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中国経済と資源需要(ポイント) 3

• 急激な人口増加と経済成長の結果、急速な産業化(過
去20年間のGDP平均成長率9.5%)

• 成長する鉄鋼産業と、増大するエネルギー消費量を満
たすためが関連する鉱物資源の輸入が大幅増

• 2008-09年の世界の鉄鋼消費増加量の約60％を占め
ると予想されている。

• 鉄鉱石輸入は2008年に16％上昇し、2009年には更に
10％伸びると予測されている。

• 2008年に世界のアルミニウム消費量の三分の一以上
を占めると予想されている。



中国が2007年に輸入した原材料 4

鉱物 輸入量 (万トン) 価格 (US$)

鉄鉱石 32,630 2,092,379

マンガン鉱 621 64,577

銅鉱石 361 611,725

クロム鉱 432 73,917

アルミニウム鉱 691 302,353

石炭 3,825 161,881

出典：China Statistical Year Book 2007 –中国国家統計局
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豪州鉱山の生産能力の向上(ポイント) 6

• 中国の需要が伸びるとの予測のもと探鉱支出が著しく増加

• 2006年の探鉱支出は29%増の14.6億豪ドルに、特にベースメタ
ルの支出は1.6億豪ドル増加し4.3億豪ドルとなる。

• また、中国経済が急成長したためにオーストラリアの鉱山の生
産能力が飛躍的に向上。その結果、豪州からの鉱物輸出量が
増加

• 2007-08年のオーストラリアの鉱物輸出は1170億豪ドルに達す
る。2008-09年は53%増で約1800億豪ドルに上昇と予測

• 特にオーストラリアの鉄鉱石の輸出量は、2008年には23%増の
3億2,900万トンに、2009年には更に15%伸び3億7,700万トンに
達すると予想



2001-07年の豪州探鉱支出 7
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2007-09年の豪州資源の輸出量と輸出額

出典：Australian Commodities September Quarter 2008 – ABARE



オーストラリアの輸出相手国(ポイント) 9

• 過去20年間でオーストラリアの対中国輸出量が5倍に
膨れ上がったため、中国が日本に代わり鉱物の主要
な輸出先となった

• 2007-08年中国に対する製品輸出全体の約3分の2を
資源が占めた

• 2007-08年の中国向けの製品輸出の上位6品目:
– 鉄鉱石（119億豪ドル）
– 鉛、亜鉛、マンガン、その他の鉱石（16億豪ドル）
– 羊毛（15億豪ドル）
– 銅鉱石（12億豪ドル）
– ニッケル鉱石（6.74億豪ドル）
– 原油（6.44億豪ドル）



10

1997-98年 (左) と 2007-08年 (右)のオーストラリア鉱物の
輸出先

2007-08 Australian dollars

出典：Australian Commodities September Quarter 2008 – ABARE



オーストラリアの主要な輸出先 11

2007-08 Australian dollars

出典：Australian Commodities September Quarter 2008 – ABARE



オーストラリアの主要な輸出先 12

2007-08 Australian dollars

出典：Australian Commodities September Quarter 2008 – ABARE



オーストラリアの主要な輸出先 13

2007-08 Australian dollars

出典：Australian Commodities September Quarter 2008 – ABARE



オーストラリアの主要な輸出先 14
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中国がオーストラリアから輸入する主要な
鉱物・エネルギー産品（2004年）

15

産品 輸入額 (単位:百万米ドル)

鉄鉱石及び精鉱(焼いた黄鉄鉱を含む) 3,346

原油 467

石炭 387

石油ガス及び他のガス状炭化水素 274

未加工アルミニウム 261

マンガン鉱及び精鉱 227

未加工ニッケル 186

銅鉱石及び精鉱 157

未加工亜鉛 136

銅廃棄物及びくず 132

出典：Australia China FTA – Joint Feasibility Study
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中国の資源外交政策(ポイント)

• 旺盛な内需を満たすため資源の輸入量確保、資源国
との密接な貿易関係維持(2001年WTO加盟)

• 90年代後半に中国政府が導入した海外進出政策(Go 
Abroad Policy)は、重要な原材料を確保するため中国
企業が海外で投資を行うことを奨励

• 近年、加速度的に経済連携協定(EPA)、自由貿易協
定(FTA)を推進。豪州とは2005年よりFTA交渉を開始
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中国の対外向け外国直接投資(FDI) (ポイント)
• 90年代後半に中国政府が導入した海外進出政策は、
重要な原材料を確保するため中国企業が海外で投資
を行うことを奨励

• 中国政府は、海外に進出する企業にしばしば資金援
助を行い、海外投資を行う中国企業の多くは国有企業
か一部国有

• 海外進出政策の導入以降、中国の対外向けFDIは
2004年の18億米ドルから2006年の178億米ドルへと激
増

• 中国にとって資源セクターが最大の投資対象。これは
国内開発需要の高まり等による。
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中国の対外向け外国直接投資(FDI) (続き)
• 中国による豪州資源の取得は、これまでのところ探鉱
段階のプロジェクトより開発済みの資源やプロジェクト
が中心

