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タスマニアにおける探査活動と鉱業タスマニアにおける探査活動と鉱業
•• 現状に関する概要説明現状に関する概要説明。。

•• 現在の主要な鉱業事業について現在の主要な鉱業事業について。。

•• 計画中の新規鉱業プロジェクト一覧計画中の新規鉱業プロジェクト一覧。。

•• これまでの鉱物資源探査活動についてこれまでの鉱物資源探査活動について。。

•• 最近の探査活動成功例の紹介最近の探査活動成功例の紹介。。

•• タスマニア州政府による鉱物資源探査支援策タスマニア州政府による鉱物資源探査支援策

につにつ いていて。。

•• 講演全体を通して、アジア企業とオーストラリア企講演全体を通して、アジア企業とオーストラリア企

業が協力して行なっているプロジェクト事例を随時業が協力して行なっているプロジェクト事例を随時 紹介。紹介。



タスマニアの現状タスマニアの現状

•• 20052005年から年から20062006年までの鉱業生産額年までの鉱業生産額

99億億76807680万万 オーストﾗリアドルオーストﾗリアドル。。

•• 20052005年から年から20062006年までの鉱物加工額年までの鉱物加工額
1212億億7070万万 オーストラリアドルオーストラリアドル。。

•• オーストラリア鉱業協会が実施した鉱業活動の許可オーストラリア鉱業協会が実施した鉱業活動の許可
プロセスに関するプロセスに関する20062006年度調査で、第年度調査で、第22位にラン位にラン
クインクイン －－ 優れた規制環境優れた規制環境。。

•• インターネットを基盤とする高度な情報インフラインターネットを基盤とする高度な情報インフラ 。。



タスマニアの現状タスマニアの現状

•• 66万万80008000平方キロの面積に他に類を見ないほど多種多平方キロの面積に他に類を見ないほど多種多

様な鉱床形態が分布。様な鉱床形態が分布。

•• 基準の金属価格の高騰により、より多くの民間企業基準の金属価格の高騰により、より多くの民間企業

がタスマニアに関心を持ち、多くのニッチ産業がタスマニアに関心を持ち、多くのニッチ産業((特に、特に、

ズズ、タングステン、ニッケルズズ、タングステン、ニッケル))のビジネスチャンスがのビジネスチャンスが 拡大拡大

したした 。。

•• 探査活動および開発プロジェクトの拡大。探査活動および開発プロジェクトの拡大。

•• 新規の新規のTasExploreTasExploreプロジェクトプロジェクト((タスマニア州政府主タスマニア州政府主 導導

のの44ヵ年構想ヵ年構想))を通じ、新しい情報を提供することでを通じ、新しい情報を提供することで 探査活探査活

動の成果を高める動の成果を高める 。。
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現在の事業活動現在の事業活動: : 鉄鋼鉄鋼

•• オーストラリア・バルク・ミネラルズ社がサベイジリバーにオーストラリア・バルク・ミネラルズ社がサベイジリバーに

磁鉄鉱鉱山とポートラタに鉄鋼ペレット製造工場を運営。磁鉄鉱鉱山とポートラタに鉄鋼ペレット製造工場を運営。

•• 所有者は、ロンドンに本拠地を置く英国企業所有者は、ロンドンに本拠地を置く英国企業Stemcor Stemcor 
HoldingsHoldings。。

•• 20052005年から年から20062006年までの生産量：鉄鋼ペレット年までの生産量：鉄鋼ペレット 2.164 Mt2.164 Mt
•• 生産能力：最大で鉄鋼ペレット生産能力：最大で鉄鋼ペレット2.5Mt2.5Mt
•• 20082008年には採鉱業を、年には採鉱業を、20092009年にはペレット製造事業を終年にはペレット製造事業を終

了予定。了予定。

•• 重要な資源重要な資源(2005(2005年年66月品位月品位49%49%の磁鉄鋼の磁鉄鋼246Mt)246Mt)。。
•• StemcorStemcor社は露天掘工法を拡大するために出資者を募り、社は露天掘工法を拡大するために出資者を募り、

