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資源と経済（4）
—資源の発見と開発—

　
東京大学生産技術研究所　サステイナブル材料

国際研究センター客員教授  澤田　賢治

資源を取り巻く環境は最近大きく変化を遂げており、その変化の要因を探るための情報が必要になっている。本シ
リーズは、最近の資源に関する変化を経済指標と資源情報を有機的に結びつけるマクロ経済やミクロ経済の観点から
分析をめざすものである。
本号では、サプライサイドの立場から、資源の発見の経緯を紹介するとともに、銅資源に着目して1999～2010年ま

での銅鉱床の発見を明らかにする。さらに、探鉱・鉱山開発・生産にいたる段階をコストの点から銅生産コストに占
める銅探鉱費について分析し、資源確保問題の一助としたい。

1. 銅を中心とした資源の発見推移
銅鉱業の歴史は古く、人類により最初に利用された
のは紀元前5000年と言われている。初期の時代におけ
る銅の利用は、地表近くの自然銅・酸化物・硫化物で
あり、銅品位が高いものに限定されていた。さらに、
金や銀を採掘する過程で銅資源の発見に通じたことも
あったようである。例えば、米国ユタ州における最古
の鉱山地帯のBinghamは金や銀を対象に採掘されてい
た。経済の発展とともに基礎産業において銅需要が拡
大し、銅品位が低いため経済的に開発することが出来
なかった低品位大規模鉱床は、露天掘り採掘法や浮遊
選鉱の技術開発とともに1890年代になって開発の対象
となっていった。Utah Copper Company（後のKennecott）
所有のBingham Canyon鉱山で大規模銅鉱床の本格的生
産が開始されたのが1908年のことであった。
1944～1970年まで金価格は1オンス（oz）が35US＄と
ブレトン・ウッズ体制による固定相場制が採用されて
いた。井澤（2012）が明らかにしたように、1960年代、
米国鉱山局を中心として、ヒープリーチング（野積み
浸出法）と活性炭による金の吸着（カーボンインパルプ
法）により、米国ネバダ州で堆積岩中に賦存する1ミク
ロン以下の微小金粒からなるカーリン金鉱山の開発に
成功し、1965年に生産を開始した。1970年代後半から
1980年代にかけて、カーリン型金鉱床（堆積岩内金鉱
床）としてネバダ中北部で次々と発見され、含有金量
は6千ｔを越える大産金地帯となっている。1971年の
ニクソンショック以降、金本位制から変動為替相場制
となり、金価格が上昇し、金探査活動も盛んになって
いた。北米のスペリオル湖の北岸にカナダの高速道路
（トランスカナダハイウェー）が建設され、1981年のヘ
ムロ金鉱床の発見につながった。この金鉱床はその後
の探鉱により、含有金量600ｔ以上と確認され、カナ
ダの金探査史上最大の発見と言われている。高速道路
の建設が直接の原因ではないにしても、大きな成功要
因であることは否定出来ない。
中村（2007）の著書「レアメタルパニック」で指摘され

たように、最近の電子材料や機能性素材の技術革新に
より、TV用赤色蛍光体向けレアアース、二次電池に
使う希土類磁石、超硬工具用のタングステン、透明電
極用のインジウム、自動車の排ガス触媒用のプラチナ
やパラジウム、等の需要が高まっている。中村（2012）
は、人口50億人の発展途上国の生活環境の激変により
携帯電話やデジタル家電の需要拡大により、レアメタ
ル争奪戦に繋がる資源開発の促進を指摘している。
鉱床発見の歴史は古く、限りなく過去に遡るのであ
ろう。さらに、その時代における技術開発や需要から
の要望が鉱床発見の背景にあると思われる。鉱床発見
にはそれぞれの発見物語があるであろう。澤田（2006）
は、既存の文献から1900～2000年の100年間で発見さ
れた銅・亜鉛・ニッケル鉱床を明らかにした。発見鉱
床の対象として比較的大規模なものに限定した。その
結果、1900～2000年の約100年間において、銅鉱床は
76件、含有銅量393百万ｔ、亜鉛鉱床は32件、含有亜
鉛量113百万ｔ、ニッケル鉱床は28件、含有ニッケル
量は28百万ｔに達した。
発見された銅埋蔵量を10年間単位で概観すると、

