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[要 約] 

 2005 年頃から始まった世界の資源・エネルギー価格高騰の背景には、新興国等の経済成

長に伴う実需面での急拡大や投機マネーの国際商品市場への流入といった要因に加え、資

源国による自国産業の発展を優先したナショナリズム的な政策も関係している。 

 金属資源においては、鉄、銅やアルミニウムなどのベースメタルからニッケルやタング

ステンなどのレアメタルに至るまで金属資源全般に価格高騰等の影響を受けた。資源に乏

しい我が国産業は、瞬間的にこうした価格高騰等の影響を直に受けたが、基本的なリスク

は去っていない。むしろ、金属資源は世界に均等に賦存しているのではなく、特定の国に

偏った形で存在していることへのリスクを再認識する場となった。 

 日本の産業は、ベースメタルやレアメタルなど多くの金属資源に支えられているが、機

械産業においても電機、自動車、工作機械、原子力など幅広い分野で使用されている。し

かしながら、ベースメタルにおいては鉱石等が賦存している資源国の政策転換や採掘権を

保持しているメジャーの寡占化により、価格高騰や供給制限のリスクが存在し、レアメタ

ルにおいては各資源保有国の排他的な政策が打ち出され、我が国の金属資源の調達リスク

は一気に高まるなど、資源国の政策動向は我が国産業へ大きな影響を及ぼしている。 

本調査では日本の機械産業の中でも、モータと原子力プラントの２分野を取り上げ、影

響を検討した。モータの中でもネオジム磁石はレアアースが必要材料であり、主に中国に

偏在している。この調達が困難になるとモータの製造に影響が出てくるが、モータは“産

業のコメ”といわれるほど幅広い産業で使用されており、機械産業に与える影響も非常に

大きい。特にパソコン等のハードディスク駆動装置や携帯電話のバイブレータなどに使用

されており、小型製品・IT 製品への影響は甚大である。原子力プラントは、機能や安全の

視点からレアメタル等を含む特殊材料が必要不可欠である。資源国の政策により、こうし

た特殊材料の調達・生産に影響が出てくれば、プラント建設自体が難しくなり、機械設備

を含む他産業へも様々な形で影響が波及する。 

 今後、金属資源国の資源政策に左右されないものづくりを継続していくためには、希少

金属等に依存しない製造方法や代替材料による製造方法などの研究開発の取り組みを官民

協力して加速していくとともに、いわゆる都市鉱山・人工鉱床と呼ばれ廃電子機器等の資

源回収を促進させるための技術力の向上や廃電子機器を確保するための収集方法を含めた

仕組み面での整備が急がれよう。 

 

第 1 章 世界の資源・エネルギーを巡る動向と新たな資源ナショナリズムの台頭 

 1.1 世界の資源・エネルギーを巡る動向 
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2005 年頃から世界の商品市場では資源・エネルギー価格の高騰が始まった。2008

