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JOGMECの情報収集・分析・提供事業
-平成１９年度実績/２０年度計画-
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１－１ JOGMECの金属資源開発支援制度

JOGMECのミッション
・海外資源国における我が国企業の資源権益確保・自主開発輸入拡大のため探鉱プロジェクトの形
成から探鉱・開発・生産の各段階における支援を実施。
・循環型社会形成のために金属製錬技術等を活用した技術支援を実施。

事前段階 探鉱段階 開発段階 生産段階

債務保証探鉱出融資

リスクマネー供給権益確保支援 （JV調査）

プロジェクト支援
（海外地質構造調査等）

資源開発の流れ

（我が国企業）

情報収集・提供

技術開発
探査技術開発 （資源探査部）

国



・ 非鉄金属鉱物資源の探鉱開発を戦略的・効果的に支援して、我が国への資源の安定供給を

図る。このため、関連情報の収集及び地質構造の調査等により、質の高い情報提供と優良な

探鉱案件の発掘を行うことで、将来的に我が国企業等が参加した鉱山開発が実現するような

支援を重点的に実施。

探鉱投資の
検討開始

当該国の投資環境評価、
地質ポテンシャルの検討

探鉱投資を
経営判断

探鉱鉱区獲得
及び探鉱投資

情報収集・提供

我が国企業

地質構造等の調査

資源国の鉱業法、投資環境、資源政策等に係る情報提供

共同資源開発基礎調査

（JV基礎調査）

海外地質構造調査

海外共同地質構造調査

１－２ 金属資源開発における情報サービスの位置づけ

２



２－１ 平成１９年度実績

平成１９年度JOGMEC情報サービスの重点項目

（１）プロジェクト形成支援のための戦略的情報収集・提供 ：

①投資環境調査、②鉱業事情調査、③非鉄メジャーの動向調査、④ウラン・レアメタル

（２）鉱物資源分野の人材育成に関する支援：

①資源開発基礎講座、②大学との連携、③テキスト作成、④図書館テキストコーナー設置

（３）計画的かつ着実な情報発信：

①メールマガジン、②ホームページ・データベースによる情報提供、③金属資源レ
ポート、④カレントトピックス、ニュースフラッシュ、⑤クォータリーレビュー

（４）資源情報収集のための海外ネットワーク強化

（５）情報提供・機構の活動への理解促進のための成果報告会・セミナー

等の積極的な実施
３



２－２ 継続的な調査研究

４

①投資環境調査
H19対象国：ザンビア、ニューカレドニア、ナミビア、ラオス、エクアドル、ミャンマー、

ドミニカ

②「鉱業の趨勢」（1977年から）
53ヶ国を対象に、鉱産国における鉱業等に関する前年度の情報を取りまとめたもの。

③「資源メジャーの動向調査」（1998年から 旧：非鉄メジャーの動向調査）
非鉄メジャー企業及び主要ジュニア企業26社を対象として、企業概要、事業内容、探
鉱戦略等について取りまとめ。

④「マテリアルフロー」（2005年から）
鉱物資源48鉱種について、原料確保形態、加工・製品化、リサイクルの流れを定量
的に分析

⑤「メタルマイニング・データブック」（2005年から）
ベースメタル及びレアメタル48鉱種を対象として、各鉱種の一般的性状等基本事項、
需給動向、生産・開発動向等の基礎的資料集を取りまとめ。



３３．．平成１９年度実績平成１９年度実績

（１）（１）情報収集・提供の質・量の強化拡充情報収集・提供の質・量の強化拡充①①

・ 政府の行う資源外交を情報提供などを通じて支援

・ウズベキスタン・カザフスタン (4月）資源外交、

南アフリカ・ボツワナ(11月）資源外交に同行しMOU締結

・ペルー・ボリビア(5月)、ナミビア（8月）に係る鉱業情報等を提供

・国際会議での広報・講演を通じて、我が国資源外交を支援。

中南米、アジア、欧州、カナダ等14件

掛札理事長（当時）とマブリャノフ地質鉱物資源国家委員会議長とのMOU締結

（甘利大臣ウズベキスタン資源外交同行時 H19.4.）

掛札理事長（当時）と

ボツワナ鉱物エネルギー水資源省モシャシャネ事務次官代行

とのMOU締結 （甘利大臣資源外交同行時 H19.11）

※写真提供：経済産業省



（１）（１）情報収集・提供の質・量の強化拡充情報収集・提供の質・量の強化拡充②②

・ 新たな資源戦略に基づきウラン、レアメタルに関する情報提供を強化

我が国企業のウラン、レアメタル資源開発を情報面で支援

- 「ウラン・ハンドブック」

- 「レアメタル・ハンドブック」

- 「鉱物資源マテリアルフロー」

- 「世界の鉱業の趨勢」

- 投資環境調査報告書

非鉄金属資源国７カ国、ウラン資源国１０カ国 投資環境調査（H19調査実施分）

ウラン･ハンドブック レアメタルハンドブック2008

３３．．平成１９年度実績平成１９年度実績



（（２２）収集・分析した情報の提供）収集・分析した情報の提供①①

•『ニュースフラッシュ』 記事件数2090件 前年比18％増

•『カレントトピックス』 111件発行 前年比5％増

•『金属資源レポート』 6回発行 （奇数月）

⇒ これら報告書は逐次 ホームページ 上で公開しデータ ベースの拡充
を図るとともに、メール配信にて通知

・ホームページアクセス数 5,075回/日 前年度比24％増

・メール配信サービス 登録者2,559名 前年度比47％増

•成果発表会 昨年度12回開催 参加者数 686人

配付資料を ホームページ 上で公開中

プロジェクト形成、権益確保、投資判断に資する基礎情報プラットホーム拡充により、

我が国企業の資源開発を側面支援
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※H17.5より配信開始