1920年代の発見量が最大で83百万ｔを示しており、
1980年代（80百万ｔ）・1990年代（64百万ｔ）・1900年代
（42百万ｔ）・1950年代（24百万ｔ）と続いている。さら
に、銅埋蔵量が10百万ｔを越える鉱山は発見された年
代順に、El Teniente（25.5百万ｔ）・Chuquicamata（23.7
百万ｔ）・Andina（17.7百万ｔ）・Cananea（12.8百万ｔ）・
Rudna（17.7百 万 ｔ ）・Los Pelambres（13.5百 万 ｔ ）・
Escondida（27.4百万ｔ）・Olympic Dam（11.4百万ｔ）・
Grasberg（29.1百万ｔ）・Collahuasi（16.3百万ｔ）の10件
であり、国別ではチリ（6）・インドネシア（1）・豪州（1）・
メキシコ（1）・ポーランド（1）とチリで圧倒的に多く発
見されている（図1）。大規模な低品位銅鉱床の探鉱活
動の中心的役割を果たしたのが、AnacondaやKennecott

といった米国の資本や技術であった。コンゴ（DRC）
のカタンガ州とザンビアの隣接部はカッパーベルトと
呼ばれる層状銅鉱床が1920年代に発見されており、高
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い銅品位（2.58～3.56％）で特徴づけられる。コンゴ
（DRC）のカッパーベルトはベルギーと英国の資本で
設立されたUnion Miniere de Haut Katanga Companyが、
ザンビアにおいては英国と南アフリカ共和国の資本によ
るAnglo Americanと英米資本によるRST（Rhodedesian 

Selection Trust）が重要な発見の役割を果たしている。
100年間における銅鉱床の発見と時代的背景や銅価格
の推移を関連づけると以下のように分析可能である。
①1900～1920年代：米国における送電線網の整備・
高速道路や高層ビルの建設に伴うインフラ整備や
電気産業の発展により銅需要が拡大した時期であ
り、銅価格も上昇傾向にあった。この時代に、チ
リにおけるEl Teniente・Chuquicamata・Andinaや
米国のMorenci銅鉱床の発見や鉱山開発が米国企
業により行われた。

②1930～1940年代：大恐慌（1929-1933年）や第二次
世界大戦（1939-1945年）においては探鉱活動も低
迷した時期であり、大規模な銅鉱床の発見は知ら
れていない。

③1950～1970年代：第二次世界大戦後、銅需要も拡
大した時期であり、銅価格も高騰した。ポーラン
ドのRudnaやチリのLos Pelambres等の発見があっ
た。

④1980～1990年代：大規模鉱床が発見された時代で
あり、現在でも大規模な生産を誇っているインド
ネシアのGrasberg・チリのEscondidaとCollahuasi・

豪州のOlympic Dam等が発見され鉱山開発が行わ
れた。この結果、供給過剰となり、銅価格が低迷
する要因となった。

2. 1999～2010年の銅資源の発見
資源発見は探鉱活動によって行われるが、グラスル
ーツ探鉱・確認探鉱・鉱山周辺探鉱に区分され、澤田
（2005）が「非鉄メジャーの銅資源確保と探鉱投資」
（JOGMEC金属資源レポート）で明らかにしたように、
鉱山周辺探鉱による銅資源発見がグラスルーツ探鉱に
よるものより圧倒的に多い。しかしながら、グラスル
ーツ探鉱による銅鉱床発見はデータ取得が容易であ
り、定量的解析も容易である。