年には原油価格が 2000 年の 1バレル 30 ドルから一時 1バレル 140 ドルを超え、天然

ガスもこれに引きずられる形で上昇した。こうした動きは、銅やアルミニウムなどの

ベースメタルからニッケルやタングステンなどのレアメタルに至る金属資源全般に及

び、さらにトウモロシや大豆などの農産物でも価格上昇の局面を経験した。 

   例えば代表的な金属である銅地金、アルミニウム地金の国際価格は 2004 年頃から

上昇トレンドに入り、2006 年には 2000 年の価格と比べそれぞれ約 4 倍、1.5 倍になっ

た。こうした動きは他の金属資源にも波及したが、特に埋蔵量の偏りが著しいレアメ

タルではその影響度は大きい。資源国の鉱業政策などが変更されるとさらに需給・価

格に大きな影響を与えるためである。資源・エネルギー価格が大きく高騰したこの 2

～3 年の動向は、金属資源にも様々な影響を及ぼしている。 

1.2 新たな資源ナショナリズムの台頭 

資源・エネルギー価格高騰の背景には、先進国の経済成長に加え BRICs（ブラジル、

ロシア、インド、中国）と呼ばれる成長国の経済拡大など実需に伴う面や、投機マネ

ーの国際商品市場への流入といった要因のほかに、資源偏在の顕在化・寡占化の進行

の動きも影響している。例えば 1990 年代にオイルメジャーや金属資源メジャーの寡占

化が進んだ。さらに、近年は資源国による資源関連産業への国家関与が強まりつつあ

り、自国資源を囲い込む動きが拡大している。こうした動きは資源ナショナリズムと

呼ばれるが、歴史的に見れば資源ナショナリズムは 1960 年代のアフリカやアジアの鉱

物資源産出国を中心とした動きがその始まりとされる。 

従来の動きに対して、近年は資源産出国による自国資源の国家管理の強化が顕著と

なり、外国資本に対する参入規制の強化や資源輸出が規制されるなどの事例が増加す

るなど、資源国の外交カードにもなっていることであり、新たな資源ナショナリズム

の台頭ということが指摘できる。 

1.3 これまでの日本政府の対応 

   他国の資源ナショナリズムの影響について、我が国では過去に 2 度石油危機を経験

している。特に第一次石油危機（1973 年）では日本経済は大きな打撃を受けたが、こ

の経験を踏まえ、非石油エネルギーの活用や代替エネルギーの開発、さらに省エネル

ギー政策が推進されるようになった。 

  また、経済産業省・資源エネルギー庁によると、現在の我が国の金属資源に関

する対応は、「安定的かつ効率的な供給の確保のため、中長期的な対策として探鉱

開発の促進・リサイクルの促進及び短期的な供給障害への備えとしてレアメタル
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備蓄事業を推進する」、としている。備蓄については、例えば代替が困難で供給国

の偏りが著しいレアメタル 7 鉱種（ニッケル、クロム、モリブデン、マンガン、

タングステン、コバルト、バナジウム）について、短期的な供給障害等に備える

備蓄制度を官民協力し、1983（昭和 58）年度以来、実施している（国家備蓄及び

民間備蓄）。 

   さらに、近年の資源・エネルギーの価格高騰や資源ナショナリズムの高まり等を背

景に、「エネルギー基本計画（2007 年 3 月閣議決定）」に基づき、我が国政府として重

要な資源獲得案件（本邦企業が関連する権益取得案件及び長期供給契約案件等）を政

府全体で支援するための指針として、2008 年 3 月に「資源確保指針」が閣議で了解さ

れた。これにより、政府は重要な資源獲得案件の支援に当たり、外交を積極的に展開

していくとともに、政府開発援助、政策金融、貿易保険などの経済協力との戦略的な

連携を推進している。 

 

第 2 章 日本の機械産業と主要な金属資源 

 2.1 世界の主要な金属資源 

金属資源は、一般的に「鉄」と「非鉄」に大別される。非鉄金属のうち、消費量の

多さや用途によってベースメタル、レアメタルに分けられる。ベースメタルは、建築

材料、機械類等、多量に使用される基礎的な金属を指し、アルミニウム、銅、鉛、亜

鉛等がある。一方、レアメタルは希少金属と言われ、構造材、自動車用排ガス触媒、

電子機器等のハイテク機器用部品に多く使われている。 

   金属資源の原料となる鉱石やレアメタルは、世界に均等に賦存しているのではなく、

むしろ特定の国に偏在しており、例えばレアメタルの 1 鉱種である希土類（レアアー

ス）は中国とロシアに多く存在している。 

 2.2 日本の産業を支える主要な金属資源 

我が国の産業を支える主要な金属資源について、鉄をはじめ、アルミニウム、銅、

鉛などのベースメタルとレアメタルの中から要注視 7鉱種のインジウム、プラチナ、

ガリウム、ニオブ、ストロンチウム、タンタル、レアアースの埋蔵量、生産量、輸入

量等について整理を行なった。 

鉄の原料となる鉄鉱石では、近年、年間約 1.3 億トン輸入され、その 6割はオース

トラリアからの輸入である。また主な用途先として、建設分野が約 30％、自動車向け

が約 25％などとなっており、全体の半数以上を占めている。また、アルミニウム地金

の輸入量は年間約 230 万トンで、オーストラリア、ロシア、ブラジルの 3カ国で約 50％
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を占めている。主な用途先は建材や自動車向け、産業機械向けなどである。銅につい

