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1 金属資源開発支援のミッション 

権益確保支援（JV調査） 
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JOGMECのミッション（金属資源開発） 

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。また、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。 

情報収集・提供 



2 情報収集・発信業務の実施体制 

１．本部 

２．海外事務所 

金属企画調査部 企画課 

調査課 

金属企画調査部では、海外事務所からの情報の他、海外鉱業事情調査、動向分析調査等
の各種調査により収集した資料及び情報を整理・分析し、関係方面に提供するとともに、
報告書の発行、講演会の開催等を通じ鉱業関連情報の提供を実施。 

現在、金属部門では資源保有国を中心に主に１１の海外事務所で情報収集を実施。 
鉱物資源開発等に関する諸資料や現地の最新情報を広範囲に収集・解析。また、機構が
行う海外の探鉱機関等との共同調査のためのプロジェクト形成や資源国政府機関との連
携強化を実施。 

＜海外事務所＞ 
バンクーバー、ワシントン、ヒューストン、メキシコ、リマ、サンティアゴ、ロンドン、
中東（U.A.E.)、モスクワ、北京、ジャカルタ、ハノイ、シドニー、ボツワナ 

資源外交支援、各国要人受入対応、人材育成、
ネットワーク構築、鉱業投資セミナー等 

情報収集・分析・提供、調査レポートの作成、成
果発表会、ホームページ管理、図書館の運営等 



（１） 首脳・閣僚の要人面談支援 

・日本政府閣僚レベルが実施する要人面談において、情報面で支援を実施 

機構幹部による資源国政府機関等の要人との面談（Ｈ23FY：17ヶ国28人） 

１．資源外交関連 

（２）機構幹部による要人面談 

3 情報収集事業 

- 海江田経済産業大臣による豪州資源エネルギー・観光大臣との面談 
- 野田総理によるベトナム・ズン首相との面談 
- 牧野経済産業副大臣によるカナダ天然資源大臣との面談 
- 野田総理によるンド首相との面談 
‐ 枝野経済産業大臣によるミャンマー鉱山大臣との面談 
- 枝野経済産業大臣によるモザンビーク鉱物資源大臣との面談 

チリ鉱山大臣、CODELCO総裁、カナダ・ケベック州首相、豪州資源・エ
ネルギー・観光大臣、ミャンマー鉱山大臣、豪州北部準州首相、ベトナ
ム首相・商工大臣、ボツワナ鉱物エネルギー水資源大臣、カナダ天然資
源大臣、ボリビゕ鉱業冶金省副大臣、ペルー通商観光副大臣、国際海底
機構事務局長、南ゕフリカ鉱山大臣、モザンビーク鉱物資源大臣、、ザ
ンビゕ鉱山鉱物開発大臣、ゕンゴラ地質鉱山産業大臣、コンゴ民鉱山大
臣、LME会長 

ベトナム・ズン首相と野田総理の面談 
（写真提供： 内閣広報室） 

国の資源外交戦略を踏まえ、資源国との緊密な人的・組織的なパプを構築・強化すると
ともに、関係政府機関等との連携強化を進めつつ、資源国政府機関・鉱山公社や主要非鉄
企業との定トップ会談や国際会議等を実施し、協力枠組みを構築。 

ボツワナ共和国ケデゖキルウェ鉱物 
エネルギー水資源大臣との面談 



２．本部・海外事務所による情報収集 

（1） 新聞・鉱業関連雑誌、統計・データ・分析レポート等 
  - 地元新聞、鉱業関連雑誌の定期購読、統計・データ・分析レポート等の入手 
   ○Financial Times、The Economist、日経、日経産業、朝日、読売、毎日、東京、産経、 
     ビジネスアイ、電気、日刊工業、日刊産業、鉄鋼、化学工業日報 
    ○Mining Journal、Metal Bulletin、JETRO 通商弘報、チャイナ・ウオッチ、ロシア・東欧 
     ファイル、金属時評、地質学雑誌、産業と環境、鉱山、メタル・リサイクル・マンスリー 
    ○国際非鉄研究会発行資料、World Metal Statistics、Raw Materilas Data、Metals  
     Economics Group、Metal Pages、BROOK HUNT、CRU Monitor 、Roskill、Infomine等 

