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平成25年12月19日   

カレント・トピックス 
独立行政法人  石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

 

～モザンビーク投資サミット参加報告～ 

<ロンドン事務所 森田健太郎 報告> 

 

はじめに 

2013 年 11 月 5 日～6 日、英国ロンドンにて「モザンビーク投資サミット」が

開催された。 

モザンビークでは 10 月より与野党間で武力衝突が発生し緊張が続いていたた

め、出席を予定していたモザンビーク政府の 3閣僚は急遽欠席となった。しかし、

英国、モザンビークからだけでなく、ポルトガル、ブラジル、カナダ、 UAE、南

ア、インド、ミヤンマー等からも含めて、約 50 名の出席があった。 

同サミットでは、モザンビークの経済動向、鉱物資源や天然ガスなどのプロジ

ェクト、インフラ整備状況等について講演があり、活発な議論が行われた。 

本稿ではこれらの概要を紹介する。なお講演プログラム等は以下の HP から入

手可能である。 

(http://mozambiqueinvestmentsummit.com/） 

 

1. 講演「モザンビークへの投資と成長：新たな桃源郷か？」 

(The Economist、Intelligence Unit(EIU)、 

中東アフリカ担当エコノミスト、Sebastien Marlier 氏) 

  

【2014 年の世界経済の見通し】 

2014 年の世界経済は、欧州、米国、日本という先進３地域が、相互に影響しあ

いながら牽引するだろう。中国、インド、ロシア、ブラジルといった新興国市場

は、最近の弱い欧州経済やコモディティ価格の低下、改革の遅延により「バラン

スの再編(rebalancing)」が進む。しかし債務が少ない割に資源は豊富で、コモ

ディティ価格は歴史的に見ればまだ高いため「弾力性(resilience)」がある。 

 

【アフリカ各国はチーター型とカバ型に二分】 

アフリカは地域差が大きい。2014 年の予測として、経済成長が速い「チーター

型」と遅い「カバ型」に分類できる。チーター型はシエラレオネ(11.2％成長)、

タンザニア(8.4％成長)、ガーナ(7.6％成長)などである。カバ型は南ア(3.3％成

長)、スーダン(2.9％成長)、ジンバブエ(2.4％成長)などである。 

 

【モザンビークはチーター型】 

モザンビークはチーター型であり、2014 年の経済成長率の予測は 7.3％である。
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しかも 2006 年以降、7％前後の高成長が長く続いている。2009 年までは個人消費

が経済成長を牽引していたが、2010 年以降は固定資本投資が牽引している。多く

のメガ・プロジェクトへの投資が始まったからである。 

 
（出典：EIU 国別データより講演者が作成） 

図１ 世界、サブサハラ・アフリカ及びモザンビークの実質経済成長率の推移 

 

 

（出典：EIU 国別データより講演者が作成） 

図２ モザンビークの経済成長率への寄与度 

 

【モザンビーク経済はメガ・プロジェクトが牽引】 

メガ・プロジェクトへの投資国は、主にブラジル、米国、豪州、イタリアであ

る。メガ・プロジェクトからの輸出先は、主に南ア、欧州、中国、インドである。 

世界経済にはリスクがある。コモディティ需要の減少、援助金の減少、資金の

枯渇などである。モザンビーク固有のリスクもある。国としての脆弱さ、政治的

な不安定さである。そしてモザンビークでは、世界経済リスクが自国固有のリス

クによってさらに増幅されてしまう。 

 

【モザンビークは投資先として魅力的か？】 

モザンビークの市場はアンゴラ、タンザニアと比べて小さい。南アと比べれば

極小である。しかし国外需要は強い。天然ガスのポテンシャルがあり市場にも近

世界  モザンビーク  サブサハラ  

固定資本投資 (Fixed Investment)が牽引  

個人支出  政府支出  固定資本投資  対外収支  
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い。また国内需要も伸びている。資源ブームによりインフラ建設が進んでおり、

首都マプトの中間層は増大している。 

 

（出典：EIU 国別データより講演者が作成） 

図３ サブサハラ・アフリカ各国の市場規模 

(購買力平価換算 GDP、単位：10 億 US$) 

 

表１ マプトにおける年収 2000US$以上の家庭の割合 

 

（出典：EIU アフリカ都市 index2012 より講演者が作成） 

 

