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Australian Mining and Energy Sector
The Australian mining sector is a major industry sector with 
sales of ¥7,096 billion and contributes over ¥3,186 billion to 
Australia’s GDP in 2004-05. 

Australia’s mining industry is the leading exporter with over 
¥3,933 billion worth of product being exported. Coal is the 
largest export (¥1,620 billion) and oil & gas the second 
largest (¥ 972 billion).

Japan represents Australia’s largest mineral export market 
at 30%. Other important markets include Korea (11%), 
China (8%) and Taiwan (6%), in 2004-05.

Australian imports in 2004-05 were ¥ 990 billion with crude 
oil representing almost 90%. 

Almost 45% of the mining industry is concentrated in 
Western Australia with Queensland (22.5%) and New South 
Wales (15.7%) having significant shares.

Metal Ore Mining
Oil & Gas Extraction
Coal Mining
Services to Mining
Other Mining

Composition of the Australian 
Mining Sector



Australian Mining Sector
オーストラリアの鉱業セクターは、7兆960億円の売上高を誇る主要産

業セクターであり、オーストラリアの2004-05年のGDPに3兆1860億円

以上貢献。

オーストラリアの鉱業界は、製品価格3兆9330億円もの輸出を行う、

主要輸出者である。一位は石炭の 1兆6200億円、そして二位に石油・

ガス（9720億円）と続く。

日本は30%と、最も大きくオーストラリアの輸出市場を占めている 。

他に、韓国(11%)、中国(8%)、および台湾(6%)が続く。

2004-05年度のオーストラリアの輸入は 9900億円であり、そのおよそ

90%は原油が占めている。

鉱業のおよそ45%が西オーストラリアに集中している。そして、ク

イーンズランド(22.5%)、ニューサウスウェールズ(15.7%)が続く。

オーストラリア鉱業の割合

金属鉱石採掘

石油・ガス産出

石炭産出

採掘サービス

その他採掘



Japanese Trade Flows

¥ million
Coal 909,360
Confidential items (incl. LNG, wheat and sugar) 448,830
Iron ore 340,020
Bovine meat 197,730
Aluminium 139,140

Australia – Japan Investment Relationship
Japan is Australia’s third-largest source of foreign investment, 
with direct, portfolio and other investments worth  ¥4,797 billion 
at the end of 2005. 

Japanese investment constituted 4.4 per cent of all foreign 
investment in Australia and was concentrated in mining, real 
estate and services. 

Direct investment from Japan, at ¥2,142 billion, made up 8.5 per
cent of total foreign direct investment in Australia. 

Australian Exports to Japan
Japan has been Australia's largest export market for almost 
forty years. 

The value of goods exports to Japan in 2005-06 reached      
¥2,790 billion (up 25 per cent on 2004-05), and, over the 
same period, were worth more than our goods exports to US 
and China combined. Coal exports to Japan increased by 42 
per cent in 2005-06.

In 2005 and 2006, a series of LNG deals made between 
major Japanese utilities and the North West Shelf and 
Gorgon ventures have secured Australia’s reputation as an 
energy provider to Japan. 

Top 6 Australian Exports to Japan in 2005:

Source: Australian Minerals Council and DFAT



Japanese Trade Flows

石炭 9,093億6千万円
非公開（LNG, 麦, 砂糖などを含む） 4,488億3千万円
鉄鉱石 3,400億2千万円
牛肉 1,977億3千万円
アルミニウム 1,391億4千万円

日豪投資リレーションシップ

日本はオーストラリアの対外投資の第3位に位置し、2005年末時
点で、直接投資、ポートフォリオやその他を合わせ、4兆7970億
円規模の投資が行われている。

日本からの投資は、オーストラリアへの外国投資総額の4.4%に
及んでおり、資源採掘、不動産、およびその他サービスによっ
て構成されている。

日本からの直接投資は2兆1420億円に達し、オーストラリアへの
総外国直接投資の8.5%を占める。

オーストラリアによる対日輸出

日本は約40年に渡り、オーストラリア最大の貿易相手国で
ある。

2005-06年度の日本への商品輸出額は、米国と中国への輸出
合計額に匹敵する、2兆7900億円(2004-05年度より25%増)に
達した。 日本への石炭輸出は、2005-06年度には42%増加。

2005年および2006年に、日系資源会社とノース・ウェス
ト・シェルフおよびゴーゴン・プロジェクトとの間で大き
な取引が行われ、オーストラリアは日本向けのエネルギー
供給国としての地位を築いた。

2005年のオーストラリアによる対日6大輸出品目は以下の通り:

出典: Australian Minerals Council and DFAT



Japanese Trade Flows
Japanese Mining Companies in Australia 2005/06

Entity Activity Investment Interest Location

Doral Mineral Industries Ltd [Iwatani 
International Corporation]

Mineral sands mining Mineral sands, Fluorite WA

Idemitsu Kosan Company Ltd Mineral & petroleum exploration Coal NSW, QLD

Itochu Corporation Diversified mineral, energy, chemicals, textile & technology Coal, Tungsten, Iron Ore, Silica NSW, WLD, TAS, WA

Japan Alumina Associates (Australia) 
Pty Ltd

Alumina mining & processing Bauxite-Alumina WA

J-Pwer (Australia) Pty Ltd Coal mining investment Coal QLD

Marubeni Coal Pty Ltd Coal mining Coal NSW, QLD

Mitsubishi Corporation Coal & silica production; oil & gas investment Coal, Silica NSW, QLD

Mitsui & Co (Australia) Ltd Export, import & investment Coal, Iron ore, Salt NSW, QLD,WA

Mitsui Mining (Australia) Pty Ltd Coal trading Coal NSW, QLD

Nippon Steel Australia Pty Ltd Mining & Steel sales Coal, Iron ore NSW, QLD, WA

Shark Bay Resources Pty Ltd
[see Mitsui & Co (Australia) Ltd]