（2） 政府機関・資源会社のHP 
   - 定期的に資源国の政府機関、資源会社のHPをチェック 
   - 各国政府機関の発表情報、資源各社のアニュアルレポート、ジュニア 
    カンパニーのプロジェクト情報 

（3） 政府機関・資源会社との面談 
  - 海外事務所による、資源国政府機関や資源会社に対する面談等の実施 

    - 通常の情報収集・意見交換に加え特定テーマに基づく面談をタイムリーに 

   実施 

4 情報収集事業 

（4） 国内外コンサルタントの活用 
  -現地コンサルタントのリテイン化 

CODELCOのホームページ 

CODELCOとの面談 



３．セミナー・国際会議等への参加 

Mining INDABAでの講演（H24年2月） 

5 情報収集事業 

本部からの出張や海外事務所を通じ、以下のセミナー・国際会議への参加、
ブース出展、講演を行い、鉱業関連情報の収集を実施。 

（1） ブース出展、講演を実施 

（2） 国際会議への参加（25カ国50会議） 

・SADCセミナー＠ボツワナ 
・CHOCHILCOとの情報交換会＠サンティアゴ 
・日秘鉱業・経済セミナー@リマ 
・Mining Indaba＠ケープタウン 
・PDAC＠トロント 

・国際非鉄研究会＠リスボン 
・CRU Copper Conference＠サンティアゴ 
・World Tungusten Forum 2011＠厦門 
・APEC 第5回マイニングタスクフォース＠モンタナ 
・ザンビア鉱業大会（ZIMEC）＠ルサカ 
・国際鉱業大会（Expomin 2011）出席＠アカプルコ 
・China Mining 2011@天津 
・レアアース国際会議＠香港 
・第4回ASEAN鉱物高級事務レベル会合(ASOMM)+3＠ハノイ 
・4th Lithium Supply & Markets Conference＠ブエノスアイレス 
・Roundup 2012＠バンク－バー Ｃｈｉｎａ Mining 2011（H23年11月） 



１．ホームページ・報告書等による情報発信 

6 情報分析・発信事業 

① 過去の情報をデータベース化。 

  必要な情報へのアクセスが容易に。 

② 刊行物を国別、鉱種別にカテゴライズ化。 

③ レポートの更新情報をトップページに明示。最新

情報へのアクセスが容易に。 

ユーザビリティを向上し、一般ユーザーへの 

情報発信力を強化 

＜ウェブサイトの利便性向上＞ 

http://mric.jogmec.go.jp/ 

（1） ホームページ「金属資源情報」の全面リニューアル 

ホームページで提供している情報及びデータベースを
整理し、一般ユーザーが必要な情報にすぐにゕクセス
できるようサト構成を見直して全面的にリニューゕ
ルを実施。引き続き、検索機能の改良等について検討
中。 



（２） 定期レポート (※HPに随時掲載しています） 

7 情報分析・発信事業 

① 「ニュースフラッシュ」（毎週水曜日発行） 

 企業や政府機関のプレスリリース情報や地元業界紙
等タイムリーな一次情報について海外事務所及び本部
が収集した情報をとりまとめたもの。 

 

② 「カレントトピックス」（毎週木曜日発行） 

 各種国際会議、海外セミナー等や鉱山調査、非鉄企
業・政府関係機関訪問等により、入手した各種情報につ
いて、その背景や動向等も含めとりまとめたもの。 

 

③ 「金属資源レポート」（奇数月発行） 

 海外事務所及び本部による現地調査レポートや研究
報告、金属部門の活動成果等を盛り込んだ情報提供レ
ポート。 



（3） 調査報告書 (※HPからダウンロードしてご覧いただけます） 
 

8 情報分析・発信事業 

① 「鉱業の趨勢2011」（1977年から毎年発行） 
 我が国企業の海外における鉱山開発を支援するための、資源国における鉱業等に関する情
報（鉱業政策、鉱産物の需給・輸出入動向、鉱山・製錬所概況、探鉱情報等）を取りまとめたも
の。平成２３年度は、我が国企業が関心を有している国・地域や最近注目されている中国等アジ
ア地域に重点化し、対象国を56ヶ国に厳選して調査を実施。 

 

② 投資環境調査（不定期に発行） 
 我が国企業等による海外プロジェクト形成支援のため、新たな投資対象国となりうる国を対象
とした投資環境調査を実施。対象国における鉱業事情、鉱業政策、各種法規制、鉱業税制、探
鉱プロジェクト、鉱物資源生産状況等を掲載。 

