％、サービス調達 70％、消費財調達 50％な
どである。また、年間収益の 0.5％を社会開発ファンド
に、支払い給与総額の５％を人材育成に利用すること
も盛り込まれている。

一方、付加価値化に関する戦略で定められた 10 種の
鉱物（金、白金族金属、ダイヤモンド、鉄鉱石、クロム、
マンガン、バナジウム、ニッケル、チタン、石炭 / ウ
ラン）の付加価値化の達成レベルによっては、BEE に
移行すべき権益 11％のオフセットが可能と義務緩和が
なされた。なお、Shabangu 鉱物資源大臣は 2011 年６
月１日、国会において予算決議に関する演説を行い、
その中で国内の鉱業における高付加価値化戦略を近々
内閣に提出することを発表、2011 年６月９日付加価値
化戦略を承認し、Zuma 内閣は声明文の中で「高付加
価値化戦略は、鉱物資源が南アにもたらす優位性を国
家の競争優位性へと成長させるための枠組みを提供す
る。また、国内外の投資家にとっては、南ア経済にお
ける高付加価値化産業及び製造業への投資を行う好機
となるだろう。」とコメントしている。

南ア全国鉱山労働者組合（NUM：National Union of 
Mineworkers） の 代 表 は、HDSA（Historically 
Disadvantaged South Africans）への利益還元の増加
のためにも、遵守の取り締まり強化を歓迎している。
他方、南アの法律分析や市場分析の専門家等は有用な
内容も多くあるが、曖昧な点を残す可能性もあると指
摘する。南ア鉱業協会（Chamber of Mines）の代表者は、

「今回の鉱業憲章の発表は、改訂内容に係る方向性を示
すものであり、完結したことを意味しているのでは無
い」とコメントしていた。

4-3. 南ア BEE権益取得の現状
南ア鉱物資源省（Department of Mineral Resources：

DMR）は、BEE 権益取得目標は 2009 年までに 15％で
あったが、実際に HDSAs に譲渡されたのは 8.9％であ
り目標値を下回っていたと発表した。ただし、BEE 政
策の実施状況には進展が見られ、2014 年までの目標
26％を達成できることを確信しているとコメントした。
しかし、南ア鉱業協会は国会でプレゼンテーションを
行い、同協会会員会社は既に目標値を超える平均 28％
を HDSAs に移行していると主張した。

2011 年９月の現地インタビューでも、南ア鉱業協会
は会員企業が政府に提出したレポートを協会にも提出
させ調査を実施したという。協会会員は殆どが優良企
業であり、これをもとに集計すれば良い結果となるの
は当然で、会員会社で 15％を下回っている会社は 1 社
も無かったという。SAMDA（South African Mining 
Development Association）など小規模鉱業では達成率
が５％とみられている。

政府と協会で数値に大きな違いが起きる理由として
まず考えられるのが、上記のような対象会社母集団の
違い。次の理由として考えられるのが、企業の発行済
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み株式の分母の考え方である。政府は全世界での発行
株式を分母にしているが、協会は南ア国内での発行済
み株式を分母としている。また、BEE 企業として分離・

独立させた場合の、たとえば Exxaro 社や ARM（African 
Rainbow Minerals Ltd.）社の換算の仕方にも違いが見
られる。

4-4. 鉱業憲章目標未達に関する議論
南ア鉱物資源省の鉱業政策開発部長 Andre Andreas

氏は、鉱業憲章の不遵守に対する罰則強化を検討中で
あることを明らかにし、「鉱業憲章を遵守できなかった
鉱山会社に対する罰則の強化を検討している。」と語っ
た。

2010 年９月に改訂された鉱業憲章では、BEE の目標
値をクリアしない場合、ペナルティーを課されるかラ
イセンス剥奪になる。ペナルティーの中身は未定であ
るが、罰金となると思われる。罰金の額は明らかにな
っていない。ライセンス剥奪に係る手続きについては
鉱物・石油資源開発法で規定されており、剥奪される
前に企業は抗弁する機会を与えられている。

この改訂前の鉱業憲章では、スコアカードのすべて
の項目をクリアしなければライセンス剥奪の恐れがあ
った。現行の鉱業憲章は、改訂前に比べ、BEE 達成に
関して確実にクリアすべきものと柔軟に対応するもの
のバランスが改善されている。例えば、人的投資の支
出額のうち、３％以上を黒人労働者に対して支出して
いるか等の点を足し上げて合計点を出す仕組みである。
Ownership、Accommodation、Reporting が 3 つ の 大
きな基準となっているが、不明確なところがまだかな
りあり、これを明確にしてゆく必要がある。なお、南
ア鉱業協会では現行の鉱業憲章の内容を好意的に受け
止めている。

表7. 鉱業憲章におけるスコアカード

（出典：南アフリカ鉱業省）

項目 内容 指標
2014年までの

達成目標

進捗度指標 得点の
加重割合2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

報告
鉱業憲章の遵守
レベルを報告

鉱業省が報告受領書を発行 年１回 2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 −

企業の所有
HDSAの資本参
加比率向上

意義ある経済参画 26％ 15％ 26％
−

株主の全面的な権利付与 26％ 15％ 26％

住居・生活状況

労働者住居施設
の改修、１人当
たり１部屋を提
供

１部屋当たりの住居人数の減少
住居施設に占
める１人１部
屋の割合

基準値 25％ 50％ 75％ 100％

−

家族単位の宿泊
施設への改修

ホステルの家族単位の宿泊施設への変更
比率

家族単位の宿
泊施設建設

基準値 25％ 50％ 75％ 100％

調達・企業育成

BEE企業からの
調達

資本財 40％ 5％ 10％ 20％ 30％ 40％ 5％

サービス 70％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 5％

消費財 50％ 10％ 15％ 25％ 40％ 50％ 2％

多国籍企業の社
会開発基金への
貢献

多国籍サプライヤーからの年間調達額
調達金額の
0.5％相当

0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 3％

雇用均等 労働者の多様化

経営者（トップ）に占める HDSAの割合 40％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 3％

経営者（シニア）に占める HDSAの割合 40％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 4％

経営者（中間）に占める HDSAの割合 40％ 30％ 35％ 40％ 40％ 40％ 3％

経営者（ジュニア）に占める HDSAの割合 40％ 40％ 40％ 40％ 40％ 40％ 1％

中核技術者に占める HDSAの割合 40％ 15％ 20％ 30％ 35％ 40％ 5％

人材開発 技能開発 年間給与に占める人材開発費の割合 5％ 3％ 3.5％ 4％ 4.5％ 5％ 25％

鉱山周辺の地域
開発

地域開発のため
のニーズ調査・
分析の実施

地域開発事業の実施 事業実施 − 15％

持続可能な開発
と成長

環境マネッジメ
ントの改善

環境マネッジメントプログラムの実施 100％ − 12％

健康で安全な鉱
山に向けた運営
改善

健康・安全のための活動実施 100％ − 12％

在南アの研究施
設を活用したサ
ンプル分析

南アの研究施設にあるサンプルの割合 100％ 基準値 25％ 50％ 75％ 100％ 5％

付加価値化

鉱山会社による
付加価値化への
貢献（この指標
は 2012 年 よ り
有効）

基準値を上回る追加生産による国内での
付加価値化

基準値を上回
る付加価値化

鉱物ごとに別途規定 −

合計 100％
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4-5. 鉱業権手続きの不手際と投資家の信頼度低下
南アでは 2010 年、Lonmin 及び Kumba 社等との論