Salt mining Salt WA

Sojitz Australia Ltd Coal NSW, QLD, WA

Tomen Australia Diversified trading Coal NSW, QLD

Toyota Tsusho Mining (Australia) Pty Ltd Coal mining & investment Coal NSW

Source: Register of Australian Mining 2005/06, Snowden



Japanese Trade Flows
オーストラリアで活躍する主な日系鉱山業企業

企業 活動 投資 鉱山所在地

Doral Mineral Industries Ltd [Iwatani] ミネラルサンド採掘 ミネラルサンド、ホタル
石

西オーストラリア

出光興産 鉱物＆石油探鉱 石炭 ニューサウスウェールズ、クィーンズランド

伊藤忠 鉱物、エネルギー、価額、繊維、テクノロジー 石炭、タングステン、鉄
鉱石、シリコン

ニューサウスウェールズ、クィーンズランド、タスマニア、西
オーストラリア

Japan Alumina Associates (Australia) 
Pty Ltd

アルミナ採掘＆プロセッシング ボーキサイト、アルミナ 西オーストラリア

J-Pwer (Australia) Pty Ltd 石炭採掘投資 石炭 クィーンズランド

Marubeni Coal Pty Ltd 石炭採掘 石炭 ニューサウスウェールズ、クィーンズランド

三菱 石炭＆シリコン生産；石油・ガス投資 石炭、シリコン ニューサウスウェールズ、クィーンズランド

三井オーストラリア 輸出、輸入、投資 石炭、鉄鉱石、塩 ニューサウスウェールズ、クィーンズランド、西オーストラリア

Mitsui Mining (Australia) Pty Ltd 石炭取引 石炭 ニューサウスウェールズ、クィーンズランド

新日本製鐵オーストラリア 鉱業および鉄鉱石販売 石炭、鉄鉱石 ニューサウスウェールズ、クィーンズランド、西オーストラリア

Shark Bay Resources Pty Ltd
[三井オーストラリア参照]

塩産出 塩 西オーストラリア

双日オーストラリア 石炭 ニューサウスウェールズ、クィーンズランド、西オーストラリア

トーメン・オーストラリア 商取引 石炭 ニューサウスウェールズ、クィーンズランド

Toyota Tsusho Mining (Australia) Pty 
Ltd

石炭採掘および投資 石炭 ニューサウスウェールズ

出典: Register of Australian Mining 2005/06, Snowden



Japanese Trade Flows
Project Status Japanese Participants Product

Audacious Feasibility / On Hold Cosmo Oil Company Oil

Tenacious Feasibility / On Hold Cosmo Oil Company Oil

Evans Shoal Feasibility on Hold Osaka Gas Gas & Condensate

Greater Sunrise Feasibility / On Hold Osaka Gas Gas & Condensate

Bass Gas Development Wandoo Petroleum ( Mitsui & Co) Gas, Condensate, LPG

Casino Development Mitsui Gas

North West Shelf Development Mitsubishi , Mitsui Gas, oil, Condensate, LNG, LPG

Cliff Head Development Development Itochu, Wandoo Petroleum (Mitsui) Oil

Enfield Development Mitsui Oil

Griffin Development Inpex Oil, Gas

Wandoo Development Wandoo Petroleum (Mitsui) Oil, Gas

Mutineer/ Exeter Development Nippon Oil Oil

Ichthys Feasibility Inpex Gas, Condensate

Bayu Undan Development Inpex, Tokyo Gas Co, Tokyo Electric Power Co Condensate, LNG

Elang Development Inpex Oil



Japanese Trade Flows
プロジェクト 状況 日系企業 生産物

Audacious ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ / 保留 コスモ石油 石油

Tenacious ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ / 保留 コスモ石油 石油

エバンス・ ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ / 保留 大阪ガス ガス・コンデンセート

グレーター・サンライズ ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ / 保留 大阪ガス ガス・コンデンセート

バス海峡 開発 Wandoo Petroleum （三井） ガス・コンデンセート・LPG

Casino 開発 三井 ガス

ノース・ウエスト・シェルフ 開発 三菱・三井 ガス・石油・コンデンセート・LNG・LPG

クリフ・ヘッド 開発 伊藤忠、Wandoo Petroleum （三井） 石油

エンフィールド 開発 三井 石油

グリフィン 開発 国際石油開発 石油・ガス

ワンドゥー 開発 Wandoo Petroleum （三井） 石油・ガス

ムティニア／エクセター 開発 新日本石油 石油

イクシス ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨ 国際石油開発 ガス・石油

バユ・ウンダン 開発 国際石油開発、東京ガス、東京電力 コンデンセート・LNG

エラング 開発 国際石油開発 石油



The Australian Mineral Mining Landscape
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The Australian Mineral Mining Landscape
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The Australian Oil and Gas Landscape
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The Australian Oil and Gas Landscape

Key
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Broad Trends in Mineral Mining in Australia

Demand:

• Strong supply and demand fundamentals in all 
metals

• Continued demand from China in particular due to 
price and proximity

• Price increases in US$ are reduced by strong A$.  
A$ price increases are more modest

• Increasing equity interest being taken by 
customers to drive resource security

• Generic intermediate products are more 
acceptable now due to supply constraints

• Higher foreign investment

Supply

• Industry consolidation has continued at a pace.  Few 
mid-ranking players exist.

• Access to skilled labour is constraining new projects

• Most exploration now performed by juniors

• Port & Rail infrastructure are being de-bottlenecked 
to cope with increases in supply

• Oil price and steel price provide most cost pressure 
to new project development

• Labour costs restrained due to medium term wage 
setting



Broad Trends in Australia – Supply and Demand

需要

• 高い需要・供給が全ての金属に存在。

• 価格や位置関係の要因から、中国からの高い需要

が継続。

• 米ドルの値上げは、強い豪ドルで制御されている。

豪ドルの値上げ率は、より穏やか。

• さらなる資源確保に向けた投資がさかんである。

• 供給量の限界により、中間生成物の取引がより活

発である。

• 外国人投資率が高い。

供給

• 業界再編が続き、中小プレーヤーはほぼ存在しない。

• 熟練技術者は新規プロジェクトへ流れている。

• 多くの探鉱は若手技術者によって行われている。

• 供給量の増加に合わせ、港や鉄道などのインフラの

整備が進む。

• 石油およびスチールの価格が、新規プロジェクト開発

の主なコスト圧迫要因となっている。

• 中期契約によりめ、労務コストは抑制されている。



Mining Projects Overview
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Feasibility Stage

Includes projects expected to 
commence production over the 
medium term and for which capital 
expenditure is expected to exceed 
¥3,600 million (except for gold 
projects, for which the expenditure 
threshold is¥1,350 million).



Mining Projects Overview
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現在

フィージビリティ
段階

中・長期的規模の生産開始
が予想されるプロジェクト
で資本的支出が36億円を超
えるものを集計（ただし、
金プロジェクトに関しては
13億5000万円以上）



Commodity Overviews – Aluminium
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Major Players – Aluminium 
• In 2005-06, the value of Australia’s aluminium exports increased 

by 28 per cent to ¥430.2 billion, largely reflecting higher export 
prices. In 2006-07, export volumes are expected to remain largely 
unchanged as no new smelting capacity is scheduled to come on 
line. 