Metal Economics Group（MEG,2011）のデータに基づ
き、銅鉱床の発見の定義を、①銅量で500千ｔ以上、
②F/S調査の結果、開発に移行する可能性が高い、の
条件を満足するとした。その結果、新規発見銅プロジ
ェクトは1999～2010年の12年間で62件、銅量229百万
ｔあった。各年における発見数、発見量を銅鉱山生産
量とともに明らかにした（図2）。発見数は2007年の12
件から2010年の0件と変化しており、銅発見量も2001
年の53.98百万ｔをピークに、年によって大きく変化
している。12年間の銅発見量229百万ｔに対して、世
界の既存鉱山からの銅鉱山生産量は176.25百万ｔと消
費のために採掘された銅量よりも多く発見されてい
る。ただし、発見された62件は経済性はあるが、発見

図1. 過去百年間における銅・亜鉛・ニッケルの発見量

（出典：澤田 JOGMEC金属資源レポート2006）
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国の政情・環境問題・将来の市場の変化によって全て
が鉱山開発される保証はない。発見された62件は次の
ように要約される。
①62件の平均の埋蔵鉱量は658百万ｔ、埋蔵銅量は
3.7百万ｔである。その結果、銅品位は0.56％であ
り、金やモリブデンの副産物を考慮した銅品位は
0.78％となる。ポーフィリーカッパー鉱床が大半
であるが、コンゴ（DRC）での発見は堆積性銅鉱
床であり、Dilala East（2.92％）・Kisanfu（2.63％）
等銅品位が高い。

②発見された銅鉱床の地域別分布は、チリが圧倒的
に多く発見銅量の36％を占めている。チリの後に
は、米国（18％）・モンゴル（14％）・ペルー（10％）・
アルゼンチン（6％）・DRCコンゴ（5％）・カナダ
（2％）・豪州（2％）・中国（2％）の順となっている。
③発見企業の内訳として、発見当時の権益ベースに

よると、資源メジャーが31.7件の発見で発見銅量
の52％を占めている。探鉱専門会社であるジュニ
アは26.4件で発見銅量の32％を、中規模企業が
14％、政府が1％を構成している。
④発見された銅量の73％はグリーンフィールドにお
けるものであり、残りはブラウンフィールドにお
いてであった。既存鉱山の100Km以内で発見され
たものをブラウンフィールドとすると、CODELCO

のAndina近くのLa Americana（発見銅量5.36百万
ｔ）、Los Pelambres周辺のFrontera（7.50百万ｔ）、
Los Broncesの6Km南で発見されたLos Sulfatos

（17.64百万ｔ）、Esperanzaの近くのTelegrafo Sur

（9.84百万ｔ）が含まれる。グリーンフィールドで
発見された平均銅量が3.2百万ｔに対し、ブラウン
フィールドの平均は6.8百万ｔと大きい特徴があ
る。

図2. 過去12年間における銅発見量と銅鉱山生産量（1999～2010年）

（出典：MEGデータ2011,WBMSに基づき作成）
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62件の発見プロジェクトのうち、56件は銅主体の鉱
床であり、4件は金主体、残り2件はニッケル鉱床に銅
が随伴するものである。発見された銅埋蔵量が多い、
上位10件の発見や埋蔵量を明らかにした（表1）。上位
10件の銅埋蔵量は5百万ｔを越える大鉱床である。最
大の銅鉱床は、2001年モンゴルのOyu Tolgoiで発見さ
れたHugo Dummettであり、銅埋蔵量25.2百万ｔを保有
している。Oyu Tolgoiを操業するIvanhoeの42.1％をRio 

Tintoが、34％をモンゴル政府が保有している。Oyu 

Tolgoi全体の開発コストは45億US＄であり、2011年に
Ivanhoeは23億US＄の開発予算を承認した。Northern 

Dynastyは米国のアラスカで、2002年にPebble West（銅
埋蔵量8.5百万ｔ、金埋蔵量964ｔ、モリブデン埋蔵量
450千ｔ）を、2004年にPebble East（銅埋蔵量22.4百万ｔ、
金埋蔵量942ｔ、モリブデン埋蔵量653千ｔ）をそれぞ
れ発見した。Rio Tintoは2004年にNorthern Dynastyの権
益9.9％を、Anglo Americanは2007年にNorthern Dynasty

