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（1）インドネシア新鉱業法概要 ① 

＜2009年1月鉱物石炭鉱業法（2009年法律第4号。以下「新鉱業法」）公布、施行＞ 

「国家利益の最大化、国民福祉向上」 

 

① 鉱業権は鉱業事業許可制度に一本化（国又は地方政府から発給）  

 ⇒地方政府による許可の乱発、鉱区の重複問題の発生 

  → IUPのClear and Clean(CnC)認証（継続中）。新規IUP発行の停止 

② 外国投資に活用されてきた鉱業事業契約（Contract of Work: COW)制度は廃止  

 ⇒COW再交渉 （政府としては年内妥結方針） 

③ 鉱業事業許可（IUP）と特別鉱業事業許可（IUPK）に分類。更に、探鉱許可と生産許可の2段階制  

④ 許可取得可能者はインドネシア法人（内国資本、外国資本の差別無し）又は自然人。ただし、外資法
人には、生産開始後６年目から、国、地方政府、インドネシア民間企業等に一部資本移譲義務 

 ⇒2012年2月の政令改正により51％に引上げ。詳細規程制定(大臣令2013年No.27) 
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（1）インドネシア新鉱業法概要 ② 

 

⑤ IUP取得に入札制導入。IUPKは国営企業等に優先付与 

 ⇒詳細規程制定（大臣令2013年No.28） 

⑥ 国内での生産物高付加価値化義務（精製・製錬）を新たに追加。既存COWにより生産を行って
いる者も、5年以内に国内高付加価値義務化を実施  

 ⇒2012年2月詳細規定制定（2012年5月より鉱石輸出規制実施） 

  →2014年1月からの完全実施を再検討中 

⑦ 政府に生産量、輸出量をコントロールする権限を付与 

 ⇒詳細規程制定（大臣令2009年No.34：国内供給義務） 

⑧ 国内鉱業サービス会社使用義務 

 ⇒詳細規定制定（大臣令2009年No.28） 

⑨ 既存COWは契約期限内有効。ただし、1年以内に新法に適合 

 ⇒COW再交渉（政府としては年内妥結方針） 

⑩ 関連政省令は1年以内に制定  

 ⇒4政令は制定済みであるが、省令は半数以上が未制定 
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（2）主要関連政省（大臣）令制定状況 - ① 

 政令：予定していた４政令が2010年に全て制定済み。 
 

 ただし、多くの部分の詳細は、更に下位のエネルギー鉱物資源大臣令に委任 

 

 鉱業事業活動に関する政令（2010年政令第23号）は、2012年政令第24号で一部改正 

 

 エネ鉱大臣令：現時点で7大臣令が制定済み。 

 
 2013年10月末時点で、新たに2件の大臣令が制定されたが、予定されている7件が未制定 

 

 

 

 

・資本移譲規程：2013年No.27 

・鉱業区域競売規程：2013年No.28 
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（2）主要関連政省（大臣）令制定状況 - ② 

鉱物・石炭鉱業に関する法律 ：2009年 No. 4

政令：Government Regulation 

2010年No. 22 

鉱業区域

エネルギー鉱物資源大臣令：Ministerial Regulation by Ministry of Energy and Mineral Resources 

2010年No. 23

鉱業事業活動

改正政令：2012年No. 24

2010年No. 55

鉱物・石炭事業の管理、指

導監督

2010年No. 78

鉱業後再生・処理

2009年No. 28

鉱業サービス会社実施

2009年No. 34

鉱物・石炭供給国内優先

2010年No. 17

鉱物・石炭標準価格決定

手順

2011年No. 12

鉱業事業区域規定手順及

び鉱物・石炭鉱業区域情

報システム

2012年No. 7

鉱物高付加価値化

改正大臣令：

2012年No.11、2013年

2012年5月からの鉱物輸出規制

に関する他関連大臣令等

商業大臣令

：2012年No. 29 

鉱産物輸出

財務大臣令：

2012年No.75

輸出税賦課対象輸出品・

輸出税率決定

2013年No. 27

資本移譲

2013年No. 28

鉱業許可競売
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（3）2012年5月以降の鉱石輸出規制のその後 ① 