• Australia’s alumina production and export capacity is projected to 
increase significantly over the medium term, reflecting the 
construction of substantial new alumina refinery capacity, which is 
now ramping up, committed or in prospect. 

• Chalco investment of ¥270 billion in purchase of Arakun leases 
signals rapid development. 

• Costs: Increasing costs are having an impact on the feasibility of 
expansions. 

• Consolidation: Increased speculation on consolidation of the 
aluminium industry.  

Australian Outlook

Market Commentary
• Canaccord Adams: Global Metals and Mining, 31 October 2006: We expect the global alumina market to remain in heavy 

surplus until at least 2010, despite expectations of average global aluminium consumption growth of 7% through that period. We 
expect to see further closures of existing capacity over the next few years, with Eastern European and North American capacity 
probably most at risk in the short term, with some Chinese capacity likely to follow. The aluminium market is much harder to call. 
Aside from consumption, Chinese production remains the swing variable and, we consider, the hardest to forecast.

Major Players – Alumina



Commodity Overviews – Aluminium
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主要企業 – アルミニウム
• 2005-06年度は、より高い輸出価格を反映し、オーストラリアの

アルミニウム輸出価格は28％増の4302億円に至る。2006-07年度

は、製錬産出量の新規増加が特に予定されていないことから、輸

出量に大きな変化はないと見られる。

• 中期的にオーストラリアにおけるアルミナの生産および輸出高の

急増が予測されており、それを受けアルミナ精製設備の増築が進

められている。

• Arakunリース購買にみられる2700億円のChalco投資により、開発

がより促進されることが予想される。

• コスト: コストの増加は事業拡大に影響を与える。

• 統合: アルミニウム産業界でのさらなる統合が予想される。

オーストラリアにおけるアルミニウムの概況

市況
Canaccordアダムス: 2006年10月31日:

世界的アルミナ市場は、2010年までの間に消費量の7％増が見込まれるにもかかわらず、少なくともその期間中は供給過多にあると予測される。
この数年間に渡り、既存の生産の打ち切りが予想される。短期的には、東欧および北米の生産が危ぶまれており、それに続き中国の生産もリ
スクにある。アルミニウム市場は買い付けが難しい状況にある。消費以外には、中国の生産は依然変則的であり、予測が非常に困難である。

主要企業 – アルミナ



Commodity Overviews – Nickel
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The nickel mining industry in Australia  is expected to generate almost ¥270 million 
in 2006-07, expanding by around 31%.
Around 30% of the nickel industry revenue in Australia is derived from exports this is 
expected to grow by 20% in 2006-07 to ¥78,300 million 
Trends in US dollar nickel prices, the value of the Australia dollar and in the volume 
of nickel production will continue to drive industry in the next few years.
Australian production will continue to rise with several projects coming on and 
increased capacity at other mines
A forecast rise in prices during 2006 reflects a recovery in stainless steel production, 
rising consumption of stainless steel in China and limits on supply that is susceptible 
to disruption from labour disputes.
Increased demand from China is driving nickel demand, Chinese demand is 
increasingly driven by stainless steel output which is expected to rise 40% on 2005.

Major Players Australian Outlook

• Morgan Stanley – 25 July 2006 (Solid June Quarter Production – Cost pressures impacting projects again) 
BHP’s FY06 nickel production was below forecasts by 3kt with work at the Yabulu refinery impacting on production

• RBC Capital Markets – 6 September 2006:  The recent run-up in nickel prices to over ¥1,350/lb was due to very tight market 
conditions and a short  squeeze on the LME. Demand is expected to be constrained by a shortage of available metal in 2007 and 
the market will remain in deficit through early 2008. With inventories at or near frictional levels, we expect prices to remain very 
strong. While the market is expected to revert to surplus with several sources of new supply expected to come on stream starting in 
2009, we note that a number of new projects rely on technologies that have yet to be commercially proved and the possibility exists 
that production difficulties could lead to continuing deficits. 

Market Commentary



Commodity Overviews – Nickel
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2006-07年度におけるオーストラリアのニッケル鉱業は、およそ31%増の、2億7000
万円の産出が予想される。

およそ30％のニッケル産業のオーストラリアにおける収入は輸出によって賄われて
おり、2006-07年度には20%増の783億円まで続伸することが予想される。

米ドルのニッケル価格の傾向に関しては、豪ドル価格とニッケル生産量が、この先
数年間の動向の決め手となると見られる。

いくつかの新規プロジェクトの開始、および既存鉱山からの生産増加もあり、オー
ストラリアの生産はこの先も堅調と予測される。

2006年の価格上昇の要因として、ステンレス生産の回復、中国におけるステンレス
消費量の増加、労使問題などが挙げられる。

中国からの需要増によりニッケル需要が急増。そのため、2005年のステンレス・ス
チールの生産高は40%増が見込まれる。

主要企業 オーストラリアにおけるニッケルの概況

モルガン・スタンレー 2006年7月25日(6月四半期は堅調な生産; コスト圧迫が再びプロジェクトに影響) 
ＢＨＰの2006年度のニッケル生産高は、Yabulu精製所での生産の影響を受け、予測より３ｋｔ下回る結果となった。

RBCキャピタル。マーケット 2006年9月6日
1350円/lbのニッケル価格の急上昇は、非常に逼迫した市場とLMEにおける圧搾が要因。2007年の金属不足によって供給が抑制され
ると予想されて、2008年初頭まで市況は需要過剰にある見込み。在庫量は低いレベルにあり、依然として高価格が予測される。新
規供給により2009年から市場が供給過剰に転じることが予想されているが、新興企画が未だ商業的に確立されていない技術を当て
にしているため、生産不良を引き起こす可能性もあり、引き続き市場は需要過剰となることも予想される。

市況



Commodity Overviews – Uranium
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• Australia’s uranium is sold soley for power generation purposes only and 
safeguards under the Nuclear Non-proliferation Treaty apply.

• Australia is a preferred uranium supplier and could easily increase its world market 
share because of its low cost reserves and political and economic stability.

• In Australia revenue from the industry is expected to increase in 2007-08 and then 
decline into 2012, with mines winding down and no new ones coming on in the near 
future and spot prices dropping.

• Uranium prices have increased five-fold since 2001 as a result of declining 
stockpiles and supplies from weapons decommissioning. Demand is poised to grow 
from nuclear reactors under construction in China, India, and elsewhere. 

• Nuclear power is becoming increasingly competitive with coal and gas-fired 
electricity generation in terms of operating costs. High gas prices and spending 
required to make coal more environmentally acceptable enhance the attractiveness 
of nuclear generation.

• Global uranium production is below demand and will continue to be so for at least 
several years. This situation will push both spot market and contract prices higher in 
the near future .

