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拘束力の弱いものとなっている。 

 この政策変更に対する各州政府の対応として

は、北部準州は、Clare Martin 首相がウラン鉱

山開発に反対しているが、準州法により準州大

臣による鉱山開発許可は連邦政府の助言に従っ

て行うとされていることから、北部準州でのウ

ラン鉱山開発は 終的には連邦政府の意向(開

発推進)に従うと見られている。現在、ERA 社の

Ranger 鉱山が存在し、Jabiruka 鉱山の開発が期

待されているほか、多数のウラン探査プロジェ

クトが存在している。 

 南オーストラリア州は、既に Olympic Dam 鉱

山とBevereley鉱山が操業し、新たにHoneymoon

鉱山も来年には生産開始が見込まれており、

Mike Rann 首相は、｢南オーストラリア州では、

160 件の探鉱ライセンスをすでに発給し、更に

60 社が 100 件以上のライセンスを申請してい

る｣、｢鉱業は同州の主要産業であり｣、｢(ウラン)

政策変更は、同州にとって何ら悪影響を及ぼす

ものではない｣として政策変更を歓迎している。 

 クイーンズランド州は、主要なエネルギー資

源である石炭の産出があり、ウラン資源開発が

州の基幹産業である石炭産業に悪影響を及ぼす

ことを恐れていると言われている。Peter 

Beattie 首相は、3 月に一時、全国党大会での方

針に従う(新規ウラン鉱山開発禁止政策の破棄)

との意向を示したが、閣内での反対に合い、4

月には、｢政策破棄の決議に関わらず、新規ウラ

ン鉱山開発禁止政策を継続する｣と態度を硬化

させている。 

 西オーストラリア州は、鉄鉱石・ニッケル・

金など鉱産資源による収益は大きく、あえてウ

ラン資源の開発を行わなくても良い状況にある。

また、天然ガスの州内への一定量供給など政策

の独自性が強く、Alan Carpenter 首相は、｢ウ

ラン鉱山を開発するか否かは州が決定するこ

と｣と主張している。ウラン鉱山の環境への影響

とウラン鉱山開発を認めたことで核廃棄物の処

分地とされることを警戒しているとも言われて

いる。一方で、西オーストラリア州では、鉄鉱

石大手の Rio Tinto 社が Kintyre 鉱床を、同じ

く BHP Billiton が Yeelirre 鉱床など鉱区を保

有しており産業界からの圧力も強いと見られて

いる。 

 ニューサウスウェルズ州は、Morris Iemma 首

相が、｢連邦労働党が新規ウラン鉱山禁止政策を

破棄しても、これまでの政策を変更することは

ない｣との態度をとっている。一方で、州政府鉱

業関係者は、｢Broken Hill 地域西部は、南オー

ス ト ラ リ ア 州 か ら 続 く ウ ラ ン 鉱 床 地 帯

(Honeymoon 鉱山は州境に極めて近い)であり、

大規模鉱床の可能性はともかく、ウラン資源ポ

テンシャルはある｣としている。 

 

(2) ニッケル鉱山開発ブーム 

 2006年のニッケル平均価格は24,500US$/tと

1988 年以来の高水準となった。堅調な需要と供

給障害などからニッケル需給は逼迫した情況に

あり、2007 年に入っても価格は高騰を続け、1

月末には 40,000US$/t 台を超えている。市場で

は、需給の逼迫情況は当面、解消されず、また、

価格を下げる要因もないとの見方から今後も高

値は続くと考えられている 

 こうした状況を背景に、ニッケル鉱物資源埋

蔵量世界一を誇るオーストラリアでは、ニッケ

ル鉱山プロジェクト開発が相次いでいる。 

 鉱山プロジェクトでは、西オーストラリア州

で 2007/08 年度に Waterloo(生産能力 4,000t/

年；LionOre 社)及び Black Swan (13,000t/年；

同)、Forrestania (8,000t/年；Western Areas

社)、 Ravensthrope (50,000t/年；BHP Billiton)、

Sherlock Bay(12,000t/年；Sherlock Bay Nickel

社)、Sally Malay(19,000t/年；Sally Malay 

Mining 社)、タスマニア州で Avebury(8,000t/

年；Allegiance 社)、等の各プロジェクトが生

産開始・拡張完了・生産能力到達する。

Ravensthrope プロジェクトは 2 年後の 2009/10

年度にはフル生産に入り、西オーストラリア州

Honeymoon Well、クイーンズランド州 Nornico

等のプロジェクト(生産能力合計 74,000t/年)

も同時期に生産が軌道に乗ると予想されている。 

 精錬所プロジェクトでは、Yabulu 精錬所拡張

(31,200t/年→76,000t/年；BHP Billiton)が

2007 年 3 月末完了予定されている。 

 

(3) McArthur River 鉱山 

 北部準州で、鉛・亜鉛・銀を採掘している

McArthur River 鉱山は、2005 年 8 月 3 日、総額

66 百万 A$で、坑内掘から露天掘へ切り替える採

掘計画(McArthur 川の切り替え工事を含む)を
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発表した。この計画に対して、先住民や環境グ

ループは McArthur 川の汚染を招き、河川及び海

に住む生物を危険にさらすとして反対の姿勢を

示していた。2005 年 12 月、McArthur River 鉱

山は、環境影響調査報告書(EIS)を北部準州環境

庁(NT EPA)に提出したが、2006 年 2 月、露天採

掘計画は持続可能な開発ではないとして却下さ

れた。北部準州の鉱山エネルギー大臣は、3 月

20 日に Xstrata 社による計画の見直しと、環境

庁(EPA)による再評価を求めた。 

 見直しされた露天掘採掘計画は、北部準州

Clare Martin首相によって、10月 13日、Xstrata

社による McArthur River 亜鉛・鉛鉱山の露天

採掘計画は｢北部準州の成長のために不可欠｣と

の理由から許可された。 

 この計画は連邦政府の承認が求められ、10 月

20 日、連邦政府の環境遺産省の Ian Campbell

大臣は、｢Xstrata 社の計画は、McArthur 川の淡

水魚や渡り鳥は保護され、環境に重大な影響を

与えるものではない｣として計画を許可した。 

 一方、この北部準州政府の承認を巡って、伝

統的土地所有者グループが訴訟を起こし、2007

年 4 月 30 日、北部準州 高裁判所は、北部準州

政府の承認は鉱山管理法(Mines Management 

Act)の正規の手続きを踏んでいないことを認め、

拡張工事の一時停止を命じた。 

 5 月 2 日、北部準州政府の Clare Martin 首相

は、この判定をレビューした上で、McArthur 

River 鉱山での鉱業活動のすべてを認める緊急

の法律を制定することとし、伝統的土地所有者

の法的行動を却下した(5 月 4 日、この法律は

17：5 で議会を通過した)。 

 これを受け伝統的土地所有者は連邦政府へ訴

訟を起こすこととした。北部準州土地委員会

(NLC)は、McArthur River の切り替えを承認し

た連邦政府の前の環境大臣Ian Campbellに対し

て異議申し立てを開始することとした。NCL は、

前環境大臣は、斟酌すべき事項とそれに続く必

須の手続きを考慮していないと主張している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
オーストラリアの主要鉱山・製錬所位置図 (2007.6.15 シドニー事務所/永井正博、久保田博志) 
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