 1) 鉱石輸出規制の背景・概要 

エネ鉱大臣令第7号（2012年2月制定）第21条等に、3か月後からの輸出規制を規定 

 主要鉱石輸出量が2008年と比較し、2011年の水準が異常な拡大を示したため、政府は

資源枯渇や環境破壊問題を懸念し、その抑制を行うべく、急遽実施 

⇒本質的にこの規制は2014年1月からの鉱石輸出禁止とは異なる施策 

・鉱石輸出量の増加（2008年→2011年）：ニッケル8倍、ボーキサイト5倍、銅11倍 

⇒皮肉にも、新鉱業法の規定による2014年1月からの鉱石輸出禁止を見込んだ駆込み

需要がその要因と考えられる →地方政府によるライセンス乱発 →乱採掘 →統計

的に増加分の殆どが中国向けか？ 
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（3）2012年5月以降の鉱石輸出規制のその後 ② 

 

 鉱物65品目の輸出に関し、商業省からの輸出許可取得を義務付け、輸出には20％の

輸出税が課税。さらに各社への輸出量の割り当て（3か月ごとに見直し）。 

⇒輸出許可取得にはエネ鉱省鉱物石炭総局長の推薦状が必要→推薦状発行申請添

付書類：製精錬所建設計画（又は建設協力計画）、エンドユーザーとの鉱産品売買契

約、C&C認定、新鉱業法遵守の同意書など 

⇒これら具体的な実施細則は施行前後に決定されたため、実質1か月程度輸出停止状

態が発生：商業大臣令（輸出許可手続き等）第29号：5月7日、財務大臣令第75号：5月

16日、財務大臣決定第1956号（課税輸出価格決定）：6月1日、エネ鉱省鉱物石炭総局

長規程（輸出推薦状等）第574号：5月11日など 
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（3）2012年5月以降の鉱石輸出規制のその後 ③ 

 2) 鉱石輸出規制のその後 

 規制開始直後を含め2012年中は、輸出許可取得手続きに時間を要していたが、事務手続
き簡素化もあり、2013年に入り、徐々に許可取得数が拡大 

 加えて、2013年8月、政府は米国金融緩和縮小観測等に端を発したルピア安や株価下落へ
の対応、赤字転落となった経常収支改善のための緊急経済対策パッケージを発表。その中
で、輸出促進策の一つとして鉱石輸出割当量の緩和を実施。2013年は、さらに鉱石輸出量
拡大を後押しする環境となった。 

 引き続き2014年1月前の駆け込み需要も継続していることから、結果、2013年の輸出量見
込は、ニッケル、ボーキサイト共に、規制実施前の2011年をも上回る見通し 

 結論的に、本輸出規制は、当初の目的達成のための施策としては機能していない結果 

 

 
鉱石 2011 2012 2013見込 前年増減比 

ニッケル 32 41 52 ＋27％ 

ボーキサイト 41 30 52 ＋73％ 

鉱石輸出量 （エネ鉱省資料より） 
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新鉱業法（抜粋） 

第102条 

IUP及びIUPK保有者は、鉱物と石炭の採掘、加工・精錬、利用の実行にあたっては、鉱物・
石炭資源の付加価値を高めなければならない。 

 

第103条 

(1)生産IUP及び生産IUPK保有者は、採掘物の加工・精錬を国内で行わなければならない
。 

(2)第(1)項で述べたIUP及びIUPK保有者は、他のIUP及びIUPK保有者に採掘物の加工・精
錬を行わせることができる。 

(3)第102条で述べた付加価値の向上及び第(2)項で述べた加工・精錬に関する詳細規定は
、別途政府規定にて定められる。⇒2010年政令第23号 

第170条 

鉱業事業契約締結者で既に生産を開始している者は、本法律の制定後5年以内に、第103
条第(1)項で述べた精錬を行わなければならない。 

（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現在までの法的枠組 ①－ 
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（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現在までの法的枠組 ②－ 

2012年エネルギー・鉱物資源鉱大臣令第7号（2012年2月） 

同政令制定により詳細が規定される 

 金属鉱物、非金属鉱物、鉱石が対象。鉱物ごとに最低精製錬基準（次表参照）
が定められ、基準を満たさないものは輸出禁止。施行は2014年1月12日から。 

 石炭も対象にする方向で検討されていたが、精製技術未確立等のため、見送 

 以後、2度改正 

• 2012年同大臣令第11号（2012年5月）：同月からの輸出規制の具体化 

→ 同時制定：商業大臣令第29号（輸出許可等）、財務大臣令第75号（輸出税） 

• 2013年同大臣令第20号（2013年7月）：2012年9月の最高裁からの違法判決
への対応（エネ鉱省権限の見直し、最低精製錬基準の一部変更等） 

  

 