の権益50％を取得し、開発に向けた動きがみられる。

Anglo Americanは2007年にLos Sulfatos（銅埋蔵量17.6
百万ｔ、モリブデン埋蔵量240千ｔ）を、2006年にSan 

Enrique Monolito（銅埋蔵量7.29百万ｔ）をそれぞれ発見
し、Los Bronces鉱山の操業に組み込む計画をしてい
る。BHP Billitonは2008年に、Pampa Escondida（銅埋蔵
量8百万ｔ）を発見し、2010年にはEscondida鉱山の新
規選鉱場で鉱石が処理された。

3. 資源の探鉱から生産にいたるコスト
探鉱から鉱山開発までには10年以上の期間を必要と
する場合もあり、大規模鉱山の生産活動はそれから数
十年も続く。1999～2010年の探鉱活動に基づき、銅生
産が200千ｔ/年以上の大規模鉱山開発と2010年代に生
産活動をするという前提で、探鉱から生産活動までの
コスト計算を行ってみたい。

3-1. 探鉱コスト
信頼に足る探鉱データの入手可能な1999-2010年の

12年間の探鉱コストを検討した。探鉱活動の中には既
存鉱山内での探鉱活動も含まれ、その探鉱による新た
な埋蔵量の果たす役割が大きい。しかしながら、鉱山
内での探鉱成果については各社アニュアルレポートに
記載されておらず、算出にあたり複雑な計算が必要な
ため、グラスルーツ探鉱や確認探鉱を中心とした成果
に基づき次式による南米を中心とした国別の探鉱コス
トを求めた。
探鉱コスト=1996-2010年銅探鉱費/新規発見銅量
　　　　　　（1999-2010年）
算出のための前提条件は以下のとおりとした。
－1999-2010年における世界の銅探鉱費はMEGのデ
ータに基づき14,179百万US＄とした。
－国別銅探鉱費は2011年のデータに基づき、チリ
（16％）・ペルー（9％）・米国（10％）・カナダ（7％）・
豪州（13％）・アルゼンチン（2％）とした。

表1. 過去12年間で発見された主要銅鉱床

（出典：MEGデータ2011, Mine Search等に基づき作成）

プロジェクト名 国　名 発見年 発見企業 埋蔵量
（百万ｔ）

Cu
（％）

Mo
（％）

Au
ｇ/ｔ

埋蔵銅量
（百万ｔ）

Hugo Dummett（Oyu Tolgoi） モンゴル 2001 Ivanhoe Mines 1,976 1.28 0.34 25.29
Pebble East（Pebble） 米国 2004 Northern Dynasty 3,860 0.58 0.03 0.35 22.39
Los Sulfatos（Los Bronces） チリ 2007 Anglo American 1,200 1.47 0.02 17.64
Telegrafo Sur（Esperanza） チリ 2001 Antofagasta 2,603 0.38 0.01 0.19 9.89
Pebble West（Pebble） 米国 2002 Northern Dynasty 3,026 0.28 0.03 0.35 8.47

Pampa Escondida（Escondida） チリ 2008
BHP Billiton（57.5％）
Rio Tinto（30％）
日本連合（12.5％）

1,000 0.80 8.00

Frontera（Los Pelambres） チリ 2007 Antofagasta（60％）
日本連合（40％） 1,500 0.50 0.60 7.50

San Enrique Monolito（Los Bronces） チリ 2005 Anglo American 900 0.81 0.02 7.29
Los Azules アルゼンチン 2005 Minera Andes 1,027 0.55 0.06 5.68
Altar（Quebrada de la Mina） アルゼンチン 2003 Rio Tinto 1,267 0.42 0.06 5.32

