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１．メキシコ鉱業の基礎的情報
鉱業政策の歴史 3

出典：JOGMEC メキシコ合衆国の投資環境調査2012年、
カレント・トピックス「メキシコ鉱業に関する税制改革」（※2018年以降改編）

2000年以降外国企業によ
る鉱業投資が増加

1989年
外国企業一部出資規制緩和

1992年
休眠鉱区の自由化
促進

1993年
新外資法施行、鉱業
100%外資が認められる
新鉱業法公布

2014年
• 鉱業特別税と貴金属鉱

業特別税を新たに創設

• 探鉱投資に関する税控
除が対象外に

1999年
鉱業法施行規則公布
行政手続期間の明確化、
メキシコ公式規格等整備

1994年
NAFTA締結

2018年
AMLO政権発足
鉱業権付与の凍結

2020年
USMCA（新NAFTA）
締結

資源ナショナリズムの動きの中、1960年代に外資規制強化、鉱業法においてメキシコ資本50%以上が
義務付けられるも、その後投資の減退、1982年の経済危機以降政策を転換



１．メキシコ鉱業の基礎的情報
長所 4

①鉱物ポテンシャルの高さ

出典：メキシコ経済省

主要鉱山位置図

世界全体の鉱物生産量に占めるメキシコの生産量（2019年）

出典：JOGMEC鉱業の趨勢2021

Fraser Institute、ラテンアメリカ第2位、
世界第27位/77カ国・地域と評価（2020年）



１．メキシコ鉱業の基礎的情報
長所 5

②地理的優位性

出典：通信運輸省

• 太平洋、大西洋に港湾を持ち、
国内インフラ網が整う

• 鉱物輸出はマンサニージョ港が
大部分を担う

※北部鉱業州のインフラが弱い？
★チワワーマサトラン間の幹線
道路整備計画が存在するも、
コストが膨大

• 季節による気候変動が少なく、
年間を通し探鉱が可能なことも
メリット



１．メキシコ鉱業の基礎的情報
長所 6

国家電力系統（SEN）送電網

出典：電力庁

• 送配電事業はCFEが独占。

• 発電源の約6割が天然ガス、米
国からの輸入に依存

• 産業用電力価格は周辺国と比
較して高い。

• 2014年エネルギー改革、発電

事業を民間に開放も、現在も
国営電力公社（CFE）が大半の
供給を担う

• コスト対策：電力供給業者を
より安価な民間事業者に変更
する、自家発電設備を設置す
ることでCFEからの電力調達を
減らす等

• AMLO大統領によるCFEを優先

する各種政策が民間発電事業
に影響か？。



１．メキシコ鉱業の基礎的情報
長所 7

③豊富な人材

• 人口ボーナス期にあり、2020年の就労可能人口率は約50%
（ピークは2029～2031年頃）

• 鉱業労働人口：約260万人（直接、間接雇用合計）

長年の経験を持つ鉱業国、人材が豊富

④低コスト

• 人件費

周辺主要鉱業国と比較し人件費が安い。

（※鉱業関係者平均給与：全産業中第3位、国民平均約35%↑（2019年））

• 探鉱費
例、ダイヤモンドボーリング アルゼンチンの約1/2、
米国NV州約1/3程度とも（※加ジュニア企業の経験に基づく）

鉱業部門労働者平均年収

（US$、2019年）

カナダ 101,800

チリ 92,000

ブラジル 76,800

ペルー 73,100

コロンビア 61,100

メキシコ 56,100

出典：Population Pyramid.net

出典：BnAmericas

メキシコの人口ピラミッド（2019年）



１．メキシコ鉱業の基礎的情報
各種実績

約13,567mUS$
※金属価格上昇による

8

出典：メキシコ国立統計地理情報院（INEGI）、経済省、メキシコ鉱業会議所（CAMIMEX）、S&P、JOGMECニュースフラッシュ

・GDPに占める割合：2.3%（2019年）

・鉱業生産額約13,567mUS$（2020年）

・貿易収支：6,842mUS$（2019年、前年比+16.2%）
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出典：メキシコ国立統計地理情報院（INEGI）
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１．メキシコ鉱業の基礎的情報
鉱業投資額の推移 10

