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1. 2004 年非鉄金属一般概況 

銅では、2004 年 6 月、イラン銅公社の開発工

事（Khatoonabad 銅製錬所建設、Meydouk 銅鉱山

開発、Sungun 銅鉱山開発、Sarcheshmeh 銅鉱山

拡張）が完了し生産開始、2005 年 3 月までに銅

カソード年産28万tを目指している。亜鉛では、

2004 年 6 月、Iran Zinc Production Company

社の年産 10 万ｔ規模の亜鉛製錬所建設に関す

る入札において、Outokumpu 社グループが落札。

IZPC 社は資金調達後 3 年で建設する予定。この

亜鉛製錬所が完成すれば、イラン最大の亜鉛製

錬所となり、イランの亜鉛生産を 75％引き上げ

られる。イランでは、2004 年約 10 万 t であっ

た亜鉛生産を 2005 年は 14 万 t、今後 10 年間で

55 万 t まで拡大させる計画がある。 

外資の活動としては、Union Resources 社（豪）

が33％の権益を有するMehdiabad亜鉛プロジェ

クトは、2004 年 11 月、バンカブル FS 評価を開

始、年産 16 万 t 規模の酸化鉱プラント及び年産

34万t規模の硫化鉱プラントの経済性評価を実

施。また埋蔵量確定のためのボーリング調査等

も実施中。2005 年 9 月までに完了予定となって

いる。 

 

2. 2004 年鉱業政策の主な動き 

経済の石油依存からの脱却を目指すイラン政

府は 2004 年も引き続き非鉄鉱業の促進、特に

銅・亜鉛鉱業・製錬の拡張を推し進めた。石油・

ガスと異なり、金属資源では探鉱開発に外資

50％以上のシェアを認めるプロジェクトもあり、

今後こうした動きが加速するかどうかも注目さ

れる。 

 

3. 主要鉱産物の生産・輸入・消費・輸出動向 

 

主要鉱産物の生産および消費動向 

                                    単位：千 t 

 鉱山生産量 地金生産量 地金消費量 

年 2003 2004 2003 2004 2003 2004 

銅 146.1 141.1 133.5 146.1 94.8 94.8 

鉛 8.1 8.1 33.3 33.3 70.0 70.0 

亜鉛 78.4 91.5 101 105 70.0 70.0 

クロム 40.0 40.0 - - - - 

モリブデン 2.0 1.8 - - - - 

   注：クロムはクロム鉄鉱鉱石・精鉱量 (資料：World Metal Statistics Year Book 2005) 

 

4. 鉱山会社活動状況 

(1) 主要生産会社の動向 

銅は、国営企業イラン銅公社：National 

Iranian Copper Industries 社(NICICO)が経営

する Sarcheshmeh 鉱山（斑岩銅型鉱床）から生

産されている。 

Sarcheshmeh 鉱山は、露天掘鉱山、選鉱場、

製錬所、精錬所、銅加工プラントからなる。イ

ラン銅公社によれば、Sarcheshmeh 銅鉱床の資

源量合計は 12 億 t（銅平均品位 0.7％、モリブ
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デン平均品位 0.3％）、生産設備能力は、硫化鉱

石採掘 40,000ｔ/日、鉱石破砕 41,000ｔ/日、銅

精鉱 1,300t/日、製錬（銅アノード）145,000ｔ

/年、精錬（銅カソード）158,000ｔ/年、ロッド

加工 107,000ｔ/年、銅棒状地金（billet）41,242

ｔ/年、銅平板（slab）34,360ｔ/年となってい

る。 

亜鉛・鉛は、主に Angouran 鉱山（ミシシッピ

バレー型鉱床）、Irankuh 鉱山、Kushk-Bafq 鉱山

の３鉱山から生産されている。Angouran 鉱山の

経営は、Iran Zinc Mine Development 社(51％)

と Tech Cominco 社(49％)が行い、他の２鉱山は

NICICO が行っている。金は、Sarcheshmeh 鉱山

の他にイラン政府が経営する Mouteh 鉱山から

生産される。クロム鉄鉱石は、Faryab、

Esfandegeh、Foroumad-Gaft の３鉱山から生産

される。 

 

(2) 探鉱開発状況 

① イラン銅公社：National Iranian Copper 

Industries 社(NICICO) 