争が起こった主因でもある鉱業権・探鉱権の付与に関
することが問題となり、投資家の信頼度が低下した。

この問題は、南ア鉱物資源省（DMR）が、Anglo 
American の子会社 Kumba Iron Ore や Lonmin の大手
鉱山企業が鉱業活動中の鉱区において、BEE 有力者が
経営する企業に探鉱権を付与し、DMR はその行為を
MPRDA（2002 年作成、2004 年施行）に則って『合法』
と主張していることである。DMR は 2009 年 11 月、鉱
業権の見直し手続きにて世界鉄鋼大手の A Mittal 社が
更新できなかった Sishen 鉱山の権益 21.4％を、BEE 有
力実業家の投資家を含む Imperial Crown Trading へ

（探鉱権として）付与した。Anglo American の子会社
Kumba は、残りの権益 78.6％を保有する Sishen 鉱山
の操業者であるが、2010 年２月に本付与を初めて知ら
され、また、同権益の継承を申請していたのに不条理
に却下されたとして、本事例を最高裁判所へ起訴する
方向である（ニュース・フラッシュ 2010 年 10-33 号

「Lonmin と南ア鉱物資源省との対立」参照）。
この課題を解決するため、Shabangu 鉱物資源大臣

は 2010 年８月 17 日、『南ア鉱業部門に持続可能性を齎
す方法』と題したブリーフィングを行った。同大臣は
新鉱業法の曖昧さの他に同省の鉱業・探鉱権の管理能
力の欠如を課題として認識し、新鉱業法を明瞭化、鉱業・
探鉱権の管理局の統合化及び情報公開することを指示
した。具体的な要点を、以下に記載している。

・利害関係タスクチームは、新鉱業法の改正案を国
会に 2010 年末に提出する。

・2010 年９月１日より、電子媒体による鉱業権・探
鉱権の管理システムを導入する。

・地方ライセンス管理局の管理能力を改善、発行は
プレトニア本部のみとする。

・探鉱権のオーバーラップの問題は、今後３か月で
解決する方針である。

改正案については、特に Lonmin との問題の原因と
なった First comes, First served（先願主義）の申請
処理の順序の部分や、副産物の利用権についてが検討
される。旧鉱業法では鉱業権の個人保有が認められ、
ライセンスを得た鉱区でのすべての鉱物の利用が明確
に認められていたが、現行の新鉱業法では副産物に関
して明記されていなかった。

DMR は、2011 年４月 19 日、2004 年以降に発行され
た 3,266 件の探鉱権及び採掘権に対して、434 件に違反
があるとして取り消しの旨を通知した。規定違反の内
容としては、許認可後 120 日以内に探鉱活動を開始し
なかったこと、許可を受けた探鉱活動の内容からの逸
脱があったこと、DMR に提出した情報に虚偽があった
こと、などが含まれている。また、環境要求事項の不
履行があった 713 件に対しては、違反の是正を要求す
る旨の通知を発行した。環境要求事項の不履行が是正
されない場合は、付与された権利が失効する可能性が

ある。
管理システムの導入に際しては、DMR のウェブサイ

トを通じて関係者全員が探鉱・鉱業権情報にアクセス
できるようになり、鉱業権・探鉱権付与の透明性を向
上することとされた。DMR は、新規の電子媒体による
鉱業権、探鉱権の管理システム導入のため、2010 年９
月から探鉱権の申請受付を 6 か月間停止すると発表し
た。また、その間に新鉱業法の施行後に更新、承認さ
れた鉱業権、探鉱権の包括審査を行うとした。探鉱権
の申請の受付は 2011 年４月 18 日から再開された。

4-6. Black Eliteの存在
Black Elite（一部の黒人が裕福になる）の問題は依

然として存在し、これに対処するためには ESOPs
（Employee share ownership schemes）がますます重
要になる。労組は、ESOPs を未だ導入していない企業
に対し ESOPs の導入を要望している。鉱業憲章の精神
は不利益を被った人種（特に黒人）に広く利益を享受
させることであるが、Black Elite はその精神に反する。
Black Elite の問題が即座に解決するとはみられていな
いが、現在の格差拡大は社会にとって許容できないレ
ベルにまでなってきている。何らか対策を講ずるべき
と考える。2010 年、鉱業分野では５人の Black Elite

（Patrice Motsepe、Tokyo Sexwale、Sipho Nkosi、
Lazarus Zim、Cyril Ramaphosa）がリストアップされ
ていたが、The Rich List が 2011 年９月初めに公表さ
れた地元紙“Sunday Times”で、Optimun（石炭鉱山）
を所有する Mike Teke の名前が載った。ちなみに９月
の黒人資産家ベスト 10 は以下 Who Owns Whom and 
Who's Who SA による個々人の情報は以下のとおり。

1. Patrice Motsepe
Number 1 on the overall list of the richest individuals 
and companies in South Africa, Motsepe is worth at 
least R23 billion.
This qualified attorney also owns a stake in mining 
firm African Rainbow Minerals and Sanlam. Motsepe 
is a former president of the National Federated 
Chamber of Commerce and Industry.
This week he was elected as chairperson of a steering 
committee comprising presidents of national black 
organisations and black business stalwarts that will 
lead an organisation that broke away from Business 
Unity South Africa.

2. Cyril Ramaphosa
Politician and businessman Ramaphosa's wealth sits at 
R2.2 billion.
He has stakes in Assore, Bidvest, Mondi, MTN, 
SABMiller and Standard Bank. Ramaphosa is a 
qualified attorney who also used to be legal adviser 
for the National Council of Trade Unions. He bought a 
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stake in the McDonald's franchise in South Africa this 
year.
Ranked 13th on the overall list.

3. Sipho Nkosi
Exxaro chief executive Nkosi's wealth is R1.6 billion.
He also owns a stake in Sanlam. He was a founder 
and chief executive of Eyesizwe Coal, one of SA's 
largest coal producers.
Prior to founding Eyesizwe in 2001 he spent three 
years with Asea Brown Boveri Sub Sahara Africa and 
Alstom SA, initially as managing director of ABB 
Power Generation（SA） and then as country manager 
of ABB/Alstom Power until December 2000.
From 1993 to 1997 he was marketing manager for 
Billiton Limited.
Ranked 22nd on the overall list.