Australian OutlookMajor Players

Market Commentary
Friedman Billings Ramsey – 11 June 2006 (Nuclear Fundamentals Outweigh Development Risks)
BHP Billiton’s expansion of the Olympic Dam mine in Australia to about 13,000 tons from a current run-rate of about 3,500. 
Much of the uranium reserves are highly dependent on the mine’s copper mining and the economics of its expansion.
As the potential new uranium deposits are mingled with reserves of other metals the prices for those other metals have to 
stay high to help justify the required investments. 
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• オーストラリアのウラン販売は、発電目的のみに対して行われ、核拡散防止条約の

下におけるセーフガードも敷かれている。

• オーストラリアは、低価格、高い備蓄量、政治経済の安定性を背景に、ウランの世

界シェアを順調に増加。

• オーストラリアでは、産業収入は、2007-08年度に増加し、その後は2012年まで減

少するものと見られる。鉱山の閉鎖や新規開発が近い将来予定されていないこと、

スポット価格の下落が要因としてある。

• ウラン価格は、在庫量減少と兵器需要の上昇により、2001年より5倍まで上昇。中

国、インドなどにおけるの原子炉建設のために、需要はさらに高まると予測される。

• 原子力は、運用コストの面で、石炭やとガス火力発電に対する競争力をますます高

めてきている。高いガス価格や環境面で規制を受ける石炭消費よりも、原子力の利

用に注目が集まってきている。

• 世界的にウラン生産は、需要に間に合わない状況にあり、この先少なくとも数年は

同様の状況と予想される。これにより、現物市場および協定価格が、より押し上げ

られる結果になると見込まれる。

主要企業 オーストラリアにおけるウランの概況

市況

フリードマン・ビリングス・ラムゼイ 2006年6月11日

BHP Billitonは、現在のランレートの約3,500tから約1万3000tへの増産に向け、オーストラリアのオリンピック・ダム鉱山
を拡張。ウラン確保は、鉱山からの銅の採掘と鉱山拡張の状況による。新規のウラニウム鉱床が他の金属源と混合している
ため、それらの他の金属の価格も高値に留まることが考えられる。



Commodity Overviews – Iron Ore
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Major Players Australian Outlook

Market Commentary

• Three majors [Rio Tinto, BHP Billiton & CVRD] control 60% of the global market. 
• Australia is projected to increase its share of world seaborne iron ore and 

metallurgical coal trade as a result of the development of new mine supply and port 
handling capacity. 

• ABARE has forecast Australian Iron Ore exports to increase by 56% by 2011.
• The recent significant rise in iron ore prices and the prospect of continued strong 

demand growth is also encouraging new entrants to the industry in Australia. 
• 2005 price increase of over 70%  and 19% in 2006. 
• New Chinese investment in projects in Western Australia is viewed as a move to 

circumvent the power of the top producers.
• Sharing rail and port infrastructure with production bottlenecks and constraints already 

in place is an issue for producers.

Morgan Stanley 25 July 2006: In line with our full-year forecast, we expect production in F2007 to be relatively flat, with expansion 
project tie-in activity likely to restrict output.

RBC Capital Markets 25 July 2006: Q4 F2006 showed record iron ore shipments reflecting strong market demand.

Deutsche Bank 29 June 2006: Iron ore remains tight - in our view the subliminal message in today's briefing was that iron ore prices 
will have to rise to reflect continuing cost pressures and supply side issues. Iron ore is seen as area of stability in terms of earnings, 
growth and cash flow.  Chinese demand in this space remains all encompassing

Morgan Stanley 25 July 2006: In line with our full-year forecast, we expect production in F2007 to be relatively flat, with expansion 
project tie-in activity likely to restrict output.

RBC Capital Markets 25 July 2006: Q4 F2006 showed record iron ore shipments reflecting strong market demand.

Deutsche Bank 29 June 2006: Iron ore remains tight - in our view the subliminal message in today's briefing was that iron ore prices 
will have to rise to reflect continuing cost pressures and supply side issues. Iron ore is seen as area of stability in terms of earnings, 
growth and cash flow.  Chinese demand in this space remains all encompassing
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主要企業 オーストラリアにおける鉄鉱石の概況

市況

• 3大メジャーのリオティント、BHP Billiton、およびCVRDが世界市場の60%を占める。
• 新規の鉱山開発や港整備により、オーストラリアによる、世界の鉄鉱石の海上輸送シェ
アの増加、および原料炭貿易の拡大が見込まれる。

• ABAREは、2011年までにオーストラリアの鉄鉱石輸出量が56%増加すると予測。
• 鉄鉱石価格の最近の急上昇と継続的な根強い需要成長の予測に基づき、、オーストラ
リアの当該産業への新規参入が活発。

• 2005年には70％、2006年にはさらに19%の価格上昇が見込まれている。
• 西オーストラリア・プロジェクトへの中国からの新規投資は、大手生産者側の権力に対
する牽制になると見られている。

• 鉄道や港などのインフラの共有に関して、規制や障害が発生している。

モルガン・スタンレー2006年7月25日:

年間予測から、拡張に伴う活動により生産が抑制され、2007年度の生産は比較的横ばい傾向。

RBC資本市場2006年7月25日: 

堅調な需要市況を反映し、2006年度の第4四半期は、鉄鉱石の船積量は記録的なものとなった。

ドイツ銀行2006年6月29日: 

鉄鉱石需要は依然逼迫。継続するコスト圧力とサプライ・サイド問題を反映し、鉄鉱石価格の上昇は必定。鉄鉱石は収益、成長、およびキャッシュフローの

面で、安定していると見られる。堅調な中国需要で盛況にある。

モルガン・スタンレー2006年7月25日:

年間予測から、拡張に伴う活動により生産が抑制され、2007年度の生産は比較的横ばい傾向。

RBC資本市場2006年7月25日: 

堅調な需要市況を反映し、2006年度の第4四半期は、鉄鉱石の船積量は記録的なものとなった。

ドイツ銀行2006年6月29日: 

鉄鉱石需要は依然逼迫。継続するコスト圧力とサプライ・サイド問題を反映し、鉄鉱石価格の上昇は必定。鉄鉱石は収益、成長、およびキャッシュフローの

面で、安定していると見られる。堅調な中国需要で盛況にある。
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Major Players Australian Outlook
• Copper prices reached an all time high of US$8,200 per tonne in  July 

2006.  It has eased slightly but is still at an extremely high level. The boom 
in copper prices has been largely underpinned by strong growth in demand 
from both China and India. JP Morgan believe that China’s demand for 
copper will increase by 14.5% in 2006

• Australia's copper production rose from 876,500 tonnes in 2002-03, to 
920,000 tonnes in 2005-06 and is expected to reach 1.01 million tonnes in 
2006-07. Increases in output have come from major operations, such as
Olympic Dam, as well as from a number of new or reactivated mines, such 
as Ridgeway and Telfer. 