ては、電気銅地金の輸入量は 2003 年以降 6～8万トンで推移していたが、2007 年は 10

万トンに増加した。また銅鉱石の輸入量は、近年 130 万トン台で推移している。いず

れもチリからの輸入が 5割近くを占め、主な用途は電線向けである。 

一方、レアメタルについては要注視 7鉱種では、中国（インジウム、レアアース）、

南アフリカ（プラチナ）、ブラジル（ニオブ、タンタル）、オーストラリア（タンタル）

に資源が偏在しているほか、ガリウムについてはアフリカやオセアニアなどに多く埋

蔵している。インジウムの大半は ITO（Indium Tin Oxide：酸化インジウムにスズを

添加した化合物）ターゲット材に使用され、以前は中国から多く輸入していたが、輸

出規制などもあり近年は韓国からの輸入が増加している。プラチナは多くが自動車向

け触媒として使用されており、多くは南アフリカから輸入されている。また、ニオブ

は大半が鉄鋼向けとして使用され、ほとんどブラジルから輸入されているほか、タン

タルはコンデンサ等電機部品向けに も多く使用され、中国等から輸入されている。 

 2.3 日本の機械産業における金属資源の重要性 

日本のものづくりに幅広く使用されているベースメタル、レアメタルであるが、機

械産業においてもプラントのような大物構造物から小型の IT 機器まで様々な分野で

使用されている。例えば、鉄にレアメタルを添加してつくられた鉄鋼は建築、建設、

橋梁等の構造物向けから、自動車、電機、造船など様々な分野で使用されている。 

   一方、使用する量は少ないもののレアメタルは、近年では電子情報産業分野（小型

モータ、コンデンサ、ディスプレイなど）、環境分野（自動車用排ガス触媒など）、省

エネルギー分野（小型モータなど）などでの利用が増加している。特に日本経済を支

えるハイテク産業において、製品の小型化・軽量化・高機能化・省エネルギーの観点

から必要不可欠な素材となっている。 

 

第 3 章 世界の主要な金属資源国の資源政策 

 3.1 世界の金属資源保有国の動向 

   金属資源保有国では国内資源保護、国家管理強化、課税強化、利益還元強化等の鉱

業政策を通し、資源ナショナリズムの台頭が顕著である。 

例えば我が国の資源の輸入相手国である中国、インドネシア、ロシアでは、資源保

護、資源国家管理強化の政策が取られているほか、南アでは黒人資本化を推進する政

策により権益譲渡の履行が義務づけられるなど、資源ナショナリズムによって、我が

国の鉱業、素材、機械産業界にも直接・間接に影響を与えている。 
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表 1 主な金属資源国の動向 

 動  向 
全世界 燃料費、人件費等含むオペレーションコストの上昇。 

金融危機後、商品価格の下落と、原材料価格や人件費の低下についてタイム

ラグ発生。 
ロシア 国内資源の国家管理強化、国益重視の傾向。戦略的資源鉱床（石油、天然ガ

ス、銅、金）に対する外資規制。環境保護名目に亜鉛・鉛鉱床開発の凍結。 
中 国 還付税廃止、輸出枠の設定、輸出税課税、自然災害による障害 等 
インド 外資による鉱山開発推進のための制度改正実施。 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 鉱業法見直し、事業契約方式の見直し、自然災害、環境汚染への批判。 
ベトナム ロイヤルティ課税。 
モンゴル ロイヤルティ課税の実施。 
ブラジル 積極的な探鉱開発の実施。 
ベネズエラ 全金山と露天掘鉱山の禁止の動き 
メキシコ 長期化するスト（労働争議）。 
チ リ 鉱業特別税、外資への権益譲渡オプション権利の事実上の反故。労働争議。 
ペルー カノン税、ロイヤルティ徴収 
南 ア 新鉱業法及びロイヤリティ法を施行し、課税強化。 
豪 州 環境汚染、鉱山及び製錬所の一時操業停止 等。 