表2. 主要国における銅探鉱費（1999～2010年）

（出典：MEGデータに基づき筆者が推定）

注 ：銅探鉱費は1999～2010年の世界銅探鉱費に2011年国別銅探鉱比率
を乗じた

国名 発見
件数

埋蔵銅量
（百万ｔ）

銅探鉱費
（百万US＄）

探鉱コスト
（US＄/ｔ）

チリ 16 82.0 2,269.6 27.7
ペルー 10 24.0 1,276.1 53.2
米国 5 41.7 1,417.9 34.0
カナダ 5 5.3 992.5 187.3
豪州 4 5.0 1,843.3 368.7
アルゼンチン 3 12.8 283.6 22.2
その他 19 58.3 6,096.0 104.6
合計 62 229.1 14,179.0 61.9
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－1999-2010年に発見された銅埋蔵量は、MEGデー
タに基づき、チリ（82百万ｔ）・ペルー（24百万ｔ）・
アルゼンチン（12.8百万ｔ）・米国（41.7百万ｔ）と
した。

国別探鉱コストは、1999-2010年における発見件数
の多い、チリ（16件）・ペルー（10件）で圧倒的に低く、
以下のように算出される（表2）。
探鉱コスト（世界）=14,179.0百万US＄/229.1百万ｔ
　　　　　　　　=61.9US＄/ｔ
探鉱コスト（チリ）=2,269.6百万US＄/82.0百万ｔ
　　　　　　　　=27.7US＄/ｔ
探鉱コスト（ペルー）=1,276.1百万US＄/24.0百万ｔ
　　　　　　　　　=53.2US＄/ｔ

3-2. 鉱山開発コスト
鉱山の開発コストは、鉱床タイプ・位置や交通・イ

ンフラ整備・採掘方法・環境問題によって大きく変わ
る。1990年代にチリで開発された大規模鉱山
（Candelaria, Escondida, Los Pelambres, Collahuasi）の場
合、初期生産規模と初期投資額の間には高い相関関係
が認められた。この4鉱山はチリのアンデスに位置し、
日本企業もマイナーシェアではあるが開発に関与して
いる。

Y（初期投資額）=4.53X（初期生産規模）--------------（1）
　（相関係数=0.9881）
その後、燃料価格の高騰・鉱山開発の深部下・奥地

化・銅品位の低下等により鉱山開発コストの高騰が見

られる。今後、鉱山開発が予定されている、Oyu 

Tolgoi（モンゴル）・Aynak（アフガニスタン）・Pebble（米
国）・La Granja（ペルー）・Toromocho（ペルー）の5件の
鉱山開発における初期投資額と初期生産規模の関係は
以下のとおりとなる。

Y（初期投資額）=11.07X（初期生産規模）------------（2）
　（相関係数=0.8654）
対象となる鉱山は大規模鉱山であり、初期生産規模
を300千ｔ/年、マインライフは30年程度、30年間イン
フレがないと仮定した場合の（2）式は次のとおりとな
る（図3）。

Y（初期投資額）= 11.07千US＄×300,000（ｔ/年）
　　　　　　　=3,321百万US＄
開発コスト= 3,321百万US＄÷30年÷300千ｔ/年
　　　　　=369US＄/年

3-3. 銅の生産コスト
コスト算出は鉱山ごとに異なり、本社経費・機器の
償却・金利等の間接経費は企業ごとに違いがある。ま
た、銅鉱床に伴う金・モリブデンの副産物も鉱山の地
質状況により差異がある。従って、チリとペルーにお
いて操業中もしくは近い将来生産が予定されている
175～817千ｔ/年の大規模鉱山を想定したデータに基
づき生産コストを検討する。
生産コスト= 銅探鉱費（US＄/ｔ）＋開発コスト（US

＄/ｔ）＋採掘・選鉱コスト（US＄/ｔ）＋
輸送費（US＄/ｔ）＋製錬費（US＄/ｔ）
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新規鉱山開発（2010年以降）