Market Commentary
Fundamentals Metal Monthly – September 2006:  We believe that the increase in demand in China will be partially offset by the 
softening of the demand in the U.S. as a result of a decrease in construction. Based on recent supply stoppages and rapid rise of 
demand in China, copper price forecasts for this year have increased. 

RBC Capital Markets – Global Base Metals – September 2006: The copper market continues to be affected by a number of 
extra-ordinary disruptions to supply, particularly on the labour front. As a result we have had to further moderate our expectations 
for increases in capacity utilisation and we are now forecasting a deficit market in 2006. We continue to forecast a modest surplus 
in 2007 and some downward pressure on prices as a result. However, we expect the market to subsequently move back into 
deficit in 2008 and beyond putting renewed upward pressure on price. We expect the market to remain very tight throughout our 
forecast period and for prices to remain at historically high levels.
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主要企業 オーストラリアにおける銅の概況

• 2006年7月に1トンあたり8,200米ドルと最高値を記録した銅。僅かに値下

げしたが、依然高値にある。銅価格の高騰は、中国やインドからの需要の

急増による。ＪＰモーガンは、中国需要によって、2006年には14.5%増加

すると見ている。

• 2002-03年度から2005-06年度にかけて、オーストラリアの銅生産が87万

6500トンから92万トンに上昇。さらに、2006-07年度には101万トンに達す

ると予想される。 生産量増加の背景には、大型のオリンピック・ダム鉱

山や、リッジウェイやテルファーなどの再開発鉱山の活用がある。

市況

Fundamentals Metal Monthly 2006年9月: 

工事・建設の減少に基づく米国からの需要減により、中国需要の増加が部分的に相殺されると予想される。 最近の供給中断お
よび中国需要の急騰のため、今年の銅の予想価格は増加傾向。

RBC Capital Markets 2006年9月: 

銅市場は、異常な供給中断による影響（特に労使面による）が、今後も尾を引くものと思われる。そのため、稼働率増加への期
待に暗雲が漂う結果に。そして、2006年現在では、需要過多の市場が予測される。 2007年はまずまずの供給回復が予想され、
価格押し下げの圧力につながることが予想される。しかしながら、2008年以降は市場は需要過多と動き、価格上昇が予想される。
歴史的高値をキープしたまま、今後も市場は依然逼迫した状況にあり続けると思われる。
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Major Players - Gold Australian Outlook
• The Australian gold ore mining industry is expected to generate more then ¥810 

million of revenue in 2006-07 expanding by around 38%.

• 250 tonnes was mined in 2005-06, this is expected to expand to 280 tonnes in 
2006-07, as mine expansions and new mines come on stream. 

• Gold production fell in 2005-06, partly in response to cyclone activity however, 
prices rose very strongly, pushing up industry revenue by an estimated 12%, 
stronger gains are anticipated for 2006-07. 

• Higher output and further price rises are expected to push industry revenue and 
value added up by over 37% in 2006-07. 

• There is currently significant merger and acquisition activity among smaller 
players which is likely to continue with the high gold price.

Market Commentary
Deutsche Bank – 31 October 2006 (Commodities Weekly): The performance of gold has been relatively lacklustre recently as 
speculative length continues to be scaled back. We expect this liquidation will prove temporary as fading interest rate support for the US 
dollar during next year and into 2008 leads to a strong rebound in the gold price.

Investec Securities – 6 July 2006 (Mining Sector Review): Global gold supply will drop slightly in 2006, though demand will be flat 
offsetting this. Demand growth may also come from exchange-traded funds. The market has been in slight surplus and this could easily 
move to deficit. Increasing volatility and market risk, inflation and geopolitical worries will continue to drive the gold price up in 2007.
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オーストラリアにおける金の概況
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主要企業 –金

市況

• 2006-07年度のオーストラリアの金鉱鉱業は、およそ38%増の8億1000万円の収入
が予想される。

• 2005-06年度には250トン採掘され、さらに2006-07年度には新鉱山や鉱山拡張を
受け280トンまで増加すると予測される。

• サイクロンの影響を受け、金の生産は2005-06年度に減少し、価格は非常に強く
上昇。これにより産業収入をおよそ12%押し上げると予想される。2006-07年度も
堅調な利益が予期される。

• より高い生産量とさらなる価格上昇により、2006-07年度の産業収入は37%以上増
加すると予想される。

• 現在、中小規模の企業間で買収・合併活動が活発であり、今後も金価格の高騰に
合わせて同様の状況が続くものと見られる。

ドイツ銀行 2006年10月31日

投機期間が短縮し、金市場は最近、比較的活気に欠ける。しかし、現在の状況が、来年の米ドルに対する金利状況に影響し、また2008年には金価格の

リバウンドをもたらすものになると予想される。

Investec証券 2006年7月6日: 

世界の金供給は2006年に大きく減少すると見られるが、需要も同様にあり比較的変化がないと予想される。需要の増加が上場投資信託よりもたらされ

る可能性がある。 市場ではわずかなに供給過多にあるが、需要過多に傾く可能性も常にある。市価変動のリスク、インフレーション、および他国の国政上の不安

定さにより、2007年の金価格はさらに押し上げられると見られる。
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Major Players Australian Outlook

35%

33%

25%

2% 5%
Zinifex Limited

BHP Billiton Limited

Xstrata Queensland
Limited
Oxiana Limited

Other

• The silver, lead and zinc ore mining industry will generate over ¥360 million in 
2006-07, with about 70% of product being exported.

• Demand for zinc will continue, however Australia there is little capacity for 
production increase with zinc mine production forecast to rise by 3% in 2006-
07.

• The increased demand, especially from China combined with record low 
inventories will keep pressure on prices until at least the end of 2006-07. 

• Up to 2010 zinc prices in US dollars are expected to decline, although an 
expected weakening in the Australian dollar will lead to smaller price falls in 
local currency.

• Into 2010 industry revenue will fall at about 8.3% annually, it is important to 
remember however this is on the back of an extremely strong growth.

