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最近の資源ナショナリズムの動向

金属企画調査部調査課
課長 廣川　満哉

はじめに
本稿は2000年代後半からの資源価格の高騰によって鉱山会社が利益を得るようになったことを背景に高まっている

新たな資源ナショナリズムについて、金属資源開発の分野での動向をまとめたものである。

1. 金属資源を取り巻く環境変化
近年、金属資源開発を取り巻く状況は大きく変化し
ている。その主な変化要因を以下に列挙する。

（1）中国の動向
ほとんどの金属で中国は世界一の消費国となってい
る。かつて中国は、銅以外のほとんどの金属は国内自
給ができていたが、急激な需要の伸びにより、現在で
はレアアース、タングステン、アンチモンなど国内に
豊富な資源を有する鉱種を除くほとんどの鉱種におい
て鉱石あるいは地金の輸入により需要を充足するよう
になった。また、「走出去」政策のもとに2006年頃から
海外での権益確保を推進している。このため、資源国
における資源獲得競争が激化する要因を作った。
一方で、中国は鉱山環境を保護するためにレアアー
スや一部のレアメタルの生産規制を行うとともに輸出
枠設定や輸出税の賦課を行い、輸出を制限する政策を
取っている。

（2）資源メジャーによる供給の寡占化
鉄鉱石、石炭、非鉄金属の鉱業分野では、国際的な

資源生産メジャー企業が再編を通じて市場支配力を一
層強化している。世界の鉱山業界では中国と資源獲得

競争を繰り広げている。

（3）鉱石の低品位化、難処理化
既存鉱山では、採掘箇所の深部化、鉱石の低品位化
が生じている。その結果として、生産コストが増大し
ている。また、環境規制の強化に伴い、環境対策コス
トが増加し、生産コストに上乗せされる傾向がある。

（4）優良探鉱開発プロジェクトの減少
鉱床開発の進展に伴い、新規の有望探査鉱区が減少
したため、優良案件の発掘・形成が困難になりつつあ
る。このため、高地や極地、あるいはジャングルにお
ける探鉱プロジェクトが多くなる。また、金属価格高
騰により開発における初期投資額が増大し、プロジェ
クトへの参入条件は悪化している。

（5）価格高騰
金属価格は、銅、金、錫を初めとしてレアアース、
タングステンなどのレアメタルも史上最高値を記録し
た（図1）。特にレアアースでは、1年前の価格水準と比
較して30倍から40倍という記録的な高値を記録した。
このため、需要量の減少などレアアースマーケットの
混乱が生じる結果となった。

図1. 主要非鉄金属の価格推移
・2003年5月＝1とした指数で表示
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2. 新たな資源ナショナリズム
（1）定義及び経緯
資源ナショナリズムとは、資源保有国が、自国の資
源についての主権を求める動きのことである。これは、
多国籍企業や先進工業国による資源の乱掘や利益の独
占に対抗するもので、重要な資源に関して国有化や民
族資本の経営参加を求めたり、また、生産や輸出の際
には国内企業の利益や国内供給を優先させる政策を打
ち出すこともある。一方で、資源を巡る領土紛争の激
化や、資源産出国が自国の資源を武器として外交を有
利に進めようとする動きも見られる。
過去においては、1960年代から1970年代にかけて資
源保有国のナショナリズムが興った時期があった。こ
の時は、資源国が市場支配を狙って石油輸出国機構
（OPEC）のようにカルテルを結成し、またアフリカの
資源国や社会主義国では鉱山の国有化が進んだ。国有
化された鉱山は、鉱山経営能力の欠如や価格低迷によ
って国有鉱山の経営が悪化し、1980年代には権益売却、
公社の民営化や外資への開放などに取り組んでいた
が、2003年頃からの資源価格全般の高騰を背景に、自
国の資源を囲い込む動きが資源産出国において高ま
り、資源ナショナリズムが再興することとなった。最
初の資源ナショナリズムは、植民地の独立運動を発端
にし、国土保全のため地下資源を保護する動きであっ
たが、新たな資源ナショナリズムは、鉱山利益を資源
国に還元する、発展途上国においては、それを原動力
として産業を発展させようとする狙いがある。
資源ナショナリズムという言葉は、資源消費国にお
いては、自由貿易を制限・規制するという悪印象を与
えがちである反面、資源国においては、利益の国家や
地元民への還元を目的としており、選挙対策のテーマ
ともなり政治的に利用されることもある。
2012年7月にErnst＆Young社より発表された鉱山ビ