・鉱業関連情報の計画的かつ確実な発信を推進

バーチャル金属資源情報センター

http://www.jogmec.go.jp/mric_web/index.html

３３．．平成１９年度実績平成１９年度実績



（（２２）収集・分析した情報の提供）収集・分析した情報の提供②②

プロジェクト形成、権益確保、投資判断に資する基礎情報プラットホーム拡充により、

我が国企業の資源開発を側面支援

・鉱業関連情報の計画的かつ確実な発信を推進

３３．．平成１９年度実績平成１９年度実績

・報告書による情報提供

－「資源メジャーの動向」 、クォータリーレビュー

－ 「ベースメタル基礎資料集」

・セミナー開催等によるプラットホームの拡充

－企業要請を受け、個別ニーズに対応したセミナー（7月、11月）

－ウラン政策等に係る豪州投資セミナー（豪州大使館と共催：4月、8月、H20年2月）

－カナダBC州鉱業投資セミナー（カナダ大使館と共催：11月）

－IOCG鉱床（*）の提唱者であるコロラド鉱山大学Hitzman教授の講演会（6月）

（*）Iron Oxide-Copper-Gold Deposits (鉄酸化物銅金鉱床)

・出版物の一部有料化を実施

-「メタルマイニングデータブック2006」、「レアメタル・ハンドブック」を有料出版

－「金属資源開発の基礎」を刊行（出版社による私費出版）

-金属資源レポートに有料広告を掲載 （H19.7号より毎号で掲載）



３３．．平成１９年度実績平成１９年度実績

（（３３））人的ネットワーク構築・人的ネットワーク構築・人材育成に係る取組み人材育成に係る取組み①①

・ボリビア共和国鉱業冶金大臣を招聘し、講演会・個別面談を設定

我が国企業等と資源国関係者間の人的ネットワーク形成に貢献

ボリビア共和国鉱業冶金大臣と掛札理事長

ボリビア鉱業投資セミナー

・Metal Saloon開催
第1回：114名・8大使館参加（共催：カナダ大使館）

第2回：南ア・ソンジカ鉱山大臣出席のもと開催、
160名・17大使館参加（共催：SADC）

メタルサルーンでの情報交換の様子



３３．．平成１９年度実績平成１９年度実績

（（３３））人的ネットワーク構築・人的ネットワーク構築・人材育成に係る取組み人材育成に係る取組み②②

・人材育成支援

資源開発全般に係る情報提供により、企業等の人材育成を支援

- 資源開発基礎講座 第５回 「レアメタルの基礎知識とその戦略的調達」 （118名参加、6月）
（H19年度） 第６回 「非鉄金属の価格形成と取引形態」 （101名参加、9月）

第７回 「資源獲得競争と鉱山開発」 （75名参加、20年1月）

- JOGMEC-大学間の包括連携協定を踏まえ特別講座を開設、JOGMECから講師を派遣。

九州大学（9月）、東京大学（10月～H20年2月）

-JOGMECの政策提言に基づく資源大主催の「資源開発基礎研修」

に講師5名を派遣（9月）。

-「資源開発技術専門テキスト」を作成。 第5回資源開発基礎講座



８

【【 １９年度までの取組み１９年度までの取組み】】

（１）プロジェクト形成支援のための

戦略的情報収集・提供

（２）鉱物資源分野の人材育成に関する

支援

（３）計画的かつ着実な情報発信

（４）資源情報収集のための海外

ネットワーク強化

（５）成果報告会・セミナー等の積極的な

実施

【【 ２０年度の方向性２０年度の方向性】】

４－１．２０年度の調査研究、情報収集・提供戦略の基本的な考え方

１．首脳・閣僚資源外交強化、JOGMECトップに
よる資源外交強化

・首脳等が往訪しがたい国での主導的な資源
外交の展開

・国際会議参加、メタルサルーン開催等

２．国や企業の資源戦略立案に必要な情報の
提供

・調査研究事業の継続、定期的な情報発信

・マテリアルフロー調査の見直し

３．資源人材育成に係る産学官の連携強化

４．ウランに係る機構内の技術力強化、外部へ
の情報発信

５．有識者による評価制度の導入



４-２ 平成２０年度JOGMEC情報サービスの重点項目

（１）プロジェクト形成・海外資源ビジネス展開の戦略的支援

①投資環境調査

②鉱業法・税制等調査

③ウラン資源の重点調査（、ウランハンドブックのアップデート、レッドブック発行）

④資源メジャーの動向調査

（２）資源情報収集・提供システムの強化

①資源情報ネットワークの構築

②計画的かつ着実な情報発信

③資源開発基礎講座、テキスト作成等による人材育成支援

④情報提供サービスの一部有料化の推進・拡張

⑤金属部門HPの改善

９



４－３ JOGMEC今後が取り組むべき課題と対応方針

○資源外交への対応
① 資源国鉱山公社等とのMOU締結
② 主要資源国等の鉱業法・鉱業関連税制の継続モニタリング

③ 我が国首脳等が往訪しにくい国でのJOGMEC主体の資源外交

○情報収集提供の質・量の向上

① 有識者による評価制度の導入、業務へのフィードバック

② 出版物・講演会等の有料化を推進

③ 刊行物、HP、メール配信サービス、成果発表会の継続実施

○ウランに係る取り組み
① 日本原子力開発機構との連携し、知見や技術的蓄積の拡大を図る

② ウランに係る情報提供（ウランハンドブック、ウラン投資環境調査）

１０