4. Vincent Mntambo
Exxaro director Mntambo is worth R914.9 million.
He is also chairperson of ASG Consulting Solutions. 
He is a former lecturer at the University of Natal, 
executive director of the Independent Mediation 
Services of South Africa and director-general in the 
Gauteng provincial government.
He is also the chairperson of Metrobus Limited, 
director of Eyesizwe Mining and a non-executive 
director of SA Tourism.
 Ranked 29th on the overall list.

5. Leonard Sowazi
Exxaro director Sowazi is worth 622.8 million.
He also owns stakes in Emira Property Fund and 
Litha Healthcare Group. Sowazi is executive 
chairperson of the Tiso Group.
He serves as a member of the investment committee 
of Tiso Private Equity Fund II and Tiso Private 
Equity Fund I. He is also the chairperson of Idwala 
Industrial Holdings, Home Loan Guarantee Company 
and the Financial Markets Trust.
He is a non-executive director of African Explosives 
Limited of AECI Ltd.
Ranked 35th on the overall list.

6. Mike Teke
Optimum Coal chief executive Teke's wealth stands 
at R608 million.
Before joining Optimum he was human resources 
director at Impala Platinum. He previously worked in 
human resources at Bayer and Samancor and was 
vice-president of human resources at Ingwe Collieries.
He has a Bachelor of Education degree from the 

University of Limpopo, a Bachelor of Arts degree 
from the University of Johannesburg and a Master of 
Business Administration degree from the University 
of South Africa's School of Business Leadership.
Ranked 36th on the overall list.

7. Sakumzi Macozoma
Macozoma owns stakes in the Standard Bank Group 
worth R513 million.
He is the chairperson of investment manager Stanlib 
and Liberty Life. Stanlib is wholly owned by the 
Liberty Group.
Macozoma also serves as deputy chairperson of 
Standard Bank SA and is director of the Liberty 
Group and Volkswagen SA. Macozoma is a significant 
shareholder in Safika Holdings.
Ranked 39th on the overall list.

8. Dalikhaya Zihlangu
Exxaro director Zihlangu's assets hover at R466.36 
million.
He is chief executive of Eyabantu Capital Consortium. 
Between 1989 and 1994 he was a developer and shift 
boss at Vaal Reefs Gold Mining Company.
From 1995 until 2002 he was shift boss, mine overseer, 
operations manager and mine manager at Impala 
Platinum Limited. He was later chief executive of 
Alexkor. He is a non-executive director of the South 
African National Oil and Gas Company, chair of its 
human capital committee and on its business strategy 
committee.
Ranked 44th on the overall list.

9. Dr Mlungisi Kwini
Optimum Coal's non-executive director, Kwini's 
wealth is worth at least R432.6 million.
Optimum Coal is the sixth-largest coal producer in 
South Africa. Kwini chairs Kwini Mining Investments, 
Ilitha Resources and Lukhanyo Transport and 
Logistics, a family-owned business that provides 
transportation and logistics solutions to the industrial 
mining and petrochemical sectors. Kwini holds a 
doctorate in chemistry from the University of 
California in the US.
Ranked 53rd on the overall list.

10. Eliphus Monkoe
Monkoe is worth R425.6 million and owns a stake in 
Optimum Coal Holdings.
He is a former chief operating officer at Becsa and 
Ingwe Collieries, BHP Billiton's wholly-owned energy-
coal business in South Africa. He also owns Monkoe 
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Coal Investments.
Ranked 39th on the overall list.

Sources： Who Owns Whom and Who's Who SA by 
City Press

5. 鉱山国有化問題
5-1. ANCにおける議論

南アにおける鉱山国有化の議論は極めてホットな状
態である。2011 年６月 16 日、ANCYL は第 24 回国民
会議で南ア鉱山の国営化と無償での土地収用を国会で
要請することを宣言した。ANC は 2011 年６月 20 日、
ANCYL の国民会議における要請に関する声明を発表
し、「ANCYL の国民会議はあくまで ANCYL の会議で
あって、ANC の 2012 年選挙会議に直接関係するもの
ではない。」とコメントしたが、国有化の可能性につい
て検討するための調査チームを設置している。

ANC 設立時の自由憲章上に鉱業国有化が盛り込まれ
ていることや、不況による鉱山閉鎖や雇用削減の動き
に対応するため、鉱業国有化により雇用の場を守り、
国外に出てしまう利益を国内に留めたい等がこの背景
にある。

こうした動きがあるものの、Zuma 政府は一貫して
鉱業国有化の要求には応じないことを表明している。
８月１日 Malusi Gigaba 公共企業大臣が、また８月２
日には Shabangu 鉱物資源大臣がともに鉱山国有化議
論を非難し、国有化議論は南アへの外国投資を鈍化さ
せ、長期的な投資に悪影響を与えているとしている。
特に、Shabangu 大臣は、国有化議論の中で大切なの
は貧困と失業の削減及び教育システムの改善であり、
国有化そのものではないと語った。

5-2. 鉱業界の反応
南ア鉱業協会も同国の鉱山国営化に反対の立場を示

しており、CEO である Bheki Sibiya 氏は 2011 年８月
11 日、鉱山国営化が実施される可能性は低いとの考え
を示した。同氏は「鉱山国営化を求める声があるのは
貧困等に原因があり、それらの問題を理解し解決する
必要がある。鉱山国営化はそれらの問題を解決する糸
口とはならない。鉱業協会、鉱山会社は協力し、国営
化の議論に立ち向かわなければならない。」とコメント
した。

今回のインタビューで鉱業協会 Baker 氏は次のよう
に述べている。「ANCYL らは国有化を要望しているの
で は な く、SIMS（State Intervention in the Mineral 
Sector）を要望しているという点であることを強調し
ている。すなわち鉱業分野において国はどのような役
割を果たすべきかを議論しているのであると解釈して
いるという。これは他の国においても議論され、検討
されていることである。国が鉱業に関与する方法とし
ては、国営鉱山公社の設立やロイヤルティ率の引き上
げという方法もある。しかしながら、検討に際し忘れ

てならないのは、最近 10 年間で南アの鉱業は縮小傾向
をたどっているという点である。ANC の今回の調査に
よって、鉱業の発展に繋がるような検討がなされるこ
とを期待する。調査結果は本年末までに出される予定
である。」

Anglo AmericanのCEOであるCynthia Carroll氏は、
2011 年６月 28 日、資源国で活発化している資源国有
化の議論に関して「資源国は、民間投資を呼び込みた
いのであれば、国有化や重課税のような『出口なき議論』
に賛同するべきではない」と懸念を示した。国際的な
企業は投資機会の選択肢を複数有しており、安定的か
つ公正な投資環境が整った投資先を主体的に選択する
ので国有化は機能しないとコメントしている。具体例
としてジンバブエでの黒人資本参画強化による鉱業発
展の阻害の例を挙げ、資源の国有化は鉱業の発展には
繋がらないと懸念を強調している。