出典：メキシコ鉱業会議所（CAMIMEX）、経済省

金属価格の下落

2014年：鉱業関連税制改革により
鉱業特別税（7.5%）および貴金属
鉱業特別税（0.5%）が導入

2019年：AMLO政権発足後鉱業政
策への不信感が高まる

2020年：開発および拡張プロジェ

クト増加により投資額増加が予想
されていたが、コロナウイルスの
影響により大幅減

AMLO政権が新規コンセッション
付与を停止、新規探鉱投資が減少
COVID-19の影響により各社予算減

2020年、複数企業によるカナダ

、米国鉱業プロジェクト買収が
相次ぐ
→北米へポートフォリオ分散？
一方で金属価格上昇に伴い2021
年探鉱費は増加見込み。
→2021年貴金属プロジェクト
買収が活発化との予想探鉱投資額はラテンアメリカでチリに次ぐ第2位（2019年）

※2020年の投資額はCAMIMEXによる暫定額。探鉱投資額は2020年8月発表の予測。

(mUS$）
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Sheet1

				鉱業投資額 コウギョウトウシガク		探鉱投資額 タンコウトウシガク

		2011		5612		922

		2012		8043		1165

		2013		6576		862

		2014		4948		856

		2015		4630		528

		2016		3752		428

		2017		4302		612

		2018		4897		596

		2019		4657		536

		2020（推定） スイテイ		2500		399







一時生産停止も生産量は早期回復

２．生産・開発現状
新型コロナウイルスによる影響 11

出典：メキシコ国立統計地理情報院（INEGI）

 2020年4月上旬、鉱業部門が「不要不急の経済活
動」に指定

→5月中旬に「必要不可欠な産業」に指定、
徐々に生産が回復

 2019年比7.1%生産量減少に
主に鉄、コークスなどの生産量減少が著しかった
一方、亜鉛 11.5%、鉛 7.7%、銀 3.3%増加

 経済省、「コロナ対策と早期生産回復は他の産業
の見本となった」と評価

 各鉱業州で経済回復の要に
• ソノラ州の経済回復率、全32州中第1位
• 失業率第2位ゲレーロ州、Torrex Gold社

金プロジェクト開発による雇用回復に期待
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		1月 ガツ		3666.284837		3549.641941		-3.2

		2月 ガツ		3538.945101		3424.814924		-3.2
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		5月 ガツ		3421.438971		2675.295693		-21.8

		6月 ガツ		3489.052388		3174.135486		-9.0

		7月 ガツ		3659.791928		3416.364964		-6.7

		8月 ガツ		3635.254117		3417.244861		-6.0
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２．生産・開発現状
2021年以降の生産能力見通し〈銅〉

出典：各社HP、S&P 、CAMIMEX Informe Annual 2020 

銅

生産開始 プロジェクト名 内容 保有企業 現状
投資額

（百万US$）
生産量

（千t/年）
備考

2021 Cozamin 拡張 Capstone Mining PFS 41～45 15 精鉱

2022 Pilares 新規 Grupo Méxio 建設工事 159 35 精鉱

2023 Buenavista Zinc 新規 Grupo Méxio 詳細設計 413 20 精鉱

2023 El Pilar 新規 Grupo Méxio パイロット
プラント完成

310 35 カソード

2023 Media Luna 新規 Torex Gold FS 496 25 精鉱

2023 Los Verdes 新規 Minera Alamos 探鉱 N.A. 10 精鉱

2028 El Arco 新規 Grupo Méxio PFS 2,900 190 精鉱+カソード

Grupo México社による生産見通し

 中期（～2028年）：・Buenavista鉱山500千t/年、既存鉱山+新規プロジェクトにより
Grupo México社だけで計700千t/年と推計。

・ El Arcoプロジェクトの生産によりGM社の生産量は900千t/年を超える可能性

 長期（2030年～）：Pilares、El Pilar等の埋蔵量枯渇も、Buenavista、La Caridad、El Arcoの生産
により GM社だけで800千t/年確保か。