Market Commentary
Credit Suisse – 12 June 2006 ( Global Metals and Mining): The zinc market will remain fundamentally supported through 2008, a 
supply response has been initiated however indicators of projects coming on stream over the next few years are relatively small. Zinc 
inventories could theoretically reach zero by 1Q07. Shortages of zinc concentrate could lead to smelter closures and flow on to temporary 
closure of galvanizing lines.
Investec Securities – 6 July 2006 (Mining Sector Review): Lead production has had slight increases in 2006 both in demand 
(expected 3.3%) and supply (4.7%). Lead is likely to be in modest surplus this year growing into 2007-08.
Zinc Supply has increased in 2006 though this follows falls in 2005. Demand is up and there is a deficit which will result in shortages 
within 12 months.



Commodity Overviews – Zinc/ Silver/ Lead
オーストラリアにおける亜鉛・銀・鉛の概況主要企業
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• 銀・鉛・亜鉛鉱業は、2006-07年度にはおよそ3億6000万円の収入が見込まれ、
そのうちの70%を輸出が占める。

• 亜鉛の需要高は続くが、オーストラリアにおける生産増加の余地はなく、
2006-07年度は3%程の上昇と見られる。

• 高い需要と、中国における備蓄量が非常に低くあることなどから、少なくとも
2006-07年度の終わりまで価格の上昇が見込まれる。

• 米ドルの亜鉛価格は2010年まで低落すると予想される。

• 非常に急激な伸びとは裏腹に、2010年までの間に、産業収入は1年当たりおよ
そ8.3%程下落すると予測される。

市況

クレディ・スイス 2006年6月12日

亜鉛市場は順調な供給を受け、2008年を通し良好と見られるが、この先数年の新規プロジェクト開発は低調。亜鉛備蓄量は

2007年第1四半期には理論的にはゼロに達する可能性がある。亜鉛コンデンセートの不足は製錬工場や亜鉛メッキ工の閉鎖を促すものと

なる。

Investec証券 2006年7月6日

2006年の鉛生産は需要増(3.3%予想)と供給増(4.7%)をうけ、わずかに増加。今年から2007-08年度にかけ、やや供給過多気味

にあると見られる。亜鉛の供給は2005年の下落より回復し、2006年に増加。需要の高まりをうけて、12ヶ月以内に需要過剰になると予

測される。



Commodity Overviews – Metallurgical (Coking) 
Coal

Major Players – Black Coal – Thermal and 
Metallurgical 

Australian Outlook
• Solid prices in metallurgical coal markets combined with Australia’s geographic proximity to 

steel producing nations has led to many new developments and expansions of metallurgical 
coal mines (especially in Bowen Basin). 

• Australian production and exports look set to increase over the medium term, although 
Australia’s position as the major source of China’s metallurgical coal could come under 
pressure from developments in Mongolia.  

• The rise in metallurgical coal price has coincided with a turn down in Chinese imports which 
has left the market in oversupply. Resultantly metallurgical coal prices weaker this year than 
expected reflecting softer Chinese imports. 

• Short-term coking coal demand uncertain due to the ramp-up of Chinese capacity that has 
seen imports drop from 10 to 2mtpa rate.

• Long-term the outlook for the global trade in metallurgical coal is positive. China’s steel 
demand and production will ensure demand for metallurgical coal. Steel demand and 
production in India is also expected to expand rapidly. 

• Most steel will continue to be produced by blast furnaces, which use coke (made from hard 
coking coal) as a key input. In particular, most new capacity in China and India is expected to 
be in the form of blast furnaces.

Market Commentary
Citigroup – 16 October 2006 (Quoted in Australian Financial Review): The range of coal prices for sales under long-term contracts will 
narrow next year, as thermal coal prices will rise and the price of top quality coking coal will fall.  There seems to be a general unanimity of view 
that coking coal prices will go down this year. The main reason is that  China had been expected to buy about 10 million tonnes of coking coal 
this year, but it is likely to import little to none.  As a result top quality Bowen Basin coking coal, which fell $US10 this year, will slide a further 
$US10 this year to $US105 in the Japanese financial year starting April 2007. But the record 2005-06 prices were more than double the rate a 
year before, so $US105 will still be an attractive price, even though costs are rising. 
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Commodity Overviews – Metallurgical (Coking) 
Coal

オーストラリアにおける原料炭（コークス用炭）の概況主要企業 –黒炭 –原料炭
• 原料炭市場における価格の堅調さに加え、スチール生産国と近接するオーストラ

リアの地理的関係もあり、原料炭鉱山の新規開発や拡張が積極的に進められた
（ボーエンBasinなど）。

• モンゴルでの原料炭開発が、オーストラリアの中国需要に影響する可能性もある
が、中期的には、オーストラリアにおける生産と輸出は増加傾向にある。

• 原料炭価格の上昇と中国の輸入量減少が重なり、市場は供給過剰にある。その結
果、今年の原料炭価格は中国の輸入減少に伴い下降傾向。

• 中国の輸入量が10から2mtpaレートまで下落したことから、短期的なコークス用炭
需要は低調。

• 長期的には、原料炭の世界貿易は明るい見通し。 中国のスチール需要と生産は、
原料炭の需要を確実なものにすると予測。また、インドでのスチール需要と生産
が急速に拡大すると予想されている。

• スチール生産にあたり、主にコークス用炭を利用した溶鉱炉が、今後も利用し続
けられると思われる。特に、中国とインドでは、今後もコークス用炭利用の溶鉱
炉の利用が積極的になされる見込み。

市況

シティグループ 2006年10月16日
熱石炭価格が上昇、および高品質のコークス用炭の価格が下落することから、長期販売契約の石炭価格の範囲が来年には狭まると予想される。

コークス用炭価格が今年下がるのは必定と見られる。主な理由は、中国が今年およそ1000万トンのコークス用炭を輸入すると期待されたが、実際はほと
んど輸入はないと見られること。その結果上質のボーエンBasin産のコークス用炭については、2007年4月より始まる日本の会計年度には、今年の10米
ドルから105米ドルまで上昇すると見られる。しかし、2005-06年度の価格は前年度のレートの二倍であったため、コストは上昇するが、105米ドルは妥当。
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Commodity Overviews – Thermal (Steaming) 
Coal

Australian Outlook
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Major Players – Brown Coal for 
Electricity Generation

Market Commentary

• The Australian coal industry has been delivering coal at a higher cost, coal 
prices need to be sufficient to justify the capital expense for the development 
of mines and infrastructure. 

• The relative cost of coal fired power generation versus oil or gas with the rising 
demand to power is benefiting the thermal coal market 

• Third party infrastructure issues continued to impede production growth in all 
of the coal operations. 

• The production and export of both steaming and coking coal will continue to 
expand strongly during the outlook period. New mines will open over the period 
to 2011-12, the efficiency of existing mines will be improved and relatively low 
cost mine expansions will be implemented. 