5-3. 国営鉱山会社 AEMFCの動向
南 ア 唯 一 の 国 営 鉱 山 企 業 AEMFC（African 

Exploration Mining Finance Corp.）が 2011 年２月 26
日、Vlakfontein 石炭鉱山を開山した。2010 年 10 月 26
日に予定されていた本鉱山の開山式が延期となってい
たもの。Vlakfontein 石炭鉱山は Mpumalanga 州内の
Johannesburg から東へ約 100km に位置する。同鉱山
の初期開発費には 1.3 億 ZAR（約 18.6 百万 US＄）が
計上されているが、現状では、AEMFC の親会社であ
る CEF（Central Energy Fund：南ア鉱山省の下部機関）
が払込資本（Equity Capital）を支出した模様。同鉱山
では約 120 人の雇用創出が期待されている。

主な出荷先は年間 122.7 百万ｔの石炭を消費する
Eskom（南ア電力公社）を予定している。Eskom は既
存の Kendal 発電所などの運営継続に加え、Medupi な
どの新規火力発電所の設備計画により、石炭消費量は
さらに拡大すると見込まれている。

AEMFC には採掘権 1 件と探鉱権 27 件が付与されて
いる（2010 年 10 月時点）。Shabangu 鉱物資源大臣は、
AEMFC に関して、「エネルギー供給の確保は、南アの
経済成長に不可欠である。2008 年石炭不足により、
Eskom の電力不足を余儀なくされた。政府としては、
Eskom による石炭、ウランの確保を願う」と述べてい
た。

なお、AEMFC には 2008 年 10 月、探鉱・鉱山操業
に係る鉱業法規の一部適用免除が認められていたが、
Shabangu 鉱物資源大臣は 2010 年 11 月 15 日、世界市
場での競争力を保つために国営企業でも民間企業と同
様に法規を適用すると述べていた。

AEMFC は Alexkor（ ダ イ ア モ ン ド ） と 同 様、
2008/09 期は 10 百万 ZAR（約 1,300 万 US＄）の営業
損失、2009/10 は 14 百万 ZAR（約 1,800 万 US＄）の
営業損失を計上していることから、ANC 政府による鉱
山操業能力は疑問視されている。
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5-4. 南ア鉱山国有化の議論と海外投資
最近のアフリカに対する全般的投資評価に関して、

主な FDI（外国直接投資）先は、アンゴラ、ナイジェ
リア、エジプトで、アフリカ全体では 2010 年 550 億
US＄の FDI があった。アフリカ向け FDI に占める南
アの割合は前年比 70％減少し 16 億 US＄となった。
UNCTAD（国連貿易開発会議）の 2010 年の対アフリ
カ外国直接投資ランキングでは南アは 10 位となった。
具体的な数字としては 1994 〜 2004 年は、製造業に関
する FDI は全体の 28.1％を占めていたが、2005 〜
2010 年には 18.7％まで落ち込んでいる。鉱業では
29.6％〜 23.3％にまで低下している。

最近の鉱山の国有化などの動きは、外国からの投資
に対する懸念をさらに助長することになっている。た
とえば、監査法人 Ernst ＆ Young 社が 2011 年８月８
日に発表した鉱業におけるビジネスリスク Top 10 に
よれば、2011 〜 2012 年のリスクのトップは資源ナシ
ョナリズムで、鉱山の国営化、鉱業税及びロイヤルテ
ィ率の引き上げ、高付加価値化の義務化等の政策が掲
げられている（カレント・トピックス 2011 年 11-50 号）。
ま た、DMR が、Anglo American の 子 会 社 Kumba 
Iron Ore や Lonmin の鉱区を BEE 有力者が経営する企
業に付与などの報道が影響してカナダの研究機関
Fraser Institute『世界における鉱山探査の容易度ラン
キング』における南アのランクは、2010 年４月の第 13
位から８月には第 31 位に下落した。

今回、MEG（Metals Economics Group）による鉱業
投資先の順位として南アは第 15 位に転落したことにつ
いて、鉱業協会の Backer 氏は、南アでは、国有化の
ほかロイヤルティ、鉱区料や鉱区申請に関する凍結や
差し戻し、重複発行等、投資環境が十分に整っていな
いという評価は事実で、理解できるとしている。

なお、南ア内部の公的投資では、下流における付加
価値化を支援するため、南ア産業開発公社（IDC：
Industrial Development Corp.）は今後 5 年間で 1,020
億 ZAR（約 130 億 US＄）の助成金のうち 220 億 ZAR（約
28 億 US＄）を鉱業に投資すると発表している。

6. ロイヤルティ
2003 年３月にロイヤルティに関する法案が提出され

た。同法案では、一部の鉱種では世界的レベルから見
てもかなり高いロイヤルティ率であること、売り上げ
全体に課せられること等、業界にとって受け入れがた
く、業界と政府は協議中を長らく続けた。政府側は総
売り上げに対する課税であると主張していた。企業側
は利益に対して課税すべきだと主張していた。最初の
政府提案では、鉱産物ごとに利率が異なって、ダイヤ
モンドが８％で白金が３％であった。しかし、鉱種毎
に違う率の根拠がしっかりしていない、また、好況・
不況に関わらず納税額が同額であるのは企業の存続に
理不尽であると産業界は指摘していた。

2006 年 10 月にはダイヤモンド５％、白金は未製錬

品で６％、製錬品で３％、鉄鉱石２％など鉱産物毎の
利率を低下した案となった。しかしながら依然売上課
税方式では、限界収益しか得ていない初期生産直後ま
たは閉山間近の鉱山が不利であるとの意見が業界から
付された。さらに 2007 年 12 月利益課税を考慮した計
算式｛EBITDA÷（総売上高 ×12.5）｝×100 が提案さ
れたが、EBIT を利用することが求められた。

最終的には 2008 年 11 月 EBIT を利用した計算式に
変更。

議論の結果、総売り上げに鉱種別に指定された率を
乗じるという政府の当初方針から、利益ベースに基づ
いて、総売り上げに比率をかける方法に切り替えた。
精錬されている鉱産物か否かで負担ベースに使われる
公式が異なる。ともに最低税率は 0.5％で、たとえば、
金と白金族金属は最終金属まで精錬しているので
EBIT（率換算）を 12.5 で割る。その他精錬していな
いとされる鉱産物では９で割ったものを採用する。