12



２．生産・開発現状
2021年以降の生産能力見通し〈亜鉛・鉛〉

出典：各社HP、S&P 、CAMIMEX Informe Annual 2020 

亜鉛・鉛

生産開始 プロジェクト名 内容 保有企業 現状
投資額

（百万US$）

生産量（千t/年）

亜鉛 鉛

2022 Juanicipio 新規
Fresnillo, 

Mag Silver 建設工事 440 35 18

2022 Buenavista Zinc 新規 Grupo México 建設工事 413 80

N.A. Pitarilla 新規 SSR Mining FS 740.6 28 12

N.A. San Nicolas 新規 Teck 売却検討？ 245 19

N.A. Metates 新規 Chesapeake Gold PEA 3,500 37

N.A. Cordero 新規 Siscovery Metals PEA 246 40 30

 短期：2022年にはJuanicipio、Buenavista Zincプロジェクトが生産開始予定、大幅増産見込み。

 中期：2023年以降の生産開始時期が未定で見通し不明瞭。

 長期（2030年～）：亜鉛・鉛生産量国内第一位のPeñasquito鉱山、2040年までマインライフ延長計画
に期待。中規模鉱山のマインライフが枯渇することから、表中のプロジェクト
開発動向が注目される。

13



２．生産・開発現状
リチウムプロジェクト 14

Bacadéhuachi 

●Salar del Diabloプロジェクト、Li（加One World Lithium社
90%、加Lithium Investments Ltd. 10%）
鉱区 103,450 ha（塩田型）
2019年計5孔試錐探鉱の結果、7.3～273ppm Li,平均47ppm
2021年3月2.25mUS$調達完了、4月探鉱第3フェーズ開始予定

バハ・カリフォルニア州

●Sonora Lithiumプロジェクト、Li2CO3（Bacanora Lithium社
50%、中Ganfeng Lithium 50%）
鉱区 100,000ha（粘土型）
精測・概測資源量：Li 291百万t@3,250ppm,K 1.4%（炭酸リチ
ウム換算量：5.0百万t）
確定・推定鉱量：Li 243.8百万t@3,480ppm,K 1.45%（炭酸リチ
ウム換算量：4.5百万t）
2021年第2四半期建設工事開始、2023年生産開始予定、
年間生産量：フェーズ1：17,500t、フェーズ2：17,500t、

最大35,000 t

●Elektraプロジェクト、 Li2CO3 （加 Infinite Ore Corp社75%、
豪Lithium Australia 25%）

鉱区22,625 ha（硬岩型）
トレンチサンプリング最高1,340ppm Li 2017年試錐探鉱結果
：82.0m間938ppm Li、75.0m間966ppm Liなど

●Arosプロジェクト、 Li2CO3 （伊Mexital社100%）

鉱区26,691ha（硬岩型）

ソノラ州



 

●

●
●
●

●●

２．生産・開発現状
リチウムプロジェクト 15

●Pozo Hondo、Columpio、Abundanciaプロジェクト、
Li-K（英Alien Metals社100%）、塩田型
鉱区計1,650ha

 サカテカス&サン・ルイス・ポトシプロジェクト、Li-K, B
（加Organimax Nutrient社100%）塩田型
• La Salada
鉱区1,660ha、予測鉱物資源量20百万t (880ppm Li, 4.1 K) 

• Santa Clala
鉱区300ha、予測鉱物資源量計85百万t (264ppm Li, 4.8% K )

• Caliguey
鉱区300ha、予測鉱物資源量計15百万t (373ppm Li, 4.3% K )

• Saldívar、 Colorada、Doncella
鉱区計280ha、サンプリング調査最大170 ppmLi, 2.54% k

この他多数小規模鉱区を保有

サカテカス州、サン・ルイス・ポトシ州

サカテカス州

※加Advance Gold社が今年3月に同地域のプロジェクトを獲得、
4月中旬にボーリング調査を開始

サン・ルイス・ポトシ州



２．生産・開発現状
リチウム国有化の動き 16

2020年11月、MORENA上院議員が憲法第27条改正案を提出

内容：「リチウムを国の戦略資源と定め、管理を担う国営企業
“LITIOMEX” を設立する」

• 政府の財政力不足－石油公社（PEMEX）の経営状況からしても、政府には十分な資金・管理能力が無い
ウラン開発、URAMEXの失敗経験も

• 技術面の課題－リチウム生産の経験がなく技術者が不足

• 採算性－低品位かつ抽出コスト高、技術革新が行われない限り採算性は低い

• 鉱業権付与の禁止－改正によって憲法の下鉱業権付与が禁止に、石油鉱区と同様の扱いに？

ソノラ州のリチウム鉱床は世界最大*、メキシコは重要な資源国となり得る

問題点

「メキシコ政府は既存の鉱業権は尊重すると発言」(El Economista紙)