表２ モザンビーク投資の強みと弱み 

モザンビーク投資の強み 

－ 経済成長が力強く、IMF が経済政策を支持 

－ 投資家に対する保護が強く、大規模投資家には財政インセンティブ 

－ 完全国有化のリスクが低い 

モザンビーク投資の弱み 

－ 道路、鉄道、港湾、電力、通信が未整備 

－ インフラ・プロジェクトへの政府介入 

－ 熟練労働者が不足しており労働規制も厳格 

－ 全ての土地が国有でルールが複雑 

モザンビーク投資の留意点 

－ 不安定な税制や不透明な地元持分などの資源ナショナリズム 

－ 脆弱な行政と行政効率の悪さ 

－ 政治に伴う暴力が復活、地域不安の再燃 

（出典：講演より著者が作成） 
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2.講演「インフレの管理と貸付の改善：財政政策によりビジネス環境がいかに改

善するか？」                   (モザンビーク投資銀行、Tomas Matola 氏) 

 

【会社概要】 

 モザンビーク投資銀行は、モザンビーク政府の主導により 100％国有の投資銀

行として設立された。モザンビークの発展に資するプロジェクトに融資し、国有

企業を強化し、企業やプロジェクトに助言し、モザンビークの資本市場に資金を

流すことを目的としている。 

 

【モザンビークの経済成長】 

 モザンビークの過去 10年間の経済成長率は平均 7.4％である。そして今後とも、

サブサハラ・アフリカや中国の成長率を上回るペースで成長し続けると期待され

る。経済成長の内訳を見ると、主として農業、製造業そして貿易が牽引している。

しかし今後数年は、採取産業(石炭及び LNG)及び電力が GDP のかなりの割合を占

めるだろう。 

 
（出典：モザンビーク国家統計研究所及び IMF より講演者が作成） 

図４ モザンビークの GDP 成長予測 

 
（出典：モザンビーク国家統計研究所より講演者が作成） 

図５ モザンビークの GDP の内訳(2002-2012 平均) 
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【インフレ率】 

 インフレ率は変動が激しいが減少傾向にある。輸入に依存している石油・食糧

の価格上昇と為替レートの変動がインフレの主な原因である。ただし 2013 年 6

月からは 4 か月連続でデフレとなっている。 

 

（出典：講演者資料より） 

図６ モザンビークのインフレ率の推移 

 

【民間企業への貸付】 

 民間企業への貸付は徐々に増加している。主たる貸付先は、貿易(17％)、運輸

通信(10％)、産業(9％)、建設(9％)等である。しかし年間を通じた貸付は逆に減

少している。これは貸付利率が 22％と高いこと等が原因である。ただし政府の財

政政策及び中央銀行の金融政策により、高い貸付利率は徐々に是正されている。 

 

（出典：モザンビーク銀行より講演者が作成） 

図７ モザンビークでの分野別貸付先(2012 年 12 月) 
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（出典：モザンビーク銀行より講演者が作成） 

図８ モザンビークの貸付金利の推移(2012 年 12 月) 

 

【財政赤字】 

 財政赤字は増加し続けている。今後についても、社会的セーフティネットやイ

ンフラ投資が必要であると同時に、予算を支援してくれる寄付金が減少している

ため、財政赤字は引き続き高止まりすると予想される。しかし資源ブームの到来

により、モザンビーク政府はより多くの資源収入を得て、財政赤字を減らすであ

ろう。それは貸付利率の改善にも寄与するだろう。 

 

【投資環境】 

 モザンビークの投資環境は他国と比べて改善している。Doing Business 2014

では、前年の 142 位(185 か国中)から 139 位(189 か国中)へと順位を上げた。し

かしながら、資金調達、電力へのアクセス、財産の登記、倒産手続き、契約履行

など残された課題も多い。 

 これまでモザンビーク政府は「ワン・ストップ・ショップ」の設置、ビジネス

環境改善 5 か年計画、新競争法の導入等の改善を行ってきた。しかし今後とも、

投資法の改正と規制基準の見直し、税制及び優遇策の改革、中小企業を支援する

ための許認可手続きや規制の見直し、土地アクセス権の見直し、人的資本へのア

クセスの促進、技能伝承の促進などの課題が残っている。 

 

【投資機会】 

 モザンビークにおいて最も投資を呼び込んでいる分野は、鉱物資源、エネルギ

ー、農業及び農業関連産業、観光、運輸通信である。しかし今後は、石炭及び LNG

が巨大な投資機会となる。その投資機会は、単に探鉱に係る投資だけでなく、鉄

や肥料など上流・下流の産業にも波及する。 
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（出典：投資促進センターより講演者が作成） 