遅くとも遅くとも20222022年までには生産を開始する意向である。年までには生産を開始する意向である。



現在および今後の事業活動：亜鉛現在および今後の事業活動：亜鉛

ジニフェックス・ローズベリー鉱山では、ジニフェックス・ローズベリー鉱山では、20062006年から年から20062006
年で、品位年で、品位13.66%13.66%の亜鉛、の亜鉛、4.81%4.81%の鉛、の鉛、0.36%0.36%の銅、の銅、

147g/t147g/tの銀、の銀、1.8g/t1.8g/tの金からなるの金からなる671,661671,661トンの鉱石をトンの鉱石を

処理した。処理した。

•• 生産された精鉱：生産された精鉱：

•• 亜鉛亜鉛: 147,877t : 147,877t 、亜鉛品位は、亜鉛品位は56.54%; 56.54%; 
•• 銅：銅：7,9357,935トン、品位は銅トン、品位は銅20%20%、鉛、鉛7.3%7.3%、銀、銀
4411g/t4411g/t、金、金77.95g/t ; 77.95g/t ; 
•• 鉛：鉛：37,12137,121トン、品位は鉛トン、品位は鉛68.81%68.81%、銀、銀1064g/t1064g/t、、
499kg499kgの金メッキ：品位は金の金メッキ：品位は金62.86%62.86%、銀、銀33.20% 33.20% 。。



現在および今後の事業活動：亜鉛現在および今後の事業活動：亜鉛

PolymetalsPolymetals社と社とIntecIntec社が共同出資した合弁会社は、ヘリ社が共同出資した合弁会社は、ヘリ

アーの尾鉱から大量の精鉱を生産している。アーの尾鉱から大量の精鉱を生産している。

•• 生産予定量生産予定量::中国の精錬業者向けに、亜鉛品位中国の精錬業者向けに、亜鉛品位40%40%、、
鉛品位鉛品位12%12%、銀品位、銀品位220g/t220g/tの精鉱を年間の精鉱を年間63,00063,000トントン
生産予定。生産予定。

IntecIntec社はまた、へリアーの尾鉱や電気アーク炉の粉塵お社はまた、へリアーの尾鉱や電気アーク炉の粉塵お

よび鉱滓から金属くずを回収するために塩化物をベースとすよび鉱滓から金属くずを回収するために塩化物をベースとす

る処理方法を開発し、亜鉛カソードなどの幅広い素材を製造る処理方法を開発し、亜鉛カソードなどの幅広い素材を製造

する予定である。このプロセス下での副産物としてインジウする予定である。このプロセス下での副産物としてインジウ

ムが生産されると思われる。ムが生産されると思われる。



現在および今後の事業活動：亜鉛現在および今後の事業活動：亜鉛

Bass MetalsBass Metals社は、社は、33年から年から55年を要する事業計画の第一年を要する事業計画の第一

段階として、今後段階として、今後1818ヶ月にわたりクエリバー鉱床からヶ月にわたりクエリバー鉱床から

118,000118,000トンの鉱石トンの鉱石((品位：亜鉛品位：亜鉛8.3%8.3%、鉛、鉛3.9%3.9%、銅、銅
0.7%0.7%、銀、銀96g/t96g/t、金、金2.2g/t)2.2g/t)を採掘する予定である。精鉱を採掘する予定である。精鉱

は、ヘリアーで生産される予定である。は、ヘリアーで生産される予定である。



現在の事業活動：金現在の事業活動：金

ビーコンズフィールド金鉱ビーコンズフィールド金鉱JVJVは、は、20042004年から年から20052005年に採年に採

掘された掘された240,700 240,700 トンの鉱石から、金トンの鉱石から、金3,890 kg 3,890 kg 、銀、銀 464 464 
kgkgを生産した。を生産した。

BarrickBarrick GoldGold社が保有するヘンティ金鉱は、採掘された社が保有するヘンティ金鉱は、採掘された

307,781 307,781 トンの鉱石から金トンの鉱石から金2,427 kg 2,427 kg 、銀、銀1,219 kg1,219 kgを生を生
産した。産した。