• Steaming coal shipments are expected to increase particularly strongly, 
reflecting continued growth in the demand for electricity and the resulting 
expansion of coal fired power stations.

Deutsche Bank – 3 October 2006 (Metals & Mining: Xstrata): As expected in our previous review of the outlook for thermal coal 
prices in June 2006, Australian producers achieved close to roll-over in Japanese reference prices at the conclusions of this year’s 
protracted negotiations. Japanese power utilities finally settled a regional guide price with Australian producer Xstrata for JFY 2006 
in early July at prices ranging between US$52/t and US$52.50/t fob depending on coal brand quality, contract conditions and 
tonnage. With a slightly wider range based on US$52/t fob in JFY2005, this outcome represented a weighted average fall of only 
1.4% compared to our forecast of -2.8%.



Commodity Overviews – Thermal (Steaming) 
Coal

オーストラリアにおける熱石炭（一般炭）の概況主要企業－発電利用の褐炭
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International Power
Hazelwood
CLP Australia Holdings

Other

• オーストラリアの石炭産業は、高いコストで生産に当たっている。 石炭価
格には、鉱山・インフラ開発のための資本的支出などが反映される。

• 電力需要の増加に伴い、火力発電目的の石炭需要も増え、熱石炭市場は好影
響を受けている。

• 第三者インフラ問題は、今後も石炭生産に悪影響を及ぼすと思われる。

• 一般炭および原料炭の生産と輸出は、今後も拡大基調。 2011-12年予定の新
規鉱山開発をはじめ、効率アップや低コスト生産が見込まれる。

• 電力需要の増加に伴う火力発電の拡大により、一般炭の輸出量はさらに増加
する見通し。

ドイツ銀行 2006年10月3日

2006年6月に予測されたの熱石炭価格の見通しの通り、長引く交渉が実り、オーストラリアの生産側は日本に対し、優位な価格で取り纏めた。
日本の電力会社は7月上旬、最終的に、2006年日本会計年度のRegional Guide Priceをオーストラリアの生産業者と価格設定を完了した。
価格は品質や契約条件などをもとに52米ドル/tから52.50米ドル/tの間にある。
結果的には、予測された2.8%と比べ、下落幅は1.4%にとどまる形となり、2005年度の５２米ドルと比較し多少なりとも幅のある価格設定となった。

市況



Australian Oil & Gas Sector

By international standards the Australian oil sector is small with a combined market capitalisation of 
¥3,933 billion

The ASX Energy Index includes 87 stocks, with some 70 pure E&P players

Woodside and Santos dominate the pure-play E&P sector

Unlike Canada and the USA, the Australian upstream oil & gas sector remains highly “fragmented”

Some 70+ players, but 5 largest represent ± 90% of sector capitalisation

Consolidation considered overdue – presents an opportunity

Historically, valuations have been low

Potential attractive acquisition targets for selected buyers



Australian Oil & Gas Sector

国際的には、オーストラリア石油産業の市場資本における金額は3兆9330億円と、小規模にある。

ASX Energy Indexでは、純エネルギー・ペトロリアム企業である約70社による、87の株式銘柄が取引される。

ウッドサイドとサントスが優位を占めている。

カナダや米国などとことなり、オーストラリアの上流事業は依然として「断片化された」ままである。

上位5社が、70企業からなる市場資本の９０％以上を占めている。

事業統合は円熟段階－ひとつの転機

歴史的に低価値にある。

買収ターゲットになる可能性大



Broad Trends in Australia – Supply and Demand

Demand:

• Demand for crude oil in 2006 is expected to 
continue its measured pace of growth (1.7% year-
on-year), while production grows at a more rapid 
pace than in 2005 (2.0% vs 1.3%), particularly in 
non-OPEC nations. 

• Increased demand for LNG as a result of its 
“clean fuel” nature.

• Price increases in US$ are reduced by strong A$, 
A$ price increases are more modest.

• Increasing equity interest being taken by 
customers to drive resource security

• Generic intermediate products are more 
acceptable now due to supply constraints

• Higher foreign investment.

Supply

• Liquids production in 2006 is expected to increase 
2% year-year, largely on the strength of non-
OPEC production additions and recoveries in the 
Gulf of Mexico. Significant non-OPEC production 
increases are expected in Brazil, Kazakhstan, and 
Angola.

• Price increases in US$ are reduced by strong A$
- A$ price increases are more modest.

• Australia's overall production of oil and gas (on an 
energy equivalent basis) will rise during the 
outlook period, reflecting continued growth in the 
output of natural gas and a rebound in oil output 
as new fields commence production. By 2011-12, 
natural gas will account for about 70% of total 
output, compared with about 60% in 2006-07 
(again on an energy equivalent basis).



Broad Trends in Australia – Supply and Demand

需要

• 特にOPEC非加盟国における生産が2005年より急速

なペース(2.0%対1.3%)で増加にあるが、2006年の

原油需要はゆるやかに増加し続けると見込まれる

(前年比1.7%増)。

• 環境問題等の傾向により、LNGの需要が増加

• 米ドルの値上げは、強い豪ドルで制御できる。豪

ドルの値上げ率は、より穏やか。

• 今後も、さらなる資源確保に向けた投資がさかん

である。

• 供給量の限界により、中間生成物の取引がより活

発である。

• 外国人投資率が高い。

供給

• 2006年の石油生産は、OPEC非加盟国における生産

が堅調であること、また、メキシコ湾における生

産回復により、前年比2%増が予想される。OPEC非

加盟国のうち、ブラジル、カザフスタン、および

アンゴラでの生産増加が見込まれる。

• 米ドルの値上げは、強い豪ドルで制御できる。豪

ドルの値上げ率は、より穏やか。

• オーストラリアの石油・ガス生産は、天然ガス生

産の続伸や新規油田開発を受け、さらなる拡大の

見通し。天然ガスの総生産量に占める割合が、

2006-07年の約60%から、2011-12年までに約70%ま

で増加する見込み。



Oil & Gas Projects Overview
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Oil & Gas Projects Overview
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Commodity Overviews – Crude Oil
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Major Players – Oil and Gas 
Extraction

Australian Outlook

• According to Geoscience Australia, unless Australia discovers and rapidly 
commercializes new oil fields, it may well be producing less than 30% of 
the oil it consumes by 2015.  This could result in a net oil import bill of 
¥1,800 billion and lost taxation of up to ¥270 billion a year. 

• Prospects for the Australian oil and gas industry are still bright as current 
high oil prices enable further exploration activity and expenditure.