（出典）「JOGMEC 世界の鉱業の趨勢 2008」、「同 2007」ほか 

 3.2 日本にとって重要な金属資源国 

   上記 3.1 で整理した金属資源国は、資源が乏しい我が国にとってはどれも重要な国

ばかりである。しかしながら、資源価格の高騰などの動きを受け、自国の金属資源関

連産業への国家関与を強めるなど、資源ナショナリズム的な政策を展開しているか否

かなどを判断材料として、我が国にとって重要な金属資源国についての検討を行った。 

   ＜抽出に当たっての検討項目＞ 

■ 外国資本への規制（優遇措置の有無、民間資本の国有化 など） 

■ 輸出規制（関税、輸出停止措置（政治的な意図か、経済面・環境保護等の意図か） 

■ その他 鉱業／鉱物資源等に関する優遇、規制の状況（鉱区の割り当て（入札方式）、

現地資本との合弁条件、所有権、採掘権 など） 

■ 国内向け規制または優遇措置（例.産油国における税免除 など） 

検討の結果、次の 5カ国が我が国にとって重要な金属資源国であると判断した。 

    中国、ロシア、ブラジル、オーストラリア、南アフリカ 

 3.3 主要な金属資源国の資源政策 

   上記 3.2 で抽出した、中国、ロシア、ブラジル、オーストラリア、南アフリカの 5

カ国の資源政策について整理を行った。 
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   中国では、主要鉱産物・鉱石として、銅 831 千ﾄﾝ、鉛 1,591 千ﾄﾝ、亜鉛 3,013 千ﾄﾝ、