（最近の発行国：メキシコ、コロンビア、ブラジル、マラウイ等） 
 

③ 「資源メジャー・金属部門の動向調査2011」（1998年から毎年発行） 
 資源メジャーの企業戦略、動向分析を目的として、資源メジャー及び主要中国企業計11社を
対象に、各社の年次報告をベースとして企業概要、事業内容、探鉱・資源開発戦略等について
分析・取りまとめを実施。 

 

④ 「鉱物資源マテリアルフロー2011」（2005年から毎年発行） 
 鉱物資源48鉱種について、需給動向、輸出入動向、国内リサイクル動向等をベースとして、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し、金属毎にマテリアルフローを
取りまとめたもの。 

 

⑤ その他調査報告書（不定期に発行） 
 （発行予定）アフリカ諸国における中国の活動、韓国の海外鉱物資源確保動向調査、 

  SD調査（コンフリクトミネラル）等 



（4） 出版物 

9 情報分析・発信事業 

① 「非鉄金属資源開発技術のしおり」（2007年から毎年改定） 
 探査、開発、生産技術から環境保全技術に係る非鉄金属資源開発の流れを
一般の方にも分かり易い形で取りまとめたもの。 

 

② 「非鉄金属のしおり」（2007年から毎年改定） 
 我が国産業に重要と考えられる金属40鉱種について、特性、用途、世界需
給、我が国への輸入状況等について、1鉱種あたりA4版見開き2ページで簡潔
に取りまとめたもの。 

 

③ 「メタルマイニング・データブック2011」（2005年から毎年発行） 
 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・開発動向や、我が国の資源政策、資源メジャーの概
要等、非金属鉱業関係のエッセンスを網羅した基礎的資料集。 

（2011年版を3,150円（税込）にて販売中。HPからお求めいただけます。） 
 

④ 「レアメタル・ハンドブック2011」（2008年から毎年発行）※有料 
 ベースメタル及びレアメタル42鉱種を対象として、各鉱種の一般的性状・主

要用途等の基本事項、代表的な製造方法、需給動向、生産・開発動向や、価
格動向、代替・リサイクル状況等のエッセンスを網羅した基礎的資料集。 

（ 2011年版を3,150円（税込）にて販売中。 HPからお求めいただけます。） 
 



10 情報分析・発信事業 

（5） メールマガジン 
メール配信サービス登録者約4,400名（H24 年7月現在）に対し、金属資源に関する報道情報や
各種出版物、セミナー開催の案内について平日毎日１通のメールマガジンを配信し、ユーザーへ
の迅速な情報提供を実施 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2012/07/23発行 ━■ 
 
          金属資源関連メール配信サービス  
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
 
▼本日の最新情報▼ 
 
★ サーバメンテナンスのため、8月6日(月) 10:00～15:00の間、 
  金属資源情報ホームページ(データベース検索を含む)を停止します。 
  ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたします。 
 
★ 金属鉱業関係新聞情報 2012年7月23日 
 
▼その他の情報▼ 
 
◎講演会等 
 
★ 7月27日(金) 「平成24年度（第5回）金属資源関連成果発表会 ～資源政策とJOGMEC事業成
果～」 
  http://mric.jogmec.go.jp/kouenkai_index/annai14.html 
 
★ 9月14日(金)～17日(月) 「第2回ゕジゕ・ゕフリカ鉱物資源会議 
 （Asia Africa Mineral Resources Conference 2012）」（於ンドネシゕ） 
  http://xrd.mine.kyushu-u.ac.jp/AsiaAfrica_2012seminar.html 
 
◎有料出版物のお知らせ 
 
★「メタルマニング・データブック2011」を販売中  
  http://mric.jogmec.go.jp/books/metal-book.html 
 
★ 「レゕメタルハンドブック2011」 
  https://www.saiki.co.jp/raremetal/ 
  佐伯印刷のみで販売中 
（注）金属資源情報センターでは販売していません。 
 
◎金属資源情報センター（図書館）からのお知らせ 
 
★ 金属資源情報センター（図書館）は、8月10日(金)～15(水)の期間中、 
  資料整理等のため臨時休館いたします。 
  http://mric.jogmec.go.jp/library_index/index.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
＜金属鉱業関係新聞情報   2012年7月23日＞ 
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 
■ 南鳥島沖のレゕゕース 3年後にも採取 東大チーム 日経夕刊 1頁 7/20 
 