現在の事業活動：銅とスズ現在の事業活動：銅とスズ

インド法人インド法人VedantaVedanta社の完全子会社であるコパーマインズ・社の完全子会社であるコパーマインズ・
オブ・タスマニアは、ライエル鉱山の約オブ・タスマニアは、ライエル鉱山の約100,000100,000トンの銅精トンの銅精
鉱から、銅鉱から、銅30,52330,523トン、金トン、金508 kg 508 kg 、銅、銅 4,367 kg4,367 kgを生産しを生産し
た。た。

精鉱はすべてインドの精鉱はすべてインドのVedantaVedanta社の精錬所に輸送されてい社の精錬所に輸送されてい

る。る。

レニソン・ベルのスズ鉱は、現在閉鎖されているが、レニソン・ベルのスズ鉱は、現在閉鎖されているが、20072007年年
に再開されることになっている。計画では、ビショフ山の年間に再開されることになっている。計画では、ビショフ山の年間
200,000200,000も含めて、年間約も含めて、年間約700,000700,000トンの鉱石トンの鉱石((スズ品位スズ品位
15%15%超超))を採掘し、最低を採掘し、最低7,5007,500トンのスズを生産する予定でトンのスズを生産する予定で

ある。ある。



タスマニア：タスマニア：

勢いを増している勢いを増している,,
多様なビジネスチャンス多様なビジネスチャンス

新規プロジェ新規プロジェ
クト：クト：

タスマニアン・チタニウム社タスマニアン・チタニウム社
鉱種：重鉱物砂鉱種：重鉱物砂//プロジェクト名：ナラクーパプロジェクト名：ナラクーパ

キングアイランド・シェーライト社キングアイランド・シェーライト社
鉱種：シェーライト鉱種：シェーライト//プロジェクト名：グラシープロジェクト名：グラシー

ヴァン・ディーメン・マインズ社ヴァン・ディーメン・マインズ社
鉱種：スズ、サファイア、尖晶石、金鉱種：スズ、サファイア、尖晶石、金//
プロジェクト名：スコティアプロジェクト名：スコティア

メタルズメタルズXX 社社
鉱種：スズ鉱種：スズ//プロジェクト名：マウント・プロジェクト名：マウント・

ビショフビショフ

インテック社インテック社/ / ポリメタルズ社ポリメタルズ社
鉱種：亜鉛、鉛、銀鉱種：亜鉛、鉛、銀//プロジェクト名：ヘリアー・プロジェクト名：ヘリアー・

テーリングステーリングス

バスメタルズ社バスメタルズ社
鉱種：亜鉛、鉛、銀、金、銅鉱種：亜鉛、鉛、銀、金、銅//プロジェクプロジェク

ト名：クエリバート名：クエリバー

メタルズメタルズXX 社社
鉱種：スズ鉱種：スズ//プロジェクト名：レニソンプロジェクト名：レニソン

ベル・テーリングスベル・テーリングス

アレジアンス・マイニング社アレジアンス・マイニング社
鉱種：ニッケル鉱種：ニッケル//プロジェクト名：エイブベプロジェクト名：エイブベ

リーリー
メイデナサンズメイデナサンズ 社社
鉱種：シリカ鉱種：シリカ//プロジェクト名：パインヒルプロジェクト名：パインヒル www.mrt.tas.gov.auwww.mrt.tas.gov.au



キングアイランド・タングステン・プロジェクトキングアイランド・タングステン・プロジェクト



採石場の採石場の
外形外形

防波堤の外形防波堤の外形



•• 最初の最初の1010年間の計画では、露天掘りの採掘年間の計画では、露天掘りの採掘

規模を規模を180180メートルにまで拡大し、酸化タングメートルにまで拡大し、酸化タング
ステン品位ステン品位0.55%0.55%の鉱石をの鉱石を6.8Mt6.8Mt採掘する。採掘する。