ジネスリスクランキング2012-2013において、資源ナ
ショナリズムは、昨年に続きリスクの1位となってい
る（図2）。また資源ナショナリズムの同種のリスクと
して、9位に「利益の共有」が新たにランクインした。「利
益の共有」とは、鉱業利益から利害関係者が分け前を
得ようとする動きである。利害関係者として、政府、

地域コミュニケーション、雇用者、鉱業サービス会社
など資源国の関係者等があげられ、そのリスクは鉱山
会社が負うという1種の資源ナショナリズムと言える
ものである。

（2）資源ナショナリズムの分類
資源ナショナリズムは、その内容や方法によりいく
つかに分類される。資源国に有利（外資にとって不利）
な順に整理すると以下のとおりとなる。また、資源国
によっては、複数の組み合わせもある。

1）国有化及び外資制限
資源ナショナリズムが最も強まった資源国では、か
つてのように鉱山接収による国有化が行われるが、非
鉄金属分野では過去の失敗例もあることから国有化と
いった強硬な手段はあまり取られていない。しかしな
がら、ベネズエラでの金鉱業の国有化、ボリビアでの
鉱業リースの強制的な解除などのように強硬な手段を
取る資源国もある。
次に外資が大きく制限される例として、ロシアや中
国での戦略的資源への外資制限があげられる。

2）高付加価値化義務
高付加価値化の義務化は、近年の新たな資源ナショ
ナリズムで見られる政策である。未加工鉱石を禁輸措
置し、鉱石を地金あるいは加工品まで加工度を上げな
ければ輸出できないように義務づける。代表的な資源
国としては、インドネシアや南アがあげられる。

3）輸出数量制限の設定
鉱石等の輸出に一定の枠を設けて、資源国が輸出を
制限するもので、中国でのレアアース、タングステン、
アンチモンがその代表例である。インドでは鉄鉱石が
輸出枠の対象となっている。

4）資源国資本（政府あるいは現地企業）の参加
資源国において、その政府あるいは国営企業や公社
が当該鉱山の権益を取得することを義務づけることで
ある。モンゴル、ジンバブエ、南アなど資源国によっ
てその割合が異なるが、最近ジンバブエでは権益の
51％を政府に譲渡することが義務づけられ、実質的に
経営権を剥奪されることもある。

5）国営企業設置や国営企業による探鉱活動
資源国において、国営企業が設置され、その国営企
業へ優先的に探鉱権や採掘権が付与される。旧ソ連諸
国や経済発展途上国の資源国には、この例が多い。こ
のため、当該国の優良プロジェクトを獲得するために
は、国営企業と組まざるを得ないこともある。

6）鉱業関連税制あるいはロイヤルティの増加
Ernst ＆ Young社の調べによると18ヶ月間で25ヶ国図2. 2012年鉱業ビジネスリスクランキング
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以上の政府が、何らかの税金あるいはロイヤルティを
アップしたかアップする方針とされ、豪州の鉱物資源
利用税導入以後、その他の資源国での課税強化が加速
された感がある。課税強化は、本来その国の富の再配
分の一方法であり、高利益の資源産業への課税強化は
必然的な流れとも思われる。このため、必ずしも資源
ナショナリズムの範疇とは言い切れないものの本稿で
は資源ナショナリズムの一部として扱う。