図９ モザンビークにおける投資先の内訳 

 

表３ モザンビークにおける主要プロジェクト 

開発主体 位置 鉱種 推定埋蔵量 

ヴァーレ モアティーゼ 石炭 24 億 t 

リオ・ティント ベンガ 石炭 13 億 t 

ジンダル・アフリカ テテ 石炭 12 億 t 

ケンマレ モマ チタン鉄鉱 1.8 億 t 

ノベンタ マロピノ タンタラム 1140 万 t 

オーロチ・ミネラル マニカ 金 290 万 t 

エニ エリア４ 天然ガス 75tcf 

アナダルコ エリア１ 天然ガス 100tcf 

（出典：講演より著者が作成） 

 

 

3.講演「原料炭と一般炭の需要見通しについて」 

(ハッチ・コンサルティング、David Tucker 氏) 

 

【会社概要】 

 ハッチ社は、鉄、金属及び鉱山を専門としており、ビジネス・コンサルティン

グやプロジェクト・マネジメントを提供している。1955 年に設立され、世界中で

8,000 人の熟達した職員を雇用している。現在、80 か国で 400 億 US$相当のプロ

ジェクトをマネジメントしている。 

 

【鉱業における操業コストは増大】 

 2002 年から 2012 年にかけて、鉱業における主要コストである燃料コストと労

働コストが著しく増大している。例えば、豪州の鉱山会社にとっては 2002 年以

降で 4～5 倍に増加している。他方、運送費用については、極端に乱高下した時

期は過ぎ去り中期的には供給過剰が期待される。そのため、大型（ bulky）コモ
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ディティの海上物流を促すだろう。 

 
（出典：IMF 及び ILO より講演者が作成） 

図１０ ブレント原油価格及び時間当たり労賃(豪州)の推移 

 

【原料炭の需要増は鈍化】 

 原料炭は製鉄に不可欠であるが、先進国における需要は 2000 年以降ごくわず

かしか伸びていない。むしろ需要を牽引したのは中国である。中国はこれまで原

料炭を概ね自給してきたが、2008 年から輸入を始め、沿岸部にある最新型の製鉄

プラントは輸入炭に依存している。 

今後とも、アジア・太平洋地域、特に中国、インドで旺盛な需要が続くと予想

する。ただし、中国経済の減速をインド経済の伸びが相殺するとはいえ、世界全

体の年平均成長率(CAGR)は鈍化する。すなわち、2012 年までの世界需要の年平均

成長率は 8.6％であったが、2012 年以降は 2.1％となると予想する。 

 

 

（出典：講演者資料より） 

図１１ 原料炭需要の年平均成長率の予測(単位：百万 t) 
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【米国が原料炭の Swing Supplier としての役割】 

供給面では、原料炭の賦存は地理的に乏しく、豪州クィーンズランド州に集中

している。また荒天による供給途絶が直ちに価格に影響する。そのため、原料炭

価格は歴史的な高値となっており、1970 年から 2002 年までの平均価格が 46$/t

であったのに対して、2003 年から 2013 年までの平均価格は 186$/t となっている。 

 

（出典：Standard Bank, McCloskey, BP and Hatch より講演者が作成） 

図１２ 海運による原料炭供給 2 億 9 千万 t(2012)の生産国別内訳 

 

 

（出典：Tex Report, Platts より講演者が作成） 

図１３ 原料炭価格(豪州 FOB)の推移 

 

ただしシェールガスが登場してから、米国では石炭価格よりガス価格が安いと

いう現象が生じている。国内炭をアップグレードして輸出できるようになり



 10 

(2012 年に 7000 万 t)、Swing Supplier(供給調整者)としての役割を担っている。

原料炭価格は長期的には 180US$/t(豪州 FOB)に落ち着くと予想する。 

 

 

 

（出典：IMF Primary Commodity Prices より講演者が作成） 

図１４ 石炭価格、ガス価格の推移(2003 年を 1) 

 

【一般炭の供給はコロンビア、インドネシアが太宗】 

一般炭は幅広く賦存し、低コストであり、管理しやすく、長距離輸送が可能で、

既存技術で消費される。供給面では、大西洋地域はコロンビア、太平洋地域はイ

ンドネシアが支配的であり、小規模供給者にとってはコスト圧力がかかる。 

 