なお、金と白金族金属は５％で、その他は７％に上
限が定められている。さらに、国内で使用するような
鉱産物、たとえば石炭の場合は、総売り上げに 0.9 を
かけるなどの配慮がある。したがって、最終案は鉱業
界にとってもまずは受け入れられる方式になった。

（１）製錬まで実施している鉱産物（白金、金など）
％＝ 0.5＋［earnings before interest and tax/（gross 
sales in respect of refined mineral resources÷
12.5）］×100

（２）製錬をしないで輸出する鉱産物など（マンガンなど）
％＝ 0.5＋［earnings before interest and tax/（gross 
sales in respect of refined mineral resources÷
９）］×100

ロイヤルティの徴収については、2003 年３月にロイ
ヤルティ法の草案が政府から公表された際に 2009 年以
降に開始されると言及されていた。これは、ロイヤル
ティの土台となる新鉱業法に基づく鉱業権の更新期限
が 2009 年４月末日とされており、2009 年以前では混
乱を招くことが予想されたためである。こうした中、
同法案は、鉱物・石油ロイヤルティ法（Mineral and 
PetroleumResources Royalty Act（2008）：以下『ロイ
ヤルティ法』）として、2008 年 11 月に承認され、2009
年 5 月から施行される予定であった。しかし、南ア政
府は、2008 年のリーマンショック後の経済不況及び資
源価格急落の状況下では 2009 年５月１日からのロイヤ
ルティ法施行は難しいと判断し、2009 年予算案発表の
時（2009 年２月）に同法の施行を 2010 年３月１日ま
で延期すると発表し、予定どおり施行された。

この新ロイヤルティ方式での最初の納税が 2011 年に
あったが、納税額は総額 60 億 ZAR（約 7.6 億 US＄）
となった（数字は鉱業協会による）。鉱業関連の景気が
よいことも背景にあるが、この額は従来の納税額より
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かなり増加した。南ア鉱業の GDP に占める貢献度は６
〜８％であるが、法人税の歳入に占める割合は 14％に
なった。鉱業界は、南ア経済におけるシェア以上に国
庫貢献していることになる。

ロイヤルティ法の内容の詳細についてはカレント・
トピックスを参照されたい。

7. 南アフリカの鉱業関係インフラ事情
7-1. 電力供給問題
7-1-1. 経緯

アパルトヘイト時代、南ア電力公社 Eskom は白人の
繁栄を支える基盤であった。豊富な石炭資源を活用し、
世界でも最も安価な電力料金の下、鉱業をはじめとす
る産業界に対し有り余る形で電力を供給し続けた。
1970 年代には毎年８％の電力需要増を見込み増産体制
をとった。しかし、アパルトヘイトに対する国際的な
制裁措置により、1980 年代に南ア経済は縮小傾向に転
じ、新規の電源開発投資は凍結された。その後、1994
年の黒人政権発足でアパルトヘイトは撤廃され、人口
の大半を占める黒人層への新たな電力供給ニーズが発
生することとなった。南アの経済発展に伴って 2007 年
には電力不足になるとの警鐘が 1998 年には既に出され
て い た に も 関 わ ら ず、 政 府 は IPP（Independent 
Power Producer ）等の活用を優先するとの政策によ
り、Eskom の新規開発を認めてこなかった。この時代
の需要増加を裏付けるデータとして 1990 年 120 万人あ
った民生利用者数が 2007 年に 400 万に急増したことが
あげられる。

7-1-2. 2008年の大規模停電
2007 年 10 月ごろから、小規模な停電が発生していた。

2008 年１月にヨハネスブルク中心地のサントン地区で
も突然停電があったが、Eskom のホームページでは停
電の事前の予告はされていた。その後、定期修繕、大
雨による石炭の燃焼効率低下問題などが重なり、１月
末の大規模なフォースマジュールにつながった。政府
も１月 25 日には「国家的緊急事態」と声明を出した。
ショッピングモールですらバックアップ電源を持たな
いところは閉店を余儀なくされ、鉱山会社に対しては
安定な供給が保証できないとの通知がなされた。これ
により金鉱山、白金鉱山では１月 25 日から４〜５日間
の操業停止に追い込まれた。鉱山会社は、とりあえず
90％の電力供給を受けることで政府・Eskom と合意した。

Eskom は１月に電力問題でタスクフォースを発足さ
せ、①代替エネルギー、② 10 − 20％の節電に向けた
方策検討、③休止発電施設の再稼働、④外国への供給
削減、について検討を行った。

2008 年当時の南アの名目発電能力は 42,000MW であ
ったが、実際の発電能力は 39,000MW 程度であった。
停電が発生した 2008 年 1 月は、定期点検等により
3,675MW が供給出来ない状況であり、また、予期せぬ
出来事（ボイラーの故障、その他の装置の故障、石炭

の低質化、悪天候による石炭の湿りや、搬出トラブル）
により 5,000MW の供給が出来なくなったため、実際の
電力供給は 30,000MW まで低下した。リザーブマージ
ン（供給予備率）は安定操業に必要なレベルといわれ
る 15％を大きく下回る状態であった。
１月末の電力供給フォースマジュール宣言の際は、

鉱業界では１週間分ほどの減産となった。電力供給の
１割削減に伴い、短期的には生産の減少も見られたが、
しばらくして生産は従来のレベルにまで回復するよう
になった。これは、従来の操業の中で電力使用量削減
の余地が多少なりともあったということを示している。
特に、生産に関係しない分野、例えば管理部門やメン
テナンスハウスなどの節電が効果的であった模様であ
る。効率の良くない古い機材などを順次入れ替えるこ
とで対応の余地は引き続きあるとみられている。
Eskom の節電発表は一律 90％であったが、実際には鉱
山によっては 90 〜 95％の電力を手当てできた模様で
ある。鉱山側の事情として、金鉱業では採掘深度が
4,000m まで進み切羽の深部化が進行しているため、鉱
石の運搬等に相当の電力を必要とする。また白金につ
いては、深度は最も深いところでもまだ 2,000m 程度で
あるが、坑内の地温が高いため、冷却にかなりの電力
を必要としている。さらに白金の生産工程では、採掘
現場より製・精錬により多くの電力を使っている。精
鉱１ｔ当たりの処理に必要な電力は 700 〜 1,100kW と
いわれている（精鉱には 100 〜 400g の白金族金属が含
まれる）。民生用では計画停電を実施したが、産業用に
は 90％の節電を産業界が受け入れたため、計画停電は
行わなかった。上述のように電力を特に消費するのは
採掘でなく、製錬・精錬部門である。しかし、一部の
鉱山では、安全管理の観点から坑内作業を一時休止す
るところもあったが、多くの鉱山では節電はたとえば、
坑内エレベーターの揚人運行時間の制限や、こまめな
節電を励行するなどで対応した模様である。