→他の鉱物と同様、すでに鉱業権を付与されているプロジェクトに関しては
影響が低いと推測。

既存プロジェクト
への影響は？

*誤、ウユニ、アタカマ塩湖などより劣る
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①不透明な鉱業政策

2018年12月AMLO政権発足

・2019年3月新規鉱業権付与の全面停止を宣言

※国土面積に占める鉱業鉱区面積、2011年過去最大30.7%→2019年16.8%に減少

・2020年2月鉱業基金撤廃→鉱業税の85%が教育省へ分配に

・2020年9月経済省鉱山次官ポストを廃止

・2020年11月リチウム国有化法改正案審議

・2021年3月 Boleo銅鉱山拡張に係る環境許可申請の却下を指示
AMLO「これ以上鉱業権は付与しないため、環境許可も認可しない」
経済省：過去に鉱業権は取得済で、採掘エリアを拡張するための環境許可を追加申請するもの
→現政権中計4件のプロジェクトに影響。うち3件はバハ・カリフォルニア・スル州に位置。
環境影響評価の内容に関わらず、大統領自らの判断により開発中止となったケースも。

バハ・カリフォルニア・スル州

鉱山企業は周辺地域に危害を及ぼす一方で恩恵
をもたらしていない！
開発には住民の権利尊重、環境保護が大前提。
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②高負担な税制

・法人税30%、付加価値税16%、州税

・給与税、労働利益分配金（原則課

税所得10%）

・鉱業特別税7.5%、

貴金属鉱業特別税0.5%
・権利維持料金

（鉱区面積1ha毎に徴収）

・サカテカス州環境税

③先住民・エヒード問題

・先住民自己認識率21.5%、主に

南部に集中

・AMLO先住民権利尊重を主張、国

民がより声を上げやすくなっている

→全国各地で反対運動が発生

・環境団体による一方的かつ誤った

情報が蔓延

・一部金銭要求を目的とする抗議活

動も

・事前協議法が存在せず、各州政府

が独自の方法で実施。

→ 一定の枠組みが必要

④治安問題

・主に犯罪組織の縄張り争いによる治

安リスク高（誘拐・殺人、脅迫等）

・直接的標的となる可能性は低く、然

るべき対策を取ることで被害に遭う

確立を低くすることは可能

・コロナ禍で鉱業品が麻薬組織のター

ゲットに

・2020年、公共治安省、鉱山特別保安

部隊を設置

→チワワ州で治安が大幅改善、他州
にも展開予定

AMLO大統領、2021年2月、
「これ以上の税率引き上げは行わない」
→鉱業税制の議論は落ち着くと予想
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 AMLO政権下（～2024年）では鉱業にとって有利な政策は打ち出されないと予想。

鉱山操業・開発は今後も大統領の判断による影響を受ける可能性あり。

 2021年6月 中間選挙、州知事・地方議員選挙 AMLO政権の後半を占う。
2018年総選挙、下院はMorena・野党連合が60%以上を獲得、今回与野党の勢力は？

主要鉱業州でも州知事選が予定、結果によっては州の鉱業政策に影響？

 米中対立、メキシコの対応
「陣取り合戦」で中国は次々に中米カリブ諸国と国交を樹立、メキシコにも駒を置く。
・過去には中国企業が高速鉄道事業や石油鉱区を落札
・2021年1月、経済大臣、航空産業への投資計画を明かす
・2021年、米国がメキシコへのワクチン提供を拒否

→中国がCanSino社製ワクチン提供へ

中国との関係強化により、米国への依存体制脱却の可能性、

二国間とバランスを保った関係を維持していくか？

2019年7月、墨エブラルド外相と王岐山中国国家副主席
（出典：墨経済省）
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