2010年政令第23号 

第93条～第96条、第112条に規定 

第96条 ⇒ 大臣令に詳細規定を委任 ⇒大臣令 

第112条 ⇒ 5年以内での実施を規定 
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鉱種 鉱物（副産物） 国外向け販売の最低製品基準 

銅 

黄銅鉱、斑銅鉱、赤銅鉱、銅藍 
・製錬プロセス 
 （アノードスライム） 
 （テルル化銅） 
・リーチングプロセス 

 
・銅カソード≧99,9% Cu 
・Au、Ag、Pb、Pd、Pt、Se、Te≧各99％ ・PbO、PbO2≧各98％ 
・Cu、Te≧各99％、TeO2、Te(OH)4≧各98％ 
・Cu、Au、Ag、Pd、Pt、Se、Te≧各99% 

錫 

錫石 
 （脈石鉱物） 

・ジルコン 
・イルメナイト 
・ルチル 
・モナザイト 
・ゼノタイム  

（スラグ） 

・Sn≧99.90％ 
 
・(ZrO2+HfO2) ≧99%他 
・FeTiO3  ≧99% 
・TiO2≧95% 
・希土類酸化金属(REO)(≧99%) 
・希土類酸化金属(REOH)(≧99%)、・希少金属 ≧99％ 
・W、Ta2O5、Nb2O5、Sb2O5 ≧各99% 

ニッケル・ 
コバルト 

ペントランド鉱他 
・製錬プロセス： 

サプロライト、リモナイト 
・リーチング・プロセス： 

 リモナイト 
・還元プロセス： 
 サプロライト、リモナイト 

 
・Ni マット ≧ 70% Ni、・FeNi（サプロライト） ≧ 10% Ni、 
・NPI（ニッケル銑鉄> 6% Ni 
・ニッケル地金≧99%、・MHP (混合水酸化物) ≧ 25% Ni、 
・MSP (混合硫化物) ≧45% Ni 
・Ni、Co、Cr≧各99％他 
・スポンジFeNi他≧ 4% Ni 

ボーキサイト ギブス石他 
・スメルターグレードアルミナ ≧99% Al2O3 

・ケミカルグレードアルミナ ≧ 99% Al2O3等 

2012年エネ鉱大臣令第7号別表：最低精製錬基準（主要鉱物抜粋：2013年No.20改正後） 

（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現在までの法的枠組 ③－  
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（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現在までの法的枠組 ④－  

基本的な問題点 

 2012年エネ鉱大臣令第7号が発行されたのが2012年2月、鉱石輸出禁止施行期限の2014年
1月12日まで2年弱の短期間での対応が迫られることとなった 

 最低精製錬基準は、基本的に、考え得る鉱物につき、技術的な視点から実用化されている
ものがあれば、それを採用するといった考えに基づいており、投資・経済性の視点からの検
討はなされなかった模様 

 同様に、大臣令制定後のエネ鉱省の説明では、鉱石→中間製品→最終製品の売価のみを
取り上げた価値の大幅な向上に終始。そのイメージが広く浸透。精製錬加工処理のコスト（
CAPEX、OPEX）を含めた経済性は基本的に考慮されていない。 

⇒以下、政府による高付加価値化説明の内容（鉱石を1とした場合の売価イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱石（×１） 中間製品 最終製品 

ニッケル FeNi：7倍 ステンレス：19倍 

ボーキサイト アルミナ：8倍 アルミ：30倍 

銅 カソード銅：3倍 ワイヤーロッド：10倍 
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（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現在までの法的枠組 ⑤－  

鉱物資源高付加価値化促進に関する2013年大統領指示第3号（2013年2月） 

国内での鉱物資源高付加価値化を促進するため、関係各省庁及び地方政府に対し、大統領指示（2013年第
3号）を発令。6か月以内の施策実施を求める。主な指示内容は以下のとおり。 ⇒ 結果の詳細は不明 

 

エネルギー鉱物資源大臣： 

• 加工製錬事業へのエネルギー供給の促進 

• 加工製錬事業への鉱石供給を義務化する政策の策定 

• 国内産業の需要を満たすため、特定鉱物の加工製錬生
産物を国内供給義務化する政策の策定 

• 国内での鉱物資源高付加価値化促進を妨げる関係法令
評価等 

経済担当調整大臣： 

• 国内での鉱物資源高付加価値化促進を妨げる政策の評
価 

• 鉱物資源高付加価値化を加速するための政策実施 

• 鉱物資源高付加価値化促進に係る各機関の権限に関す
る調整 

• 大統領への6月ごとの進捗報告 

工業大臣： 

鉱物資源を基盤とした産業のロードマップの策定 

国営企業大臣： 

国内での鉱物資源加工製錬を促進するため、各国営企業
の後押し、国から国営企業への追加投資の優先付け等 

各州知事・県知事／市長： 

加工製錬事業及び関連インフラ事業に関する許可手続等
の迅速化等 

他、商業大臣、内務大臣、環境大臣に指示 

財務大臣： 

鉱石輸出禁止の財政的・経済的なインパクト 
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（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現況 ①－ 