•• 豊富な資源：酸化タングステン品位豊富な資源：酸化タングステン品位0.64%0.64%
を含むを含む13.4Mt13.4Mtの鉱石の鉱石。。

•• 露天掘りの規模を露天掘りの規模を248248メートルまで広げることによりプメートルまで広げることによりプ。。
ロジェクトを拡大し、更に採掘活動を行なう。ロジェクトを拡大し、更に採掘活動を行なう。



•• キングアイランドシェーライト社キングアイランドシェーライト社(KIS)(KIS)とシアメン・タンとシアメン・タン
グステン社が拘束力のない同意書に署名。グステン社が拘束力のない同意書に署名。

•• シアメン社は、約シアメン社は、約11億オーストﾗリアドルの開発費用億オーストﾗリアドルの開発費用
を負担する予定である。を負担する予定である。

•• 平均生産量平均生産量300,000m.t.u.(300,000m.t.u.(金属タングステン金属タングステン
2,3302,330トンを含むトンを含む))で、年間で、年間500,000500,000～～100,000 100,000 
m.t.um.t.u..の酸化タングステンを生産の酸化タングステンを生産。。

•• 両社は、営業活動費を半分ずつ負担し、シェーライト両社は、営業活動費を半分ずつ負担し、シェーライト
((灰重石灰重石))精鉱を半分ずつ保有する。精鉱を半分ずつ保有する。KISKISは、保有しては、保有して
いるいる50%50%の株式を自由に売却することができる。の株式を自由に売却することができる。

•• 採掘活動の開始は採掘活動の開始は20082008年前半の予定。年前半の予定。





エイブベリー・ニッケルプロジェクトエイブベリー・ニッケルプロジェクト

•• 19981998年に初めて発見される。年に初めて発見される。

•• ニッケル品位ニッケル品位1.14%1.14%を含むを含む10Mt10Mtの資源。の資源。

•• 新たな発見は、確かな成長を約束する。新たな発見は、確かな成長を約束する。

•• 高品質高品質((ニッケル品位ニッケル品位20%20%強強))の精鉱を生産可能。の精鉱を生産可能。

•• 建設は現在進行中。建設は現在進行中。



エイブベリー・ニッケルプロジェクトエイブベリー・ニッケルプロジェクト

•• 20072007年第年第33四半期に生産開始。四半期に生産開始。

•• 毎年、毎年、900,000900,000トンの鉱石から選鉱によりトンの鉱石から選鉱により8,5008,500トントン
のニッケルを生産。のニッケルを生産。

•• アレジアンス・マイニング社は、金川ニッケルグループアレジアンス・マイニング社は、金川ニッケルグループ
とと77年間の購入契約を結んだ。年間の購入契約を結んだ。

•• 金川グループは、アレジアンス社の株式を金川グループは、アレジアンス社の株式を4%4%保有し保有し

ているが、今後持ち株比率を上げる予定である。ているが、今後持ち株比率を上げる予定である。



ABS trend exploration expenditure and Tasmania's share
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ABS trend exploration expenditure and Tasmania's share
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Tasmania’s share of area of 
Australia 0.89%

オーストラリ統計局オーストラリ統計局(ABS)(ABS)調べによる探査活動費用とタスマニアの比率に関する動向調べによる探査活動費用とタスマニアの比率に関する動向

オーストラリア域内でのタスマニアの比率オーストラリア域内でのタスマニアの比率 0.89%0.89%



過去過去44年間の株式発行案件年間の株式発行案件

•• 20032003年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Frontier Resources LtdFrontier Resources Ltd
•• 20042004年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Lefroy Resources Ltd Lefroy Resources Ltd 
•• 20042004年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Jaguar Minerals Ltd Jaguar Minerals Ltd 
•• 20042004年、ロンドン証券取引所年、ロンドン証券取引所AIMAIM市場市場 Van Dieman Mines plcVan Dieman Mines plc
•• 20042004年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Metals X LtdMetals X Ltd
•• 20052005年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 ZelosZelos Resources NL Resources NL 
•• 20052005年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Bass Metals Ltd Bass Metals Ltd 
•• 20052005年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Stellar Resources Ltd Stellar Resources Ltd 
•• 20062006年、ロンドン証券取引所年、ロンドン証券取引所AIMAIM市場市場 Greatland Gold plc Greatland Gold plc 
•• 20062006年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Minemakers Ltd Minemakers Ltd 
•• 20062006年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Icon Resources Ltd Icon Resources Ltd 
•• 20062006年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 Stonehenge Resources Stonehenge Resources 
LtdLtd
•• 20062006年、オーストラリア証券取引所年、オーストラリア証券取引所 PlutonPluton Resources Ltd Resources Ltd 