3. 各国の2011年資源ナショナリズムの動き
2011年1年間で資源ナショナリズムが強化された資
源国とその概要を以下に示す（図3）。個々の詳細な内
容については、JOGMEC金属資源情報HPに掲載して
いる「ニュース・フラッシュ」や「カレント・トピックス」
を参照されたい。

図3. 2011年資源ナショナリズムの動向
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（1）アジア（表2参照）
1）中国
4月：レアアースの資源税を改正、軽希土類は0.4～

3元/ｔからへ60元/ｔ、重希土類は30元/ｔに引
き上げられた。

5月 :レアアースに関する国務院意見書が発出され、
環境保護等を目的に規制強化の方針を明確にし
た。

12月：レアアースの2012年第1期のレアアース輸出
枠を発表した。

2）モンゴル
2006年に鉱物資源法を改正し、超過利潤税の導入

など外資規制が強化された。
一方、Oyu Tolgoi銅・金プロジェクト、Tavan 

Tolgoi石炭プロジェクトなどの大型鉱山投資プロジ
ェクトが進展していた。
1月：超過利潤税廃止
9月：Oyu Tolgoi銅・金プロジェクトに対して政府

が権益配分見直しを要請するも、従来条件で合
意した。

3）インドネシア
2009年の鉱物資源法改正により高付加価値化政策

として、2014年より鉱石輸出禁止される。
9月：2014年の完全輸出禁止の前に、特定鉱物に対
する輸出税を検討。

11月：高付加価値化義務大臣令ドラフト案公表
2012年2月、大臣令HP掲載
（鉱山権益の現地資本化比率現行20％を最大
51％に引き上げ、鉱石に関して輸出税を課税）