イラン銅公社の開発工事の概要は以下のとお

り。 

Khatoonabad 製錬所：Sarcheshmeh 銅鉱山・製

錬所から 45km の地点にある。粗銅生産能力

80,000ｔ/年、投資額 246 百万 US ドル、精鉱は

Meydouk 鉱山他から給鉱する。 

Meydouk 銅鉱山：Kerman 県の Shar Babak の北

東 42km に位置する。資源量は 145 百万ｔ、銅品

位 0.8％、精鉱生産規模 150,000ｔ/年（銅品位

30％）、投資額 255 百万 US ドル。 

Sungun 銅鉱山：East Azerbaijan 県の北西部

に位置する。資源量は 384 百万ｔ、品位 0.67％

であるが、10 億ｔを超える可能性があるという。

精鉱（銅品位 30％）処理能力 150,000ｔ/年の選

鉱場を建設予定。 

Sarcheshmeh 銅鉱山：粗鉱生産量を現在の 14

百万ｔ/年から、１期工事後は 21 百万ｔ/年に、

２期工事後は 28 百万ｔ/年にする計画である。

１期及び２期の開発工事費は190百万USドルで、

うち 65 百万 US ドルは設備機器購入費である。

選鉱場も２期に分けて粗鉱処理能力を拡大する。

１期工事の投資額は 181 百万 US ドルである。本

工事には古い浮選設備の改造・現代化も含む。

２期工事計画は検討中。現在の給鉱品位は銅

0.95％で精鉱年産 372,000ｔであるが、１期工

事後は 0.78％と 527,000ｔ、２期工事後は

0.78％と 702,000ｔとなる予定。 

これらの鉱山・製錬所の開発が完了し生産開

始となるのは 2004 年 6 月で、2005 年 3 月まで

に銅カソード生産が年産28万tとなることを目

指している。イランの銅カソード生産は 2002

年度（2002 年 4 月～2003 年 3 月）が 14.3 万 t、

2003 年度（2003 年 4 月～2004 年 3 月）が 16 万

t であった。 

Sarcheshmeh 製錬所：粗銅生産量を現在の

131,000ｔ/年から 200,000ｔ/年とすべく、予備

調査を実施し、現在一部工事を実施中である。

電気銅生産能力については、現在の 140,000ｔ/

年から 200,000ｔ/年とするため、最適工法の検

討を 2001 年から実施している。低品位鉱石を対

象とした湿式精錬の導入について外国企業と共

同調査を行っている。 

またイラン銅公社では、2004 年度の銅鉱床探

査として 7 地域の探査を開始。探査地域は、Yazd

県の Mehriz 地域、Markazi 県の Saveh 地域、

Zanjan 県の Qazvin 地域、Azerbaijan 国境付近

の Jolfa 地域などである。 

 

② Union Resources 社 

Union Resources 社（豪）が 33％の権益を有

する Mehdiabad 亜鉛鉱床は、金属回収試験とボ

ーリング調査を実施中。 

2004 年 6 月、Mehdiabad 鉱床の酸化鉱から酸

浸出法により亜鉛を回収する小規模バッチ試験

を完了し、実験室規模の連続試験を HRL 社試験

所(豪)で開始。連続試験は 2004 年 8 月まで実施

し、鉱業権の確保を前提に、実証プラントの設

置からなる第1期開発を2004年後半に開始予定

となっていた。2004 年 11 月、Aker Kvaerner

社によるバンカブル FS 評価を開始、年産 16 万

t規模の酸化鉱プラント及び年産34万 t規模の

硫化鉱プラントの経済性評価を2005年2月末ま

でに実施、計画では 400 百万 US ドルで酸化鉱プ

ラント建設を 2006 年開始、2008 年完了、硫化

鉱プラントを 2014 年に生産開始という目標に

なっている。その後、3 段階にわたる FS のフェ

ーズ2で 600USドル/tのコストで亜鉛生産が可

能との結果が得られているとの報道あり。 

同社は、Mehdiabad 亜鉛プロジェクトの経済
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性評価に向けたボーリング調査、トレンチ調査、