• 2006-07年のFDIのうち、探鉱プロジェクトに対する投
資は10%未満

• 外国政府による生産プロジェクトへの投資は探鉱プロ
ジェクトより厳しい豪州審査基準を考慮すれば、今後
探鉱プロジェクトへの投資も拡大することが予想される。



対外向け中国FDIの分布(2004-2006) 20

出典：Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment 2006
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豪州資源への中国のFDI
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出典：Annual Reports 2001-2007 - Foreign Investment Review Board (FIRB)
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中国とオーストラリアの自由貿易協定 (FTA)

• 2005年4月にオーストラリアと中国はFTA交渉開始に合意2008
年10月3日には第12回目の交渉ラウンドが開催

• モデル分析によるとFTA交渉の3つの側面 (製品貿易の関税撤
廃、投資の自由化、サービス貿易の自由化) に関して2006年に
完全自由化が実現したと仮定すれば、2015年までに:
– 豪州鉱業セクターにおける生産量0.5%(1.67億米ドル)上昇
– 豪州鉱業セクターの対中輸出が7.0%(3億米ドル)上昇



24
海外直接投資(FDI)に関する中国政府の姿勢（例）

【西豪州西部のOakajee港湾整備事業】
西豪州政府が発注する総額30億A$規模のOakajee港湾整備事業。入札の優先交渉
権獲得につき中国系商社大手Sinosteelを含めた中国系企業5社が所有するYilgarn
Infrastructureと、三菱商事とMurchison Metals社が設立した半分を所有する
Oakajee Port and Rail社とが競合。最終的にOakajee Port and Rail社が取得。
しかしながら、審査過程から中国系企業の投資に対する差別について中国政府
（中央、在豪中国大使）は豪州政府に苦言を呈してきた。

On investment issues, China continued to express its interest in how the FTA might address 
Australia’s foreign investment screening regime and access for Chinese mining investors to railway 
and port infrastructure. Australia clarified the openness and non-discriminatory nature of the 
investment screening and infrastructure access regimes.

-The 12th round of negotiations on the Australia-China Free Trade Agreement (FTA)より-
(2008年9月22-16日、於キャンベラ)
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中国の対豪FDI –国営企業（SOE）、政府系ファ
ンド（SWF）、外貨準備高
• 2007年中国は対豪投資で17番目(投資総額62億豪ドル)
• 中国の投資を行うのは国営企業(SOE)、一部の民間企業、
また最近では豊富な外貨準備高から資金を得る中国投資
公司（CIC:中国最大の政府系ファンド（SWF)) 

• 中国は今や世界最大の外貨準備高を保有。2007年には約
1兆5300億米ドル

• CICは現在こういった外貨準備高から割当てられた2000億
米ドルの資金を保有



世界トップの政府系投資ファンド(SWF)
(資産規模順) 27
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中国と日本の外貨準備高比較
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対豪FDIに関するオーストラリアの政策
• オーストラリア政府は地域社会の利益に沿った形でのFDIを
奨励

• 政府は1975年外資による資産買収・企業買収法(連邦法) 
(FATA)の下で以下の二つの条件を同時に満たす投資案件
を阻止することができる:
– 外国企業の豪州企業･ビジネスの支配という結果につな
がる場合で、かつ

– ビジネスの買収が国益に反する可能性のある場合
• FATAや1989年の外資による資産買収・企業買収規則(連邦
規則)は各種投資提案に金銭的な上限を定める。それを下回
る場合はFATAは適用されず

• 米国投資家による取得に関しては別枠の基準を設定



30SOEやSWFに対する特別な規制
• 2008年2月、豪政府は外国政府や政府系企業(SOEや

SWFを含む)からの投資案件を規模に関わりなく審査･検
証するための新たなガイドラインを導入

• 新ガイドラインによって考慮されるもの:
– 投資家の運用が外国政府から独立したものであるか。
– 法の対象である投資家が法律を順守し、企業行動の一般的
な規範を守っているか。

– 投資が特定の産業やセクターにおいて競争を妨げたり、過
度の集中や支配を生む可能性がないか。

– 投資が豪政府の歳入や他の政策に影響する可能性がない
か。
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– 投資がオーストラリアの安全保障に影響する可能性がない
か。

– 投資がオーストラリア企業の運営や方向性だけでなく、企業
の経済や地域社会への貢献度にも影響を与える可能性が
ないか。

• 豪政府が中国の投資案件に対して他国からの投資提案
とは違ったアプローチを取っているという見方は憶測に
過ぎず、明確な証拠・根拠がない。

• 中国の投資提案は、政府所有の絡んだ投資案件に分類
されることが多いが、他国からの同様の投資案件と同じ
原則・基準で評価されている。

SOEやSWFに対する特別な規制（続き）
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増大する資源･鉱物需要に対するオーストラリ
アの限界 (ポイント)
• オーストラリアにおける労働力不足とインフレのために資
源セクターにおける増産能力は減少