（出典：Standard Bank, McCloskey, BP and Hatch より講演者が作成） 

図１５ 海運による一般炭供給 7 億 7 千万 t(2012)の生産国別内訳 

豪州石炭価格  米国ガス価格  ロシアガス価格  
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【一般炭の需要はインドが牽引】 

需要面では、アジア・太平洋地域、特に中国、インドで旺盛な需要が続くと予

想する。2008 年以降、インド国内の石炭生産は年 4％で増加してきたにもかかわ

らず、石炭輸入はさらに年 21％で増加している。それでもインドでは慢性的に電

力が不足しており、2011 年時点で人口の 25％が電力にアクセスできていない。

インドは第 11 次 5 か年計画 (2007-2012)で「超巨大発電プロジェクト」

(UMPP:Ultra Mega Power Projects)を打出している。これは必ずしも石炭火力だ

けではないが、62,000 メガワットの発電容量を追加的に建設するとしている。建

設される各発電所の容量は 4,000 メガワット以上、石炭消費であれば年間一千万

t となる。 

他方で、世界的には、京都の国際公約、原子力政策、再生可能エネルギーとい

う全体的なエネルギー政策が石炭需要に影響する。また中国国内では石炭火力発

電所における環境管理が義務化・強化されている。 

その結果、2012 年までの世界需要の年平均成長率は 4.3％であったが、2012 年

以降は 2.0％となると予想する。一般炭価格は長期的には 90US$/t(豪州 FOB)を回

復すると期待される。 

 

 

（出典：BP Energy outlook 2030, Hatch より講演者が作成） 

図１６ 一般炭需要の年平均成長率の予測 
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4.講演「インフラ整備の戦略とシナジー効果」 

(モザンビーク運輸通信省 プロジェクト研究課長、Ambrosio Sitoe 氏) 

 

【統合的輸送システム開発戦略】 

 2009 年、モザンビーク政府は統合的な輸送システムの開発戦略を承認した。

2010 年から 2011 年にかけて、同戦略は鉱業分野－特に石炭分野の投資を促進す

るよう改訂された。2012 年にロブマ盆地(Rovuma Basin)において天然ガスが発見

されたことから、同戦略は更なる見直しの必要に迫られている。これらの戦略を

実現するため、運輸通信省としては、今後 10 年以内に 180 億 US$を超える投資が

必要と判断している。 

 インフラ整備に当たっては、輸送の効率性で場合分けしている。すなわち、

500km までの距離であれば道路輸送が効率的だが、500km 以上となると鉄道又は

水運が効率的となる。モザンビークは南北には 500km 以上あるが、東西には 500km

以下の部分が多い。従って基本的には、南北方向に鉄道と水運が通るようにイン

フラを整備する。 

 

【既存の鉄道・港湾の補修】 

 モザンビークには、鉄道と港湾の整備が進めば、巨大な石炭資源を世界に輸出

できるだけのポテンシャルがある。地理的な位置が良く、既存設備があり、資源

ポテンシャルがある。 

石炭資源のあるテテ州からは、既にセナ鉄道とベイラ港湾がある。セナ鉄道は

補修中であり、現在の輸送能力は 650 万 t/年だが、今後 2 年で 2 千万 t/年まで

増大するだろう。同時にベイラ港湾についても新たな石炭ターミナルを建造中で

あり、現在の容量は 600 万 t/年だが、2015 年までに 2 千万 t/年まで増大するだ

ろう。 

 

【新規の回廊の整備】 

テテ州からは、さらに四つの回廊を検討中である。ナカラ回廊、ムツアリ回廊、

ナンプラ回廊、マクゼ回廊である。これらの回廊のいくつかは、河川流域と重複

しており、既存道路とも重複しており、鉱物資源の賦存とも重複しており、森林

とも重複している。回廊を統合的に運用することにより、これらのポテンシャル

を活用することができる。 

中でもナカラ回廊はマラウィを横断するが、多くの川があるため橋を作らなけ

ればならない。周辺道路も舗装道路ではなく制約になっている。しかし完成した

暁には、鉱物資源だけでなく、人・物も運ぶことができる。2012 年 7 月に建設の

権利(concession)を承認した。2014 年 9 月には 3 千万 t/年の輸送能力を実現す

るだろう。 
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（出典：講演者資料より） 

図１７ 鉄道の容量と需要の見通し 

 

 

（出典：講演者資料より） 

図１８ 港湾の容量と需要の見通し 

 

 

5.講演「モザンビークの鉄の富を解き放て」 

(Baobab Resources plc、Managing Director、Ben James 氏) 

 