2008 年４月以降、大きな停電も計画停電の発表も無
くなったが、2008 年 11 月現在の電力需給リザーブマ
ージンは 2.5％に過ぎず、節電効果だけでリザーブマー
ジンを 15％にまで引き上げるには限界があり、新規の
電源開発が喫緊の課題となった。

通常、Eskom の料金は、Eskom の申請に基づき政府
が認可をして決められる。2009 年１月から節電目標を
達成できなかった利用者にはペナルティーを課す方針
が示された。その背景として、全体の節電目標 10％に
対して、実績は２〜３％にとどまっているためである。
世界的に見てもリザーブマージンが 10％以下である先
進国はきわめて稀で、これを改善することが目的であ
る。10％の節電は２年以内の達成が目標となっている。
ちなみに電力消費は使用者上位８万社で 75％に達し、
一般家庭での使用量は 17.2％。なお、鉱業では 15％に
なる。

節電の余地は家庭、商業の方が高いと言われるが、
市民生活にかかわる部分を節約させるのはきわめて難
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しい。このため家庭用をペナルティーの対象から外し、
代わりに 2008 年の料金値上げは 27.5％、2009 年早々か
ら３年間 20 − 25％の再値上げを続けることとなった。

一方、鉱山への供給を絞ることは比較的容易に行え
ることから、Eskomは鉱山をSoft Targetと名指しした。
経済への貢献が大きい鉱業界に課された節約が大きい
ことに業界は大きな不満を持った。

燃料となる石炭に関し、2007 年末から Eskom は十
分な石炭を確保することが難しくなってきていたが、
大雨により石炭の水分が上昇したことから、発電効率
がかなり悪化した。Eskom は政策として BEE 企業か
らの石炭購入を優先して行っているが、これらの納入
パフォーマンスが芳しくないため、発電量が激減し
た。Eskom は、たとえば 2007 年３月締めで１億
2530 万ｔを燃焼させたにも関わらず、同時期に購
入したのは１億 1,960 万ｔで、570 万ｔが備蓄から
使用されていたことになる。このため、年初は在庫
が激減して２〜３日分とも言われた。７月には 23
日分になり、11 月には 30 日まで回復した。

Eskom へ の 主 な 石 炭 供 給 者 は Anglo Coal、
Exxaro、BHP Billiton で、おおよそ３社が同量を
納入、４番目には Xstrata があり、３社の半分くら
いを扱っている。ちなみに、石炭の採掘は露天掘り
が 60％、坑内が 40％であった。

国際価格上昇に伴い、石炭は輸出に回され、
Eskom への供給が減少した面もある。

7-1-3. 現在の状況
2011 年３月末現在、27 か所の発電所が稼働し、

41,194MW の発電能力となっている。電源別の内訳と
しては、石炭火力発電 84.9％、ガス火力発電 5.8％、原
子力発電 4.4％となっている。Eskom は南アの電力の
95％を供給し（残りは IPP）、アフリカ大陸における発
電の 40％を担っている。

電力供給のうち最も大きなシェアを占めているのは
産業部門（27％）であり、産業部門の中ではフェロア
ロイ産業とフェロクロム産業が 53.4％を占める大口需
要先となっている（図４参照）。

2008 年の停電を受け、Eskom は 2009 年以降、電力
料金を毎年段階的に約 25％引き上げており、2011 年は
約 0.07US＄/kWh に値上げされる予定である。2012 年
もさらなる値上げが見込まれており、その結果 0.1US
＄/kWh 程度まで上昇し、中国やインド（いずれも約
0.08US＄/kWh）を超え、先進国並の水準となるおそ
れがある（図 5 参照）。Zuma 大統領は本年６月、高付
加価値化政策を閣議決定しているが、電力価格高騰は
フェロクロムの生産コスト増大を招くため、14th 
Ferro Alloy Conference（2011 年９月ヨハネスブルク
にて開催）に参加した者の中からは電力料金値上げに
対し反対する声が多く聞かれた。

南アでは夏季よりも冬季（５月〜９月）に電力需要
が増すため、2011 年の冬季は停電の発生が危惧された
が、鉱山会社等大口需要家に対する 10％の使用制限や、
大規模な節電キャンペーンが奏功し、ピーク時の電力
需要は予想を下回る 37,000MW に抑えられ、停電の発
生は避けることが出来た。Eskom は発電能力の向上に
向け現在、発電所の整備に取り組んでおり、大規模発
電能力を有する Medupi 石炭火力発電所（4,764MW）
は 2013 年末に一部操業開始（800MW）、2016 年にフ
ル操業となる見込みである。もう一つの大規模発電所
である Kusile 火力発電所（4,800MW）は 2014 年に一
部操業開始（800MW）、フル操業は 2019 年の予定であ
る（表 8 参照）。このため、2015 年頃までは電力需給
の逼迫した状況は継続すると見られている（図 6 参照）。

Eskom による発電所整備が遅延していることを受
け、プロジェクトによっては発電設備を自前で整備す
るケースも出てきている。例えば、Xstrata の Lion Ⅱ
フ ェ ロ ク ロ ム プ ロ ジ ェ ク ト で は、2013 年 ま で に
600MW 規模の発電所の建設を行う予定である。図4. 電力需要の内訳

（出典：4th South African Ferro-Alloy Conferenceでの講演資料）

図5. 電力価格（産業用）の国際比較

（出典：資源エネルギー庁 HP）
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Eskom の年間平均リザーブマージンについて見る
と、安定操業に必要とされる 15％を下回る状況が 2004
年から続いていたが、2009 年から状況は改善し、2011
年は 16.8％と見込まれている（図７参照）。

また、燃料となる石炭の在庫日数は、2011 年９月現
在で 36 日となっている、2007 年は平均して 17 日前後
であったため、大幅な改善が見られる（図８参照）。

表8. 今後の電源整備計画

図6. 電力供給不足の見通し

（出典：4th South African Ferro-Alloy Conferenceでの講演資料）

（出典：4th South African Ferro-Alloy Conferenceでの講演資料）

図7. Eskomのリザーブマージン

（出典：4th South African Ferro-Alloy Conferenceでの講演資料）

（510）
2012.1　金属資源レポート

南
ア
フ
リ
カ
の
鉱
業
事
情

特
集
・
連
載



107

7-2. 輸送問題
7-2-1. 鉱石輸送の現状

アフリカで鉱産物を生産する場合、積出港までの内
陸輸送が大きな問題となる。南アでも基本的には鉱産
物 は 内 陸 部 で 生 産 さ れ、Rechard Bay 港、Port 
Elizabeth 港、Saldanha 港などに鉄道で輸送・輸出さ
れている。たとえば、鉄鉱石は Sishen 地域で採掘され
Saldanha 港に鉄道で運ばれる。石炭は、炭田中心地で
ある Ermelo と Richard Bay 港をつなぐ鉄道が輸出向
けの基本で、一部が Durban 港、Maputo 港に送られる。
マンガンについては Karahari Manganese Field で採掘
され、輸出用鉱石が Port Elizabeth 港に、国内加工向
けは Metalloys、Transalloy、及び Cate Ridge まで鉄
道輸送されている（図９参照）。