坑道調査も実施中である。2004 年 9 月、ボーリ

ング調査の中間結果を発表。それによれば、資

源量推定の精度向上を目的としたボーリング調

査のうち、イランのボーリング業者と契約して

実施した 4 孔が完了し、鉱床の形や金属含有量

が予想とおりのものであることを確認できた。

同社はさらにトルコの複数のボーリング業者と

契約してボーリング調査を 2 段階に分け継続実

施する予定であり、合計でボーリング延長

5,000m程度を計画。2005年9月までに完了予定。 

 

③ Rio Tinto 社 

Rio Tinto 社（英）は 2002 年に Kordestan 県

Qorvehに位置するDashkasanで大規模金鉱床を

発見し、2003 年は探鉱ボーリング、冶金試験、

資源評価作業を行った。Rio Tinto 社は、イラ

ン工業・鉱山省との協定の下、1999 年から 2003

年まで Rio Tinto 社は Dashkasan に 4 百万 US

ドルの探鉱費を支出、Dashkasan 金鉱床の品位

は 1.8～2 g/t 程度で予測鉱物資源量は 10 百万

oz、Rio Tinto 社の権益シェアは 70％と言われ

ている。Dashkasan プロジェクトの経済性評価

が開始されたかどうかの情報はない。また Rio 

Tinto 社の探鉱の焦点はこれまでイラン北西部

にあったが、今後は西部地域に移す計画である

という。2004 年 4 月、Rio Tinto 社は本プロジ

ェクトを冶金的な問題から技術グループに移管

した。 

 

④ Zarcan 社の活動 

Zarcan International Resources（Zarcan）

社（加）は 2002 年 6 月に取得した 15 地区の探

鉱許可をイラン工業・鉱山省から得て探鉱を実

施。それらはイラン南東部の Sistan-va- 

Baluchestan 県に位置する。同県の 30,800 ㎢に

ついて広域的地質調査を４年かけて実施した結

果、地質図、地化探、既往調査結果、物理探査

を考慮して選ばれたものであり、いずれも約 40

㎢である。フェーズ 1 の探鉱作業を終了し、フ

ェーズ 2 の物理探査・掘削を実施、うち一つの

Kuh - e Lar プロジェクトでイラン銅公社と MOU

を締結して探鉱を実施している。Kuh-e Lar プ

ロジェクトは Zarcan 社が 60％、イラン銅公社

が 40％シェアを有する JV 会社を設立して銅モ

リブデン鉱床を対象に探鉱を実施中。 

 2005年 4月、15地区のうち3地区（Shurchah、

Bidester、Kharestan）の探鉱延長許可を取得、

10 地区の探鉱延長は認められなかった（Kuh-e 

Lar プロジェクトともう一つの地区の扱いは不

明）。延長を認められなかった地区での探鉱コス

トは 75.4 万 US ドルとなっている。 

 

5. 鉱山・製錬所状況 

Iran Zinc Production Company（IZPC 社：国

営の Iran Metal Industries Development and 

Renovation Organization が 20％、残り 80％を

一般株主が所有）は、2003 年 4 月、年産 10 万

ｔ規模の亜鉛製錬所建設に関する入札の案内を

行った。製錬所はテヘランの西 340km にある

Zanjan に建設され、Zanjan の北西 90km にある

Anguran 鉱山の酸化鉱石を直接浸出法で処理す

るものである。入札の結果、Outokumpu 社を中

心とするコンソーシアムが最低価格を提示し、

Bateman社（南ア）グループとTecnicas Reunidas

社（スペイン）グループとの競争に勝って優先

入札者となった。2004 年 6 月、Outokumpu 社は、

この亜鉛製錬所の建設に関し IZPC 社と契約を

締結。建設は Kahanroba 社(イラン)、ABB 社(ス

イス)、TAIM 社(スペイン)と協力して行われ、

総契約額は約 200 百万€、うち Outokumpu 社分

は 40 百万€となっている。IZPC 社は資金調達後

3 年で建設する予定。この亜鉛製錬所が完成す

れば、イラン最大の亜鉛製錬所となり、イラン

の亜鉛生産を 75％引き上げることとなる。イラ

ンでは、2004 年約 10 万 t であった亜鉛生産を

2005 年は 14 万 t、今後 10 年間で 55 万 t まで拡

大させる計画がある。 

（2005.5.27/ロンドン事務所 嘉村 潤） 

 

 