ニッケル 70 千ﾄﾝ、錫 136 千ﾄﾝ、アンチモン 153 千ﾄﾝ、カドミウム 3 千ﾄﾝ、ビスマス

1.9 千ﾄﾝ、マンガン 5.3 千ﾄﾝ、チタニウム 75 ﾄﾝ、タングステン 79 千ﾄﾝ、ウラン 750 ﾄ

ﾝ、モリブデン 66.3 千ﾄﾝ、テルリウム 4 ﾄﾝ、などが賦存している。鉱業関連法の動向

では、資源の加工度向上政策、内需優先（輸出許可量削減、輸出関税等の導入等）、鉱

山開発に対する外資規制などがある。近年は、非鉄金属製品の輸出増値税還付の撤廃・

切り下げ、輸出税の引き上げ、特定レアメタルの探査・採鉱・選鉱への外資参入禁止

などを行っている。 

   ロシアでは、主要鉱産物・鉱石として、ニッケル 294 千ﾄﾝ、金 164 ﾄﾝ、タングステ

ン 3千ﾄﾝ、ウラン 3,413 ﾄﾝ、などが賦存している。鉱業関連法の動向では、新地下資

源法の制定により、戦略的鉱床（大規模な石油、天然ガス、銅、金等）への外資出資

規制強化、鉱業企業の国営化等の動きがある。具体的には、2008 年 4 月には資源エネ

ルギー分野その他の戦略的重要性を持つ事業分野への外資参入を規制する法律を急遽

制定したほか、原子力（含むウラン開発）に関しては、従来の国内の民生用の原子力

企業（国営）を統合し、原子力事業の上流から下流までを傘下にもつ国営企業体であ

る Atomprom を設立した。 

   ブラジルでは、主要鉱産物・鉱石として、鉄鉱石 354,674 千ﾄﾝ、ボーキサイト 24,754

千ﾄﾝ、銅 205 千ﾄﾝ、ニッケル 37 千ﾄﾝ、亜鉛 194 千ﾄﾝ、ニオブ 82 千ﾄﾝ、などが賦存し

ている。近年の動向としては、鉱業界がウラン探鉱国家独占の開放を要求している。 

   オーストラリアでは、主要鉱産物・鉱石として、鉄鉱石 288 千ﾄﾝ、銅 870 千ﾄﾝ、鉛

642 千ﾄﾝ、亜鉛 1,518 千ﾄﾝ、ニッケル 183 千ﾄﾝ、ボーキサイト 62,428 千ﾄﾝ、金 245 ﾄﾝ、

銀 1,880 ﾄﾝ、プラチナ 0.1 ﾄﾝ、錫 2.1 ﾄﾝ、アンチモニー540 ﾄﾝ、ビスマス 400 ﾄﾝ、ク

ロム 254 千ﾄﾝ、マンガン 5,289 千ﾄﾝ、チタニウム 1,476 千ﾄﾝ、タングステン 17 ﾄﾝ、ウ

ラン 8,603 ﾄﾝ、などが賦存している。近年の主だった動きとしては、中国向けを中心

とした需要の伸びに対応し、資源供給国として非鉄金属、鉄鉱石、石炭等の生産・輸

出が拡大している。その資源ブームの渦中で激しさを増す資源企業の買収・合併が展

開されている。 

   南アフリカでは、主要鉱産物・鉱石として、銅 158 千ﾄﾝ、鉛 42 千ﾄﾝ、亜鉛 31 千ﾄﾝ、

ニッケル 37 千ﾄﾝ、金 255 ﾄﾝ、銀 70 ﾄﾝ、プラチナ 156 ﾄﾝ、アンチモニー3,436 ﾄﾝ、ク

ロム 7,089 千ﾄﾝ、マンガン 5,340 千ﾄﾝ、チタニウム 850 千ﾄﾝ、ウラン 520 ﾄﾝ、などが

賦存している。鉱業関連法の動向では、2004 年新鉱業法及びロイヤリティ法を施行し、

課税強化と黒人の企業管理部門への登用等を推進している。 
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 3.4 対象 5カ国のまとめ 

   上記 3.3 で取り上げた中国、ロシア、ブラジル、オーストラリア、南アフリカの主

要鉱産物・鉱石、資源政策等について整理を行なった。 

 