■ 再生戦略 柱に4分野 自由貿易・海洋政策など 日経朝刊 2頁 7/23 
 
■ コンゴ 鉱物資源の密輸対策 治安悪化が阻害要因 日刊産業 8頁 7/23 
 
■ ニューカレのニッケルプロ 伯ヴゔーレ、年末までに操業再開へ 鉄鋼新聞 7頁 7/23 
 
■ 今年、5％増見通し 新金属協会シリコン部会 日刊工業 14頁 7/23 
 
■ 中国マグネ相場急騰 精錬減産拡大 対日オフゔー3400ドル 日刊産業 12頁 7/23 
 
■ 銅ETF実需家反対 米金融大手計画 SECに書簡 日刊産業 8頁 7/23 
 
■ 1-6月 世界粗鋼7.7億トンに増 年率15憶トンペース維持 日刊産業 1頁 7/23 
 
■ 「元素のふしぎ」 10月まで開催 日刊産業 12頁 7/23 
 
====================================================
=================== 
 
★ 7月27日(金) 「平成24年度（第5回）金属資源関連成果発表会 ～資源政策とJOGMEC事業
成果～」 
  http://mric.jogmec.go.jp/kouenkai_index/annai14.html 
 
 当機構による成果発表会を下記のとおり開催致しますのでご案内いたします。 
出席をご希望の方は、7月25日（水）までに参加登録下さいますようお願い申し 
上げます。 
 皆様のご来場をお待ちしております。なお、会場の都合上200名で締め切らせ 
ていただきます。 
 
ご登録はこちら → https://mdh.fm/e?kB0031ADbe 
 
開催日時 ： 2012年7月27日（金） 14：00～16：30 ※受付は13：40より開始いたしま
す 
講演会場 ： 虎ノ門ツンビルデゖング 西棟 地下1階大会議室 
場  所 ： 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 