1）精製錬プラント建設計画の動向 

 精製錬プラント建設計画の提出が、2012年5月以降実施されている鉱石輸出許可取得の条
件の一つとなったこともあり、多数の建設計画が企業から提出：285件（2013年7月時点） 

 これに対し、エネ鉱省及び工業省は合同チームによる評価作業を実施、11月中旬完了。 

 評価作業では、事業の進捗段階別に区分し、進捗度が高い28件について詳細評価を行った
結果、15件を最も実現性が高いものと評価 

 一方で、これら15件においても、2014年1月までの完成は殆ど見込めず 

 

 
No. 企業 場所 鉱物 生産物 生産規模/年 投資額・US$ 

1 PT Antam 
北マルク

Halmahera 
ニッケル FeNi 6.8万t 10億 

2 
PT Indonesia Chemical 
Alumina 

西カリマンタン 
Sanggau 

ボーキサイト CGA 80万ｔ 4.5億 

3 
PT Bintang Delapan 
Enrgy 

中部スラウェシ 
Morowali 

ニッケル FeNi 35万ｔ 2.82億 

4 
PT Stargate Pasific 
Resources 

南東スラウェシ 
Konawe Utara 

ニッケル NPI 5万ｔ 18億 

5 
PT Meratus Jaya Iron 
Steel 

南カリマンタン
Batu Licin 

鉄 銑鉄 31.5万ｔ 1.1億 

実現可能性の高い建設計画 （エネ鉱省資料より） 
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（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現況 ②－ 

No. 企業 場所 鉱物 生産物 生産規模/年 投資額・US$ 

6 
PT Sebuku Iron Lateritic 
Ore (PT Siro) 

南カリマンタン 
Kotabaru 

鉄 スポンジ銑鉄 270万ｔ：Phase1 11.6億 

7 PT Indoferro 
バンテン 
Cilegon 

鉄 銑鉄 50万ｔ 1.335億 

8 
PT Harita Prima Abadi 
Mineral 

南カリマンタン 
Tahan Laut 

ボーキサイト CGA 200万ｔ 22.8億 

9 
PT Putra Mekongga 
Sejahtera 

南東スラウェシ 
Kolaka 

ニッケル スポンジFeNi 
6ｔ/日・炉 

10炉：Phase10 
1.4億 

10 PT Indosmelt 
南スラウェシ 

Maros 
銅 銅カソード 12万ｔ 7億 

11 
PT Sumber Suyadaya 
Prima 

西ジャワ 
Sukabumi 

砂鉄 鉄ペレット 50万ｔ 2億 

12 
Shandon Nanshan 
Aluminium 

リアウ諸島 
Bintan 

ボーキサイト 
アルミ・イン 
ゴット 

53万ｔ 50億 

13 PT Vale Indonesia 
南スラウェシ

Sorowako 
ニッケル ニッケル・マット 4.5万ｔ 15億 

14 PT Vale Indonesia 
南東スラウェシ 

Bahudopi 
ニッケル 酸化ニッケル 3.6万ｔ 5億 

15 PT Weda Bay Nickel 
北マルク 

Weda 
ニッケル 水酸化ニッケル 6万ｔ － 
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（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現況 ③－ 

2）鉱石輸出禁止緩和策の動向 

 ① 政府内の動き 

 2014年1月12日からの鉱石輸出禁止の実施が迫る中、精製錬プラント建設進捗の現況を踏
まえ、現在政府内で緩和する方策を検討 

 エネ鉱省の現在の案では、以下の条件を満たす企業に対し、2014年1月12日以降、2～3年
の間、鉱石輸出を許可する方向で、政府内の調整、2010年政令第23号改正等の法制化作
業に着手 

 

 

 

 

 

 

 条件に関しては、産業界からの提案も踏まえ、最終的に決定 

 一方で、2014年1月12日以降の鉱石輸出許可を実現するためには、法改正が必須との認識
がある中、実際の法改正は時間的に困難なことから、インドネシア法制特有の緊急時等に
発動する「法律に代わる特別政令」（Perpu）を発行し、暫定的に対処することも検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【鉱石輸出条件案】 
・精製錬プラント建設のコミットメント 