第 4 章 金属資源ナショナリズムによる機械産業への影響と日本の機械メーカーの対応 

 4.1 機械産業への具体的な影響 

   自国の金属資源関連産業への国家関与を強めるなど、ナショナリズム的な資源政策

が日本の機械産業にどのような影響を及ぼすのか、具体的に、①モータ、②原子力プ

ラント、の２分野を取り上げ、検討を行った。 

   この２分野を選定した理由は次の視点からである。①モータは、ベースメタルやレ

アメタルが材料として使用され、かつ機械産業を中心に幅広い用途に活用されており、

他への影響が大きいと考えられるためである、②原子力プラントは、扱っている物質

が危険物であるため、機能や安全の視点からレアメタル等を含む特殊材料が必要不可

欠であるためである。 

   まず、モータについては、特にネオジム磁石を使用する場合には、レアアース（ネ

オジム、ジスプロシウム等）が必要不可欠であるが、これらは中国に偏在して賦存し

ているため、資源国の政策に左右される面が大きい。仮に、こうした材料の調達が困

難、あるいは価格の高騰が生じた場合には、モータ産業自体への影響に加え、モータ

を使用している他の機械産業への波及は非常に甚大であると考えられる。 

ネオジム磁石は主に中小型、マイクロモータに使用されているが、これらモータは

パソコンなどに使われているハードディスク駆動装置や携帯電話のバイブレータ、小

型 IT 機器など非常に幅広い用途に使用されている。レアアースはモータ産業の基本

デバイスを構成する素材であるため、調達できる量や価格高騰などに変動が生じ、使

用量に制約が出るとモータを使用している川下産業への影響は非常に大きい。 

   また、原子力プラントについては、プラントの材料には特殊鋼が使用されている。

その心臓部に当たる原子炉圧力容器、蒸気発生器、加圧器などは鉄にレアメタルのク

ロム、モリブデンを添加したクロム・モリブデン鋼などの特殊鋼（低合金鋼）が使用

され、炉内構造物には鉄にニッケル、クロムを添加した特殊鋼（ステンレス鋼）が使

用されている。したがって、レアメタルの調達に支障が出るようであれば、特殊鋼の

生産量に影響が発生するため、プラント自体の着工は難しくなる。プラント建設に当

たっては、タービン、発電機、各種ポンプなどの設備機器や資材調達、建設、運輸・

物流など多岐にわたる産業が関連しているが、機械産業においても裾野広く関係して

 8



いるため、材料調達に変化が生じた場合には、影響度は大きいと考えられる。 

 4.2 日本の機械メーカーの対応 

   日本の主要な機械メーカーを選定し、資源ナショナリズムに対する認識、会社の対

応策等についてインタビュー調査を行った。 

   具体的には、モータ、原子力プラントの製造メーカー、ユーザーなど 5社程度に対

してインタビュー調査を実施した。 

   現在は金属資源の調達に当たり、差し迫った状況ではないが、大きな流れで見れば

資源リスクの問題は常に日本の機械メーカーに突きつけられている課題である。 

   インタビュー調査から浮かび上がってきた企業側の対応は、短期的には価格高騰が

生じた場合には、需給バランスを勘案したある程度の市場メカニズムの範囲内での決

定価格に従わざるを得ないとの思いである。 

   しなしながら、中長期的には、各社ともこうした動きへの対応策を講じている。整

理すれば、①希少金属等に頼らない製造（レス化）や代替材料による製造の研究開発、

②廃機器等からの資源回収の加速化、である。 

   いずれも、資源リスクにより、材料調達がゼロあるいは全く金属資源が枯渇した場

合を想定した対応をしている。 

 

第 5 章 今後の我が国の機械産業の対策 

 5.1 我が国の機械産業の対策 

   金属資源、特に希少金属等の調達困難、枯渇等に対しては、まずリサイクル技術の

開発推進を促進させることが重要である。いわゆる都市鉱山・人工鉱床と呼ばれる廃

電子機器等の中には鉄やアルミニウム・銅のベースメタル、レアメタルが使用されて

いるため、これらを積極的に回収できる技術開発の取り組みを加速すべきである。 

   また、中長期的な視点からは、代替材料や希少金属を使用しないレス化の取り組み

も重要である。すでにネオジム磁石を使用しないモータの開発などに着手し、試作品

を完成させている企業なども出てきており、こうした取り組みを通じて金属資源国の

政策に左右されない仕組みを構築していくことが求められる。 

 5.2 今後の課題 

国や産業界では希少金属材料の材料レス化、代替材料開発、リサイクル推進、リサ

イクル技術開発などの取り組みを加速させているが、今後もこうした取り組みを充実

させていく必要があろう。 

   この他、現在我が国では、ニッケル、クロム、タングステン、コバルト、モリブデ
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ン、マンガン、バナジウムの 7 鉱種を備蓄対象としているが、備蓄の品目や量につい

て再検討が必要との指摘もある。例えば、現在の備蓄対象鉱種よりも、資源が偏在し

ている鉱種や特定の国、企業によって鉱山が支配されている鉱種などを重点に備蓄す

ることなどが考えられるが、国にはこうした検討も求められよう。 

   後に日本の金属資源確保に対する現在の取り組みは、欧米に比べて大きく出遅れ

ているとの意見もあるが、長期的な視点に立って国と産業界が連携しながら鉱山投資

や外交戦略等を推し進めていくことも必要であると考えられる。 

 

   

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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