11 情報分析・発信事業 

（1） 成果発表会 

２．セミナー講演会等による情報発信 

月 テーマ 参加者 

５月 レアメタル全般の動向  １６２名 

６月 H22年度金属資源探査事業結果   ７５名 

６月 H22年度深海底鉱物資源関連事業結果  １１７名 

７月 
H22年度金融支援事業及びその他金属資源開発支
援事業結果 

  ７４名 

８月 日本における鉱害防止施策   ５８名 

９月 金属技術支援事業における技術開発の取り組み   ７５名 

９月 鉱床発見のケーススタディ   ４２名 

１０月 レアアース探査及び回収に係る技術開発  １４３名 

１１月 主要国の鉱業事情（駐在員報告）  １０２名 

１２月 アジア諸国の金属需要と資源開発動向   ５４名 

２月 再生可能エネルギー及びレアメタル動向  １４１名 

３月 資源メジャーとナショナリズム    ９１名 

JOGMEC各部門における前年度の成果や特定
テーマに関する調査結果を成果発表会として
年12回実施。 

（2） 資源開発基礎講座 

金属資源開発分野の若手技術者育成を目
的として、平成17年度より資源開発基礎
講座を開設。 

年月 テーマ 参加者 

H21.7  資源開発A→Z（亜鉛）  ６４名 

H21.12 レアアース  １３４名 

H22.3 鉱山開発プロジェクト評価 １２１名 

H22.7 鉄鉱石資源の基礎知識と最近の動向 １５９名 

H23.2 深海底鉱物資源 １４３名 

H23.3 鉱山開発と環境・社会規制 ７４名 

H23.8 タングステン資源等の現状 １０３名 

H24.1 最新鉱山技術 １０８名 

H24.3 鉱山周辺インフラ整備  １０６名 

平成23年度開催実績 開催実績（平成21年度～） 



12 情報分析・発信事業 

（3） 各国鉱業投資セミナー 
年月 テーマ 参加者 

H22.11 豪州投資セミナー   ５８名 

H23.7 アルゼンチン鉱業投資セミナー  ６２名 

H23.10 豪州 北部準州鉱業投資セミナー  ４３名 

H23.11 日豪鉱物資源投資セミナー   ６９名 

H23.12 日秘経済・鉱業セミナー２０１１ １３１名 

H24.2  モザンビーク エネルギー・鉱物資源セミナー  １３７名 

H24.3 ラオス鉱業投資セミナー    ８０名 

資源国政府機関関係者等の来日に際し、各
国大使館との共催による鉱業投資セミナー
を実施。 

（4） JOGMEC職員による講演 

JOGMEC職員による大学・国際資源大学校
への講師派遣や外部セミナーでの講演等を
通じた情報提供を実施。 

豪州 北部準州鉱業投資セミナー（H23年10月） 

- 日本電子材料技術協会「レゕゕース資源開発と各国の動向」 
- 日本無機薬品協会「レゕメタルを中心とした最近の資源動向」 
- 資源地質学会シンポジウム「中国のレゕゕース鉱床とその動向」 
- 秋田大学あきたゕーバンマン開発ゕカデミー「最近の資源動向

と金属リ サクルの概要」 
- 秋田大学「レゕメタル・レゕゕースを巡る最近の動向」 
- 東京大学レゕメタル研究会「レゕメタルの資源供給リスク」 
- 日本学術会議「レゕメタル・レゕゕース問題」 
- 日本技術士会「レゕメタル資源」 
- 環境資源工学会「レゕゕースの鉱物資源とその開発動向」 

＜外部セミナー等での講演＞ 
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本図書館は、金属資源に関する文献・資料を専門に扱っている国内唯一
の専門図書館で、図書約32,000冊、地図約16,000点を収容。
JOGMECホームページの金属資源情報とリンクして、国内外の様々な金
属資源に関わる情報を提供。金属鉱業関係者のみならず、一般の方々に
も利用可能。Ｈ２３年度の外部来館者数約1,300人、閲覧資料は約
6,000件。 

３．図書館 

参考図書 
各種統計データ・辞書など 

○Roskill 各鉱種 ： 金属・非金属の国別需給や
鉱山別・製錬所別生産データを網羅
的に取りまとめた鉱種別分析レポート 

○Metal Statistics ： 民間調査機関発行の主
要非鉄金属の国別需給統計データ集 

○Mineral Commodity Summaries ： USGS発行の
主要金属の国別埋蔵量及び国別生産
量統計データ集など 

報告書 
当機構（旧金属鉱業事業団も含む）で発行さ
れた報告書、政府機関、政府関連機関など
から発行の刊行物など 

○金属資源レポート 

○クォータリーレビュー 

○資源メジャーの動向 

○鉱物資源マテリアルフロー 

○世界の鉱業の趨勢など 

○日本メタル経済研究所レポート 

○国際金属研究会レポートなど 

映像資料 
JOGMECで製作した鉱業関連DVDなど 

○日本の金属鉱業技術（1）～（10） 
○湿式製錬による銅鉱山開発技術 

○深海底鉱物資源探査技術 など 

  
館内閲覧の他、貸出もできますので、カウン
ターにてお申し込み下さい。 

一般図書 
地球科学、地質･鉱床、鉱業技術、資源経済、
環境関連の専門図書など 

○地球科学 ： 地質、岩石、鉱物、鉱床など 

○鉱業技術 ： リモートセンシング、探査、 

        採鉱、選鉱、製錬、など 

○資源経済 ： 市場分析、投資環境など 

○環  境 ： 鉱害、リサイクルなど 

雑誌 
○Metal Bulletin 

○American Metal Market 

○Mining Journal 

○Copper Bulletin 

○World Metal Statistics など 

ＣＤ－ＲＯＭ 
国別図書、報告書、統計データ、国際会議
などのCD-ROM 

  
  
  

国別図書 
各国別・各地域別の鉱業事業、地質鉱床・鉱業
政策など、150カ国以上の国の資料。 

○アジア ： 中国、フィリピン、インドネシアなど 

○中南米 ： チリ、ペルー、ブラジル、メキシコなど 

○先進国 ： 米国、カナダ、豪州など 

○その他 ： アフリカ、中近東諸国など 

○各国の鉱業法：約50か国 

パンフレット類 
世界の非鉄メジャー企業（BHP Billiton、
Rio Tinto、Anglo Americanなど）のパンフ
レットやアニュアルレポートなど 

地図 
世界各国の地質図や地形図など 

○地形図         

○地質図 

○鉱山・鉱床分布図 

○物理探査図・地化学探査図など 