タスマニアの重要な探査活動資産タスマニアの重要な探査活動資産 ((現在の会社名現在の会社名))



最近の探査活動成功事例最近の探査活動成功事例

採掘範囲採掘範囲7m7m、亜鉛品位、亜鉛品位 6.2%6.2%、鉛品位、鉛品位
3.3%,3.3%,

銅品位銅品位0.22%, 0.22%, 
銀品位銀品位56 g/t,56 g/t,
金品位金品位1.8g/t1.8g/t

フロンティア・リソーシズ社フロンティア・リソーシズ社
ウォート・ヒルウォート・ヒル

採掘範囲採掘範囲 3m3m、、 亜鉛品位亜鉛品位 5.2%5.2%、鉛品位、鉛品位
0.7%0.7%、銀品位、銀品位 33g/t 33g/t 、、
ジャガー・ミネラルズジャガー・ミネラルズ 社社
ウィルソン・リバーウィルソン・リバー



最近の探査活動成功事例最近の探査活動成功事例

採掘範囲採掘範囲8m8mとと4m4m、ニッケル品、ニッケル品
位位1.21.2％％

アレジアンス・マイニング社アレジアンス・マイニング社
サクソン

採掘範囲採掘範囲22.25m22.25m、銅品位、銅品位1.34% 1.34% 
ステラ・リソーシズ社ステラ・リソーシズ社

アルパインアルパイン

サクソン



採掘範囲採掘範囲2m2m、金、金品位品位 14.5g/t14.5g/t、、ルフルフ

ロイ・リソーシズ社ロイ・リソーシズ社
サウス・ピナフォア

最近の探査活動成功事例最近の探査活動成功事例
サウス・ピナフォア

採掘範囲採掘範囲91m91m、金品位、金品位 0.29g/t 0.29g/t 、、
フロンティアリソーシズ社フロンティアリソーシズ社
ゴールド・クレストゴールド・クレスト

埋蔵量埋蔵量6.1Mt6.1Mt、金品位、金品位 1.22g/t 1.22g/t 、銀品、銀品
位位 25.5g/t25.5g/t

亜鉛品位亜鉛品位0.5%0.5%、バリウム品位、バリウム品位9.7%9.7%、、
バス・メタルズ社バス・メタルズ社
マウント・チャーターマウント・チャーター



最近の探査活動成功事例最近の探査活動成功事例

採掘範囲採掘範囲8m8mとと4m4m、ニッケル品、ニッケル品
位位1.21.2％％

アレジアンス・マイニング社アレジアンス・マイニング社
サクソンサクソン

採掘範囲採掘範囲22.25m22.25m、銅品位、銅品位1.34% 1.34% 
ステラ・リソーシズ社ステラ・リソーシズ社

アルパインアルパイン

採掘範囲採掘範囲7m7m、亜鉛品位、亜鉛品位 6.2%6.2%、鉛品位、鉛品位
3.3%,3.3%,

銅品位銅品位0.22%, 0.22%, 
銀品位銀品位56 g/t,56 g/t,
金品位金品位1.8g/t1.8g/t

フロンティア・リソーシズ社フロンティア・リソーシズ社
ウォート・ヒルウォート・ヒル

埋蔵量埋蔵量6.1Mt6.1Mt、金品位、金品位 1.22g/t 1.22g/t 、銀品、銀品
位位 25.5g/t25.5g/t

亜鉛品位亜鉛品位0.5%0.5%、バリウム品位、バリウム品位9.7%9.7%、、
バス・メタルズ社バス・メタルズ社
マウント・チャーターマウント・チャーター

採掘範囲採掘範囲 3m3m、、 亜鉛品位亜鉛品位 5.2%5.2%、鉛品位、鉛品位
0.7%0.7%、銀品位、銀品位 33g/t 33g/t 、、
ジャガー・ミネラルズジャガー・ミネラルズ 社社
ウィルソン・リバーウィルソン・リバー