4）ベトナム
7月：新鉱業法施行：首相が、国内で必要な資源（鉄

鉱石や銅など）は輸出禁止、輸出できる鉱種は
環境に配慮して加工度を上げることが条件であ
ると表明した。

5）フィリピン
9月：鉱業ロイヤルティ5％の導入との提案に対し、
既に営業利益に41％課税されていると鉱業界が
反発した。

6）インド
2月：鉄鉱石の輸出税、塊鉱20％（15％）、粉鉱20％
（5％）に引き上げた。

12月：30％に再引き上げし、輸出をさらに制限する
政策が発表された。

（2）南米
1）チリ
1月：「地震復興資金」の原資として、鉱業ロイヤル

ティを改正した。
　最終的にBHP Billitonなど大手鉱山会社が受
け入れを表明した。

2）ペルー
6月：ウマラ大統領が当選（資源の政府管理強化と課

税強化政策）
8月：国会が鉱業ロイヤルティ改正、鉱業特別税、
鉱業特別賦課金の新設を承認した。

12月：鉱業政策等を巡り鉱業大臣を含む内閣を大改
造した。

表1. 最近のアジア諸国の鉱業政策一覧表

資源国 モンゴル インドネシア ラオス ベトナム ミャンマー フィリピン インド

主要鉱物資源 銅、モリブデ
ン、金
蛍石

ボーキサイト
銅、ニッケル

銅、金、銀、亜鉛 銅、鉛・亜鉛、錫
チタン、ボーキ

サイト

銅、鉛・亜鉛、
錫、タングステン

銅、金、銀
ニッケル、亜鉛

クロム

鉄、ボーキサイト
クロム、マンガン

亜鉛

鉱業関連法 鉱業資源法 鉱物石炭鉱業法 鉱業法 鉱物法 鉱業法 鉱業法 鉱山鉱物法

制定時期 2010年11月 2009年1月 2008年12月 2011年7月 1994年9月 1995年 1957年（改正中）

外資法 外国投資法 投資法 投資奨励法 投資法 外国投資法 外国投資法 外国為替規制法

環境法 環境保護法 環境保護法 環境保護法 環境保護法 環境法 なし 森林保護法

最近の注目さ
れる鉱業政策

銅、金にかか
る超過利潤税
法廃止
戦略的分野へ
の外国投資管
理法

2012年2月高付
加価値化政策に
関する省令施行
5月から鉱石輸出
規制（20％課税、
許可制）
鉱山生産後の外
資規制が80％か
ら49％

2012年7月既存
鉱業活動による
環境社会への
影響を調査する
ため、鉱業権の
発給停止

新鉱業法で未加
工鉱物資源の輸
出禁止、マスタ
ープランによる
国家管理強化
外資の鉱物資源
開発に制限

鉱山省で新鉱業
法策定中
環境重視の持続
的開発を盛り込
む方針

2012年7月鉱業
政策に関する大
統領令発効
鉱業からの政府
収入拡大、環境
保護、乱開発禁
止、高付加価値
化政策検討など

新鉱業法改正
2005年から改正
に着手、国会審
議中
地域社会への貢
献のため、鉱山
会社は事業の影
響を受けるもの
に対して一定の
利益還元を定め
ている。
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3）ブラジル
現在、鉱業法改正を準備中である。

5月：厚板の輸入関税を12％から4％に引き下げた。
6月：資源超過利潤税導入を検討。国内鉱業権者の

25％が対象となる見込みである。

4）エクアドル
2009年の新鉱業法制定後、2010年より鉱業権を開

放したが、鉱業権取得を巡って政府との交渉が難航
している。
8月：チャベス大統領が、生産前のロイヤルティ前

払い（利益の53％）を鉱山会社に要望した。

5）ベネズエラ
2月：政府はクリスタレックス・インターナショナ

ル社の金鉱山権益を剥奪した。
8月：政府は金産業国有化を宣言、90日以内に政府

と合弁設立を要求した。

（3）豪州
1）豪州連邦

2012年7月より鉄鉱石・石炭について、鉱物資源
利用税（MRRT）30％の適用が決定した。
11月：2012年7月より炭素税（トン当たり）23.20US

＄を導入し、2015年7月より排出権取り引きの
スキームへの移行を発表した。

2）WA（西オーストラリア）州
5月：2013年より鉄鉱石のロイヤルティを5.625％か
ら7.5％に引き上げると発表した。

7月：磁鉄鉱精鉱に対しロイヤルティ5％を導入した。

3）QLD（クイーンズランド）州
8月：首相が都市及び周辺地域での探鉱活動禁止政
策を提案した。

（4）アフリカ
1）南アフリカ

アフリカ民族会議（ANC）の国有化要求が強まる
傾向にある。
3月：ロイヤルティ法施行
11月：高付加価値化戦略を内閣承認（金、PGM、ニ
ッケル、鉄鉱石、クロム等）。

2）ジンバブエ
3月：権益51％の現地譲渡等の権限移譲法の改正を
発表した。

11月：鉱物ロイヤルティを金は4.5％から7％、白金
は5％から10％への引き上げを発表した。

3）ナミビア
4月に鉱山エネルギー大臣が、石炭・銅・金・ウラ

ン・亜鉛を戦略鉱物として開発推進すると発言した。
7月：財務大臣、鉱業関連税の大幅引き上げ計画を

発表した。
8月：2012年より最大2％の鉱石輸出関税、超過利潤

税を導入する税制改正案を承認した。

4）タンザニア
8月：金の輸出に対するロイヤルティ、3％から4％
に引き上げを検討した。

5）ザンビア
10月：新鉱業大臣は、「政府の鉱山権益拡大について

鉱山会社と交渉する」と発言した。
11月：ロイヤルティを、銅等は3％から6％に、貴金

属は5％まで引き上げた。

6）モザンビーク
7月：政府の権益取得等を含む鉱業法改正を検討し
た。

7）DRCコンゴ
8月：在南ア大使が、鉱石の輸出禁止と鉱業利益の

地元還元を迫る方針と発言した。

8）ギニア
Simandou鉄鉱石プロジェクト、Kalia鉄鉱石プロ
ジェクトが進展している。
1月：新大統領が鉱山の政府権益を15％以上から1/3
へ引き上げに言及した。