南アでは国営企業 Transnet が鉄道や港湾における

輸 送 を 担 当 し て い る。Transnet は 2010 年 時 点 で
20,500km の線路を有し、うち重量物運搬用の鉄道は
1,500km である。2011 年現在、Transnet の鉄道貨物輸
送は 80 百万ｔであり、うち石炭が最も多く約３割を占
め、鉄鉱石、コンテナがこれに続いている。

今後、南ア国内においては貨物需要の増大が予想さ
れることから、Transnet による積極的な投資が不可避
な状況となっている（将来の貨物輸送の需要予測につ
い て は 図 10 参 照 ）。 今 後、 貨 物 輸 送 の 割 り 当 て

（allocation）をめぐっては、各鉱山会社と Transnet の
間での調整が難航することが予想されることから、
Transnet は KPMG や法律会社とアドバイザリー契約
を結び、適正な割り当てができるよう検討している。
また、DMR（鉱物資源省）との連携を強化し、ライセ
ンス発行状況の情報を入手することで、将来予測をよ
り正確に予測するよう努めている。

図8. 石炭の在庫日数

（出典：4th South African Ferro-Alloy Conferenceでの講演資料）

図9. 南アの鉱石輸送

（出典：4th South African Ferro-Alloy Conferenceでの講演資料）
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7-2-2. 鉱種毎の状況
①　マンガン

マンガンは Karahari Manganese Field で採掘され、
輸出用鉱石が Port Elizabeth 港へ、国内加工向けは
Metalloys、Transalloy（いずれも Gauteng 州）及び
Cate Ridge（KwaZulu Natal 州）へ輸送される。いず
れも鉄道網が活用されている。鉱山周辺地域に水と電
力がないので山元では加工していない。これは、加工
工場建設当時、集中を回避するという当時の南ア政府
の方策に基づき、上記３施設は散在することにしたこ
とが背景である。Metalloys、Transalloy、Cate Ridge
で作られたフェロマンガンは主に Durban 港から輸出
される。

輸出用鉱石は、Port Elizabeth 港へ運搬されるが、
現在の同港の処理能力は 4.2 百万ｔ/ 年である一方、鉄
道の運搬能力が 4.0 百万ｔ/ 年しかないため、短期的に
はまずは鉄道のボトルネック解消、中長期的には港湾
と鉄道の能力拡張が急務となっている。マンガンの生
産は今後も堅調な増加が予想され、2016 年には 12
百万ｔ/ 年と見込まれている。このような需要増に対
応するため、短期的には機関車数を増やすことで、5.5
百万ｔ/ 年まで能力を上げる計画である。さらに中期
的な対応として、今後 5 年間で 6,000 億円を投じ軌道
や信号系統の改良に取り組む予定であるが、改良工事
が終わる 2016 年までは需給の逼迫した状況は解消され
ない見込みである。

②　石炭
石炭輸送では、炭田の中心 Ermelo と Richard Bay

港をつなぐ鉄道が輸出向けの基本である。輸出する石
炭 の 95％は 専 用 鉄 道 で Richards Bay へ、３％が
Durban 港、２％が Maputo 港に送られる。後２ルート

は一般鉄道を使っている。専用鉄道の問題点として、
機関車不足、不良なオペレーション、脱線が多いなど
が指摘されている。脱線は４週間に１度程度は発生し
ているが、輸出に特段の支障は生じていな模様である。

各炭田から発電所への域内輸送では、コンベアー、
鉄道、トラックが用いられているが、大手はコンベア
ーと鉄道が主で、輸送システムは問題がない。しかし、
小規模 BEE 企業はトラック輸送が主であるが、トラッ
クの整備不良や一部道路の損傷等の問題を抱えている。
南ア政府の政策により公社の物資調達は BEE 企業を優
先することとなっているが、このことが納入効率低下
を招き、2008 年の電力供給問題につながったとも言わ
れている。小規模の BEE 石炭会社は、機械化で採算の
合わない大手の端鉱区などで操業しているが、品質は
大手のものとそれほど違わないという。

石炭の品質は地質的に見た場合、南アでは一般に東
から西に低下する。原料炭となるのは一番東側の炭田
で、メタルグレードの石炭（原料炭）は Tulu 炭田と、
Ermelo 地域で産する。ほかは燃料炭となる。

Richards Bay 港の港湾積み出し能力は 2007 年に
7,200 万ｔ、2008 年 7,600 万ｔ、2009 年は 9,100ｔに増
強される。鉄道輸送力は 2009 年に 76mｔまで増強され
ており、2012 年には 9,100 万ｔに増強される。

③　鉄鉱石
鉄鉱石は Sishen 地域で採掘され、輸出用鉱石は

Saldanha 港に鉄道で運ばれる。現在の輸送能力は
4,500 万ｔで、2013 年には 9,000 万ｔに増強される計画。
マンガンについても同様だが、山元には水も電力もな
いので、鉱石の加工ができない。したがって国内では
Vanderbijlbark と Newcastle に製鉄所がある。上記の
製鉄所は、近くに水と石炭がある。鉄の輸送について

図10. 貨物輸送の需要予測（投資を行わない場合）
（出典：4th South African Ferro-Alloy Conferenceでの講演資料）
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は大きな問題は生じていない。南アでの鉄生産は
Kumba８割、Assmang２割といわれる。Saldanha 港
までの輸送能力はほぼ需要を満たしている。

2008 年、Assomang 社は Transnet 社と鉄鉱石輸送
契約を締結し、Saldanha 港までの輸送枠年間 1,000 万ｔ
を今後 20 年に亘り獲得している。現在の年間輸送枠は
4,700 万ｔで今後 6,000 万ｔまで拡張する計画がある。増
加分 1,300 万のうち 900 万が Kumba に割り当てられる。

④　クロム
クロム鉱山とフェロクロム・プラントは隣接してい

るため、鉄鉱石やマンガンのような加工プラントへの
輸送の問題は見られない。フェロクロムは鉄道で
Richards Bay 港、Durban 港に輸送され、輸出される。
石炭と同じルートを使うため、輸送問題の影響は石炭

に依存することになる。

7-2-3. Maputo回廊計画
最後にヨハネスブルクの外港としての機能を有する

Maputo 港について紹介する。Maputo 港は、モザンビ
ークの首都で人口 127 万人（2007 年）を擁する同国最
大の都市 Maputo に位置する港湾である。南アにとっ
ての主要港湾は Richards Bay 港（バルク）と Durban
港（コンテナ）が双璧をなしているが、両港湾とも増
大する貨物需要に十分対応できず処理能力が限界に達
しつつあるため、Maputo 港は南アにとって「第３の
主要港湾」としての重要性が近年増大してきている。
Maputo 港は両港湾よりも Gauteng 州に 80km 近いと
いう立地の優位性も有している（図 11 参照）。