採掘範囲採掘範囲2m2m、金、金品位品位 14.5g/t14.5g/t、、ルフルフ

ロイ・リソーシズ社ロイ・リソーシズ社
サウス・ピナフォアサウス・ピナフォア

採掘範囲採掘範囲91m91m、金品位、金品位 0.29g/t 0.29g/t 、、
フロンティアリソーシズ社フロンティアリソーシズ社
ゴールド・クレストゴールド・クレスト



TasExplore TasExplore プロジェクトプロジェクト
•• 北東タスマニアにおける、金、スズ、タングステンなどの鉱物北東タスマニアにおける、金、スズ、タングステンなどの鉱物

探査活動に関する理解を深め、こうした探査活動を促進すること探査活動に関する理解を深め、こうした探査活動を促進すること
を目的とした政府出資プロジェクト。を目的とした政府出資プロジェクト。44年間で総額年間で総額505505万ドルが万ドルが
投入される。投入される。

•• 地質調査を実施し、新たな物理探査データの収集を行なう。地質調査を実施し、新たな物理探査データの収集を行なう。

その結果としてその結果として::

•• タスマニアの三次元地質モデルが最新版へと更新タスマニアの三次元地質モデルが最新版へと更新

加えて加えて::
•• 宣伝促進プロモーションに効果的宣伝促進プロモーションに効果的



要約要約
•• 2020年間で、探査活動および開発事業はこの上なく活年間で、探査活動および開発事業はこの上なく活

発化しているので、ここ発化しているので、ここ2~32~3年のうちに新たな鉱床が発年のうちに新たな鉱床が発

見される可能性がある。見される可能性がある。
•• タスマニアは、オーストラリアで最も強く鉱化を受タスマニアは、オーストラリアで最も強く鉱化を受

けた地域であり、小さいエリアに、他に類をみないほけた地域であり、小さいエリアに、他に類をみないほ

どの多種多様な鉱石と鉱床形態が分布している。どの多種多様な鉱石と鉱床形態が分布している。

•• タスマニアはインフラが充分に整備されており、現タスマニアはインフラが充分に整備されており、現

代に即した有効な法律を有している。代に即した有効な法律を有している。

•• 積極的なジュニア・カンパニー積極的なジュニア・カンパニー

((探鉱専門の中小規模企業探鉱専門の中小規模企業))が、が、
採掘や探査プロジェクトに関す採掘や探査プロジェクトに関す

るベンチャービジネスの機会るベンチャービジネスの機会

を提供している。を提供している。

サベイジリバーサベイジリバー



最後に最後に

タスマニア州政府は、アジア企業の方々の発掘おタスマニア州政府は、アジア企業の方々の発掘お
よび探査プロジェクトへの参加を歓迎いたしますよび探査プロジェクトへの参加を歓迎いたします::

••住友は珪砂プラントへの投資を実施住友は珪砂プラントへの投資を実施

••中国は、エイブベリー・ニッケルプロジェクトおよびキング中国は、エイブベリー・ニッケルプロジェクトおよびキング
アイランド・シェーライト・プロジェクトへの大型投資を実施アイランド・シェーライト・プロジェクトへの大型投資を実施
••インド法人インド法人VedantaVedanta社の子会社である、コパーマインズ・社の子会社である、コパーマインズ・
オブ・タスマニアはライエル鉱山を所有オブ・タスマニアはライエル鉱山を所有





www.mrt.tas.gov.auwww.mrt.tas.gov.au
www. www. development.tas.gov.audevelopment.tas.gov.au

www.iris.tas.gov.auwww.iris.tas.gov.au

可能性を探り可能性を探り

報酬をみいだしましょう報酬をみいだしましょう!!

タスマニアタスマニア::