Y（初期投資額） = 11.07 X（初期生産規模）

（相関係数 = 0.8654）

新規鉱山開発（1990年代）

Y（初期投資額） =  4.53 X（初期生産規模）

図3. 新規銅鉱山開発費（1990年代 vs 2010年以降）

（出典：公表データに基づき作成）
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－銅探鉱費は、1999-2010年間で世界の銅探鉱費を
発見銅量で割った61.9US＄/ｔを採用

－開発コストは、前述の300千ｔ/年規模の鉱山開発
を行い、マインライフが30年と想定して算出され
た369US＄/ｔを採用

－チリとペルーで操業もしくは近い将来操業予定の
大規模な4鉱山における採掘・選鉱コスト・輸送費・
製錬費のデータから平均値を採用

銅生産コストの全体像を示すと、本社経費・管理費・
償却・金利等の間接コストを除いたキャッシュコスト
で3,136US＄/ｔとなる。その内訳は、探鉱コスト（62US

＄/ｔ）・開発コスト（369US＄/ｔ）・採掘及び選鉱コス
ト（2,214US＄/ｔ）・輸送費（184US＄/ｔ）・製錬費
（307US＄/ｔ）であり、採掘及び選鉱コストが占める
比率が高い（図4）。銅の価格はロンドン金属取引所で
毎日報告されている。2010年の平均価格は7,536US＄/

ｔ、2011年は8,823US＄/ｔであった。2012年10月4日
現在、8,325US＄/ｔと依然として高い水準を維持して
おり、生産コスト（3,136US＄/ｔ）に比べて大きな差が
ある。
山本（2012）が明らかにしたように、金属資源の探査

手法にはリモートセンシング・地質調査・地化学探査・
物理探査・ボーリング調査の組み合わせから構成され
る。そして金属鉱床の発見は金属だけをターゲットに
しているだけでなく、その周辺の変質帯の広がりが探
査指針となる。それは、卵黄に例えられる金属だけで
なく卵白に相当する変質帯を探すことを意味してい
る。発見の確率は大変低いが、ある程度の発見があれ
ばコスト的には安価であることになる。

4. まとめ
銅を中心として資源の発見について、100年間の概

略と1999～2010年の銅鉱床について分析した。その結
果、以下のような結論を得た。
①発見の歴史は古く、遠い過去にさかのぼるであろ
うが、銅鉱床は1920年代と1980年代に多く発見さ

れている。発見の背景には、技術開発や経済発展
の需要拡大が深く関係している。
②探鉱に関する信頼に足るデータが利用可能な1999
～2010年において銅鉱床の発見を明らかにした。
この12年間で62件、銅量229百万ｔに達している。
　銅埋蔵量が5百万ｔ以上は10件もあり、国別では
チリが5件、米国2件、アルゼンチン2件とチリに
集中している。探鉱コスト（1996-2010年銅探鉱費
/新規発見銅量）はチリで27.7US＄/ｔ、米国で
34.0US＄/ｔ、ペルーで53.2US＄/ｔであるが、世
界平均では61.9US＄/ｔである。
③鉱山開発コストは初期生産規模300千ｔ、マイン
ライフ30年程度の大規模鉱山開発を想定して、
2010年以降に開発予定の案件から推定した。初期
投資額は3,321百万US＄と推定されるが、マイン
ライフ30年を考えると369US＄/年となる。
④チリとペルーで操業もしくは近い将来操業予定の
4鉱山の採掘・選鉱コスト・輸送費・製錬費から
鉱山生産コストを推定した。間接費や金利を含ま
ない生産キャッシュコストは3,136US＄/ｔとな
る。内訳は、探鉱コスト（62US＄/ｔ）・鉱山開発
コスト（369US＄/ｔ）・採掘及び選鉱コスト
（2,214US＄/ｔ）・輸送費（184US＄/ｔ）・製錬費
（307US＄/ｔ）であり、採掘及び選鉱コストが占
める比率が高い。逆に、発見の確率は低いが、探
鉱コストは極めて安い。
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図4. 銅生産コストの推定

（出典：既存データに基づき推定）
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