• In 2006-07, Australian production of crude oil and condensate is forecast 
to increase by 7 per cent to around 25.4 gigalitres. This forecast increase 
in production mainly reflects the start-up in production from the Enfield oil 
project, which commenced operations in July 2006. Other projects that will 
increase Australian production in 2006-07 include the expected startup of 
the Otway. 

• Australian exports of crude oil and condensates, in volume terms, are 
forecast to increase by 12 per cent to around 14.6 gigalitres in 2006-07. 

Market Commentary
CSFB – 13 November 2006 (The Good Oil): For the week ending 10 November, the WTI crude marker ended relatively flat at 
US$59.59/b, creeping up only 0.8%, whilst TAPIS crude ended the week up at US$62.02/b, rising 4.4%. Oil prices were driven higher 
earlier in the period after a further drop in US fuel inventories, however, they ended the week fairly flat (compared to the previous 
period) after the IEA cut its forecasts for world demand and cast doubt over the extent of the proposed OPEC cuts. 



Commodity Overviews – Crude Oil
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主要企業 –石油・ガス産出 オーストラリアにおける石油の概況

• Geoscience Australiaによると、新しい油田を発見し、迅速に商業
化しない限り、2015年まで消費に対して30％の石油しか産出できな
いと見られる。これによると、1年で1兆8000億円の輸入額が見込ま
れ、最大2700億円が税金として支払われる計算になる。

• オーストラリアの石油・ガス産業は、石油の高騰を受け、更なる探
鉱活動が進められるとあり、明るい見通し。

• 2006-07年は、オーストラリアにおける原油およびコンデンセート
の生産は、7%増のおよそ25.4ギガリットルに達すると予想される。
当該増加予想は主に、エンフィールド・プロジェクトにおける2006
年7月からの生産開始を反映している。その他、2006-07年に生産開
始されるプロジェクトとして、オトウェイがある。

• 原油およびコンデンセートのオーストラリアの輸出量は、2006-07
年は12%増のおよそ14.6ギガリットルと予想されている。

市況

CSFB 2006年11月13日:

11月10日に終わる1週間は、WTI原油マーカーは僅か0.8%増の59.59米ドル/bであった一方、TAPISは4.4%増の62.02/bまで上
昇。石油価格は米国の燃料備蓄の減少により、早い時期から高値にあったが、IEAが世界需要の予想を下げたこととOPECに
よる供給減少予測に疑問を呈したことにより、この週は比較的値動きが横ばいとなった。



Commodity Overviews – Liquefied Natural 
Gas (LNG)

Australian Outlook
Current Project
• North West Shelf

• Darwin LNG

Proposed Project
• Gorgon

• Sunrise

• Pilbara

• Browse

• Pluto

• Ichthys

• Demand for liquefied natural gas (LNG) imports in Asia-Pacific is expected to increase by 
around 5% a year to 130 million tons in 2011 as power producers in the region continue 
to switch to LNG that burns cleaner than oil or coal. Strong LNG demand growth is 
projected to come from China, India, Japan, South Korea and Taiwan.

• With 86.9 Tcf of proved natural gas reserves, Australia ranks 15th in the world, slightly 
behind Malaysia and ahead of Norway.

• ABARE estimates that the value of LNG exports will increase by 56% from 2005 to 
around ¥450 billion this year.

• Japan, South Korea and Spain currently receive LNG from Australia, while China has 
committed to future volumes. Talks to bring LNG to the U.S. West Coast are ongoing. 

• A number of additional LNG projects, including the Chevron Texaco-led Gorgon complex 
are in development and seeking contracts with buyers. 

• According to the International Energy Agency, Australia has the potential to emerge in the 
top rank of LNG suppliers by 2010.

Market Commentary
ABARE Australian Commodities – September 2006: In the next few years, Australian exports of LNG are forecast to increase 
significantly, as a number of new projects come on line and new and existing overseas markets look to increase the use of cleaner fuel. 
In 2006-07, the value of LNG exports is forecast to increase by 30 per cent to around ¥513 billion, with the export volume rising by 
around 24% to 15.3 million tonnes. The majority of the increase in export volumes is forecast to come from the Darwin LNG project, as it 
ramps up production to the maximum capacity of 3.24 million tonnes a year.

Deutsche Bank – 31 October 2006: We expect that resources nationalism issues will play at role in natural gas project development 
and that gas-on-gas competition from LNG may not be as powerful a force in the near-term as the forward curves appear to imply. The 
front end of these forward curves could shift too, in our opinion, but in the opposite direction. 



Commodity Overviews – Liquefied Natural 
Gas (LNG)

オーストラリアにおける液化天然ガス（LNG）の概況
進行中のプロジェクト

• ノース・ウェスト・シェルフ

• ダーウィン LNG

開発中のプロジェクト

• ゴーゴン

•サンライズ

• ピルバラ

• ブラウズ

• プルート

• イクシス

• アジア太平洋における電力会社が、石油・石炭からよりクリーンなLNGの利用に変更する
中、液化天然ガス(LNG)の輸出は、毎年約5%ほど増加し、2011年には1億3000万トンに達
すると予測される。中国、インド、日本、韓国、および台湾からの高いLNG需要が予測さ
れる。

• 天然ガス埋蔵量86.9Tcfを有するオーストラリアは世界第15位にあり、マレーシアとノル
ウェーの間に位置している。

• ABAREによると、LNG輸出は2005年から今年にかけて、およそ56%増の4500億円まで達する
ものと予想される。オーストラリアからのLNGの受け入れは、現在のところ、日本、韓国、
およびスペインとあるが、中国の参入が確定している。米国西海岸向けLNG輸出の調整も
進行中である。

• シェブロン・テキサコ主導のゴーゴン・コンプレックスなど、さらなるLNGプロジェクト
が進行中であり、売買契約の締結に向けた動きがある。

• 国際エネルギー機関によると、オーストラリアは、2010年までにLNG供給において世界の
トップランクまで浮上する可能性があると見られる。

市況
ABARE Australian Commodities 2006年9月:
多くの新しいプロジェクトの開始や、新規および既存の海外市場がクリーンな燃料の増加を目指していることから、この数年間で、LNGのオーストラ
リアの輸出はかなり増加すると予測される。2006-07年は、LNG輸出収入は30%増のおよそ5130億円に達する見込みにあり、輸出量も約24%増の1530万
トンに達すると予測されている。輸出量の増加の要因として主に、1年あたり最大324万トン生産可能であるダーウィンLNGプロジェクトからの生産が
ある。

ドイツ銀行 2006年10月31日:
国家による資源確保問題が天然ガス・プロジェクト開発の鍵を握っているとみられ、純粋なLNG競争は短期的には大きく影響しないとおもわれる。需
要は今後下降する可能性もある。



Questions & Thank You