⇒実現可能性の高い建設計画15件（又は28件）は当確か？ 

・コミットメントボンドの指定国内金融機関への担保差入れ ⇒金額等詳細不明 

・環境マネジメントの遵守 ⇒詳細不明 

 その他、輸出税課税する案の発言も有り ⇒税率60％？ 
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（4）鉱物資源高付加価値化義務 －現況 ④－ 

 ② 産業界の動き 

 インドネシア商工会議所（KADIN）は、政府が進める鉱物資源高付加価値義務化は今後のイ
ンドネシアの経済成長にとって極めて重要な政策であり、総論的に賛成のポジション 

 一方、十分な精製錬プラント建設が実現していない現状に鑑み、また、懸念されている同国
の経常収支に悪影響を及ぼす点なども踏まえつつ、政府及び国会に、2014年1月以降も、例
外的に鉱石輸出を認めるための具体的な提案を行うため、タスク・フォース・チームを結成 

 タスク・フォース・チームでは、2014年1月以降の例外的な輸出許可条件や経過措置期間な
どの具体的内容を検討、取りまとめの上、11月中を目途に政府に、その後国会にも提案予
定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 国会の動き 

 政府との協議の開始前ということもあり、今のところ、目立った動きは無し。 

 これまで、国会第７委員会（エネルギー・鉱物資源・技術・環境等担当）メンバーからは、法律
改正無しに2014年1月以降の鉱石輸出はできない等のコメントが出されていることから、現
在の政府案の内容では、協議の難航も予想 
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 今後の見通し 

 現在のエネ鉱省案を軸に、KADIN提案との
調整を含め、11月中での政府案の決定 

 

 

 

 

 12月に入り、法制化内容も含め、国会との
協議へ 

 

 

 国会との協議が整った後、12月中の関連
政省令の制定・施行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 懸案事項 

 最終的にどの範囲の計画まで例外とされるのか 

⇒現政府案では、銅は依然として主要生産者（
Freeport）が不在のため打開策とはならず（ニッケル
は主要のAntamを始め複数の適用候補あり） 

⇒COW再交渉条件も同様の内容になるものと推測 

 

 法改正を行わない前提では、年内に国会との協議が
整わない可能性も 

⇒依然として鉱石輸出全面禁止の懸念有り 

 

 予定どおり進んだとしても、限られた時間内での法制
化のため、規定の不備や実務が追い付かず、1月12日
以降、当分輸出停止状態が発生するケースもあり 

 ⇒鉱石輸出規制の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）鉱物資源高付加価値化義務 －今後の見通し－ 
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2013年中では、 

 2014年1月12日まで残り1か月となった最終局面での政府の決断、KADIN及び国会関係者

の動向、進展に注目 

 現在検討中のKADINの最終的な提案内容に更なる緩和も期待されるが、多くの国内産業

界の関係者も総論的には資源ナショナリズム的な政策方針には賛同しており、外資にとっ

て有利な方向に大きく動く可能性は低い印象 

 ここまでの動きでは、鉱石輸出禁止の全面的な解除は望めない情勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）鉱物資源高付加価値化義務 －まとめ ①－ 
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2014年以降では、 

 2014年4月の総選挙、7月の大統領選を控え、政権交代も予想される中、1月以降の大き
な政策変更は期待できず、今回決定する方針が当分継続する可能性大 

 上記に加え、インドネシア全般として、過去の長期にわたる強力な中央集権体制下での経
済も含めた苦い経験の反動による、民主化、地方分権化の流れの中で、近年の持続的な
経済成長の好実績の自信にも後押しされ、ナショナリズム的な政策の流れは今後も継続
の見通し 

 一方で、グローバル経済の中での、2013年半ば以降の経済成長減速の兆しや、経常収支
の赤字化への対処にみられるように、今後のマクロ経済状況によっては、2013年8月の鉱
石輸出規制緩和と同様、本件も緩和の方向に動く可能性有 

⇒鉱石輸出禁止によるマクロ経済へのインパクトやナショナリズム的政策の反動として
の外資の減少なども影響：カナダFraser Instituteによる鉱業投資環境ランキングで、96
か国・地域中、96位 

 本政策の成果は当面出てこないものと考えられるが、ASEAN諸国を中心に本政策の行方
に注目を集めていることは事実。好結果となった場合、追随国が出てくる可能性大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）鉱物資源高付加価値化義務 －まとめ ②－ 