• 2005-06年と2006-07年の間に豪州鉱業の総費用は17％
上昇。最も上昇が激しい内訳は:
– 支払利息。46％増で34億豪ドルへと大幅に上昇
– 人件費。16％増で75億豪ドルへと上昇
– 生産及び運営費用。18％増で270億豪ドルへと上昇
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増大する資源･鉱物需要に対するオーストラリ
アの限界（続き）

• 鉱業界の雇用は2005-06年と2006-07年の間に4％成
長したが、必要な労働力を確保するためには2015年ま
で年間9％の成長を維持しなくてはならないと推定され
ている。

• 多くの主要品目の供給期間は約5ヶ月～20ヶ月から
20ヶ月～50ヶ月へと長期化。その結果、生産にかかる
期間が遅れがちになり、様々な鉱山運営コストが大幅
に増加している。



世界金融危機の影響 (ポイント) 35

• 現在の世界金融危機の結果、オーストラリアの鉱山会
社・探鉱会社は資金調達が困難化

• また、過去数年高騰したエネルギー・資源の価格が下が
るとの予想があるため、鉱山会社の利益率の維持･向上
が将来的に難しくなるとの見方が広がる中、投資や融資
が受けにくくなる傾向にある 。

• しかし、中国SOEが保有する多額の外貨準備高、中国
SWFが保有する莫大な資産、中国の中長期的な近代化
の必要性などを考慮すれば、オーストラリア資源に対す
る中国の投資は比較的安定したまま推移するか、短期
的にはさらに増加する可能性もある。
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Australian Dollar (A$) VS United States Dollar (US$) 
average price chart (exchange rate)

S&P/ASX 300 Metals and Mining Industry Average (2 year)

ASX Average and Mining Industry Average Charts
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日本の豪州資源投資に対する中国の影響

• 中国向けの鉄鉱石、鉛、亜鉛の輸出量は日本向けの
輸出量を追い越し、銅の輸出に関しても競争激化

• 1997年から2007年の間に、亜鉛と鉛の中国への輸出
はほぼ二倍。一方日本への輸出は若干後退

• 豪州資源セクターへの中国のFDIは2002-03年にはほ
ぼゼロの状態だったが、現在は日本のFDIと肩を並べ
るまでになった。
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日本の豪州資源投資に対する中国の影響(続き)

• 中国外貨準備高は急成長し、2006年には日本の外貨
準備高を上回る。そのため豪州資源に対するFDIでは
中国が競争上優位に立つ。

• オーストラリアと中国のFTAの可能性を視野に入れれ
ば、このFTAのみの効果として、豪州資源の対中国輸
出は2015年までに約7％増加の可能性もある。



豪州資源セクターにおける中国と
日本のFDI比較
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日本の戦略 - FDI 42

• 豪州資源セクターのFDIは、以下の理由から日本
がオーストラリア資源を確保する上で有効:
– 供給契約に比べ、資源プロジェクト開発や生産物の
輸出先に関してより大きな影響力を持つことができる。

– 外国の所有により発生する可能性のある国益問題さ
えクリヤしていれば、豪州政府は基本的にFDIを歓迎
している。

– 日本のFDIは民間企業によって行われることが多く、
中国のFDIに比べて外国による支配的な所有や国益
の問題が発生しにくい。



日本の戦略 - FDI（続き） 43

– つまり政府とのつながりが強い中国投資家に比べ、
日本企業の方が影響力の大きい権益を大量に取得し
ようとする際にも、オーストラリア政府から承認を受け
られる可能性が高い。

– 探鉱プロジェクトへの投資は、長期的･戦略的投資と
して将来的に極めて有効な手段となる。また、

外資に対するFDI審査基準も緩い。
– 日本企業が豪州資源会社や資源プロジェクトへの影
響力を高め、コントロールを得ることが出来れば、中
国の外貨準備高の競争優位に歯止めをかけられる可
能性がある。



日本の戦略 - FTA 44

• 現在交渉が行われている日本とオーストラリアのFTAは、
資源分野で大きな利益を両国にもたらす可能性がある。

• FTAフィージビリティー・スタディ・グループによると、両国
とも以前はFTA交渉に鉱物・エネルギーに関する特定の
章を設定しなかったが、日本への鉱物・エネルギー供給
の安定性を高めるような条項の設定を検討することが提
案されている。

• 従って、FTAは、その内容次第で、FDIのより円滑な活用
を通じ、豪州資源を確保する上で日本に大きな利益をも
たらす可能性がある。
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ご静聴有難うございました。

平成20年11月4日

JOGMEC シドニー事務所

次長 原田富雄
（Email： harada-tomio@jogmec.go.jp）

（注）本資料はクレイトン・ユッツ法律事務所の協力を得て作成しています。
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