南部アフリカ地域における回廊整備計画は、1980 年
代のアパルトヘイト実施下の南アに対抗するため、
SADC 諸国が南ア以外の外港を確保する目的で作られ
た構想である。南アの民主化後、当初の政治的な意義
は薄れ、経済開発に焦点が絞られた。Maputo 回廊計
画は、南ア通産省（DTI：Department of Trade and 
Industry）の主導による空間的開発構想（SDI：Spatial 
Development Initiative）に基づき、整備資金に民間資
本を効率的に呼び込んだ結果、他の回廊整備計画より
も速いスピードで実現された。Maputo 回廊整備は、
他の回廊計画の成功モデルとして位置づけられている。

MCLI（Maputo Corridor Logistics Initiative）は
2004 年に設立された NPO 団体であり、Maputo 回廊の

利用促進や物流効率化に向け、関係政府と民間企業と
の連絡・調整を行っている。メンバーは、関係国政府（モ
ザンビーク、南ア、スワジランド）や物流関係企業、
Maputo 回廊地域への投資家など計 170 社・機関が加
盟している。MCLI による官民連携の取り組みは、世
銀からもベストプラクティスとして認められている。

南アから運び出される貨物は、国境の Komati の税
関（ボーダーポスト）を通ることとなるが、これまで
夜間を除く 12 時間しか開いていなかったため、物流の
支障となっていた。MCLI が南ア・モザンビーク政府
に働きかけた結果、2011 年からは 18 時間体制（ピー
クシーズンには 24 時間体制）に改善された。

Maputo 港は官民共同出資の企業体である MPDC

図11. Maputo回廊周辺図

（出典：Maputo Corridor Summary Report, USAID）

（513）
2012.1　金属資源レポート

南
ア
フ
リ
カ
の
鉱
業
事
情

特
集
・
連
載



110

（Maputo Port Development Company）がコンセッシ
ョン契約に基づき運営を行っており、コンテナターミ
ナ ル に つ い て は MIPS（Maputo International Port 
Services）が運営を行っている。現在、定期コンテナ
船は Mitusi OSK 等の７航路を有しており、ヨーロッパ、
インド、東アジアを結んでいる。MPDC は港湾の処理
能力向上に向け、225 百万 US＄の投資を行っており、
拡張後のコンテナ処理能力は 400,000TEU/ 年（現在、
100,000TEU/ 年）、石炭や鉄鉱石等のバルクものは 26
百万ｔ/ 年に増強される見込みである。また現状の水
深は 11m であるが、浚渫により 12.8m まで増深する計
画である。

まとめ
南アではマンデラ政権発足以前、白人が政治・経済

を支配していたが、それまで不利益を被ってきた黒人
の経済参加の促進が図られることとなり、その象徴と
して鉱業がやり玉に挙がった。まず行われたのは、こ
れまで個人に属していた鉱業権が、国の所属とする鉱
業法改正である。また、黒人の経済活動への参加を促
すため鉱業憲章が施された。旧鉱業権の新法への移行
手続きは 2009 年３月までに実施された。また、これに
伴い、新しいロイヤルティが施行された。官民共通の
目標達成を明確化した鉱業憲章は、2009 年に中間評価
が実施されたが、目標には程遠いとする政府と、すで
に最終目標を達成しているという産業界の間で大きな
食い違いがみられ、双方が納得できるような成果には
達していないことが伺えた。この 2009 年の中間評価後、
計画どおり 2014 年に向けて改正が行われている。

鉱業におけるこのような取り組みが進められている
ものの、黒人の失業率は依然高く、黒人貧困層への富
の再分配は未だ十分な成果が出たとは言い難い。
Mbeki 大統領辞任につながった最大の理由が、この貧
困層の不満を解決できなかったこととされている。
ANC に課せられた貧困層への富の分配という命題は、
2009 年に新たに発足した Zuma 政権に強い期待を背負
って引き継がれた。しかし、2 年を経過した現在も改
善が見出せていないのが現状である。また、この富の
再分配の過程で Black Elite（ブラックエリート）とい
う問題が発生したが、これも現在、改善されておらず、
国民の不満はつのる一方である。2011 年５月 26 日実
施された統一地方選では、ANC が 60％を超える得票
率を得て勝利したものの、前回 2006 年に比べ 2.7 ポイ
ント低下、一方、DA は大きく票を伸ばした。このよう
な状況のため、その不満は頻繁するストライキや ANC
政権内での鉱山の国有化の議論として顕在化している。

また、かつて白人経済のみに対応し施設された国内
インフラは、台頭する黒人中産階級（ブラックダイア
モンド）の新たなニーズに対応できず、電力や輸送能
力不足を発生させている。

特に電力不足問題は 2007 年以降顕在化しており、
2011 年も冬に停電の発生が危惧されたが、節電対策に

より、停電の発生は幸い避けることが出来た。Eskom
は Medupi 発電所、Kusile 発電所など建設に取り組ん
でいるが、2015 年頃までは電力需給の逼迫した状況は
継続すると見られている。電力料金も、毎年段階的に
約 25％引き上げており、2012 年もさらなる値上げが計
画されており、その結果、電力料金は先進国並の価格
水準となる見込みである。電力供給量不足と電力料金
値上げは、鉱業界に大きな影響を与えることになり、
合金鉄生産の 75％をしめるフェロクロム事業への影響
が出始めている。

一方、国内輸送については、特にマンガン輸送の整
備問題が未解決である。マンガンの生産地であるカラ
ハリ−ホタジル地区からの積み出し港のポート・エリ
ザベスまでの鉄道輸送能力は今もって年間 400 万ｔ程
度で、サマンコル社とアソマン社の 2 社が輸送枠をほ
ぼ独占している。今後も生産増加が予想されるマンガ
ン輸送の短期的、中期的対応策が計画されているが、
2016 年までは逼迫した状況は解消されそうにない。

さらに、鉱業権発給手続きにおける行政側の不手際
や Kumba Iron Ore 社や Lonmin 社の鉱区を BEE 有力
者が経営する企業に付与しようとするなど不正問題も
起きている。

このような状況で、海外からの南アへの投資、特に
鉱山関係への投資に対しての懸念が広がっている。日
本は白金、クロム、マンガン、バナジウムなど多くの
鉱物資源を南アからの輸入に頼っており、また、同国
に対する新たな投資案件も白金案件を中心に実施され
ていることから、引き続きインフラはもとより鉱業憲
章、鉱山国有化、鉱業行政に関する情報を収集してい
きたい。

（2012.1.10）
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