【会社概要】 

 Baobab Resources plc は 2007 年に上場された。モザンビークを重点として様々

なコモディティの産出が期待される 5 つのプロジェクトを有している。モザンビ

ークで 7 年間操業しており初期参入者としてのアドバンテージがある。 

 

【テテ・プロジェクトの立地条件は戦略的】 

テテ州の銑鉄及びフェロバナジウムのプロジェクトが当社の旗艦資産である。

需要  

年  

年  

需要  
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テテ州は地球上で最大の未開発石炭鉱床であり、次の 20 年間で世界の原料炭の 2

割を生産するかもしれない。当社のテテ・プロジェクトは、豊富な「電力」と「石

炭」にアクセスできる。「鉄鉱石」「石炭」「電力」「水」の全てが 50km 圏内にあ

り、さらにこれらは目を見張るスピードで開発が進んでいる。鉄鉱石の高付加価

値化のために戦略的な位置に立地していると言える。またアフリカ東海岸に位置

しており、成長著しいアジア市場にアクセスすることができる。 

 

【テテ・プロジェクトの資源埋蔵量】 

テテ州のプロジェクトは、年産 100 万 t のプレ FS 結果が 2013 年 3 月に公表さ

れ、年産 200 万 t のプレ FS 結果も 6 月に公表された。 

JORC（豪州の鉱石埋蔵量合同委員会）規定によれば、7 億 2,700 万 t の埋蔵量

がある。このうち 2 億 1,700 万 t の概測埋蔵量及び 3 億 3,600 万 t の予測埋蔵量

が、2.5 平方 km のテンゲ・ルオニに横たわっている。それらの品位は鉄分 36％

である。平均厚さ 100m のマグマ性のバナジウム鉄（vanadiferous）も存在して

いる。剥土比（strip ratio）は 0.4 である。 

 

【銑鉄の価格は 15％ペースで上昇中】 

 BRICs における経済成長と都市化によって牽引され鉄需要は増大している。急

速に成長しているサブサハラ・アフリカが、さらに追加的な需要をもたらす。中

国の鉄スクラップ市場は頭打ちとなっており、世界のどこであっても鉄スクラッ

プの品質は下落している。そのため、質・量ともに下落中の「鉄スクラップ」と

電炉用の「銑鉄」の戦いになる。 

 銑鉄の価格は、過去 10 年間、年平均 15％程度で上昇してき。現在は t 当たり

425US$～500US$で推移している。 

 

（出典：講演者資料より） 

図１９ ブラジルの銑鉄輸出価格の推移 

 

【操業コストはブラジルの半分以下】 

テテ・プロジェクトは、50 年以上にわたって、年産 100～400 万 t の銑鉄、フ

銑鉄価格 (US$) 

線形回帰  
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ェロバナジウム及び鉄関連製品を世界的な競争力のある価格で提供することが

できるであろう。 

プレ FS 調査によれば、銑鉄生産の操業コストは最小である。ブラジルでの典

型的な操業コストは t 当たり 385US$だが、当社の操業コストは同 225US$しかか

からない。加えて副産物のフェロバナジウム合金 (FeV)がクレジットとなれば、

さらにコストが 65US$安くなる。操業コストはブラジルの半分以下になる。その

結果、プロジェクトの現在価値は 10 億 US$、IRR（内部利益率）は 20％以上であ

る。 

 

（出典：講演者資料より） 

図２０ 操業コストの比較 

 

【鉄道と港湾の確保】 

当社は、鉄道及び港湾を使用するため既に官民との事前協議を行っている。検

討中の鉄道・港湾の選択肢は、セナ鉄道・ベイラ港ルート、ナカラ・ルート、マ

クセ・ルートである。 

 

【社会経済に与える恩恵は大きい】 

 モザンビークにおいては、銑鉄・鉄による高付加価値化が、重厚長大産業やそ

れらの裾野産業の成長・発展のための触媒となる。 

テテ・プロジェクトは、500 人の熟練労働者を直接雇用する機会を与える。ま

た 2,000 人以上の間接雇用と関連ビジネスの機会を提供する。国レベルでは、法

人税の増大、外貨の獲得、輸出製品の多角化という効果をもたらす。また地元レ

ベルでも、個人所得の増大、中小企業の成長、貧困の緩和や医療・教育の改善な

ど波及効果は大きい。 

 

 

おことわり：本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構としての見解を示

すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容

に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等す

る場合には、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいます

ようお願い申し上げます。  

 