9月：鉱業法改正の審議開始、政府取得可能な権益
比率を15％から35％まで拡大の方向とした。

9）ガーナ
12月：ガーナ：法人税を25％から35％に引き上げ、 

超過利潤税10％を導入した。

4. 投資環境への影響
資源ナショナリズムの進展による鉱業投資環境への
影響を地域別に検証してみた。

（1）アジア
アジアで資源ナショナリズムが進展している資源国
は全般に投資環境が低い国が多い（図4）。2009年から
の推移では、年によって変化があるものの中国を除い
て投資環境の悪化が見られる。特にベトナム、フィリ
ピン、インド、インドネシアなど資源ナショナリズム
が強化される政策が発表された国の投資環境悪化は顕
著である。
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（2）南米
南米諸国は投資環境に大きな差が見られ、チリ、ペ

ルー、ブラジルは投資環境良好な資源国の代表と言え
る（図5）。チリ、ペルーは2011年に課税強化されたも
のの投資環境に大きな変化は見られない。ベネズエラ、
エクアドル、ボリビアはもともと投資環境が悪い資源
国の代表であり、規制強化でその傾向はさらに加速し
ている。

（3）アフリカ
アフリカ諸国の投資環境は、国によって異なる（図
6）。ナミビア、ガーナは比較的投資環境が良好で、課
税強化による資源ナショナリズムの進展ではあまり影
響が見られない。南ア、ザンビア、DRCコンゴでは、
2012年に投資環境が良化している。この理由は、鉱山
開発の進展や治安の良化など資源ナショナリズム以外
の要因と推定される。一方、政府権益引き上げの動き
があるギニアの投資環境は急落している。

4. まとめ
金属価格高騰に伴う政府収益拡大への期待や自国の
産業育成などを背景に金属鉱業を取り巻く環境が大き
く変化している。中でも新たな資源ナショナリズムは
鉱業ビジネスリスクランキングで連続1位となってお
り、鉱業分野では現在最も注視すべき事項となってい
る。2011年の資源ナショナリズムの動きを整理した結
果、ナショナリズムが強化されたのは、北・中米（米国、
カナダ、メキシコ等）を除く、ほぼ世界全域に広がっ
ており、特に南部アフリカでは課税強化やロイヤルテ
ィの引き上げが顕著となっている。鉱種に関しては、
鉄鉱石を始めとするほぼ全ての鉱種が対象となってい
る。
資源ナショナリズムの強化は、政権交代あるいは鉱
業関係法制が改正されるタイミングで、住民あるいは
地元民への還元を唱える政治的な動きとも連動する傾
向がある。
資源ナショナリズムの進展が資源国の鉱業投資環境
へ何らかの影響度を与えていることは間違いない。各
種既存レポートやデータベースを利用して資源政策ポ
テンシャル指数や探鉱費の面から比較検討を行ったと
ころ、国有化、高付加価値化、輸出規制、過度な政府
資本参加は資源国の投資環境に大きな影響を与え、探
鉱費減少に響く傾向が見られる。一方、 ロイヤルティ
や税率増加の与える投資環境への影響は、価格高騰下
においては、限定的あるいはほとんど影響が見られな
い。特に南米諸国のチリ、ペルー、ブラジルなど投資
好感度国での影響は軽微である。
直近では高騰していた金属価格は下げている状況で
あるが、投資環境がさらに悪化し、現在操業している
鉱山への影響が顕在化するまでは、資源ナショナリズ
ムは進展すると予想される。
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図4. 資源政策指数の推移（アジア） 図6. 資源政策指数の推移（アフリカ）

図5. 資源政策指数の推移（南米）
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