
81

最新選鉱技術事情（4）
—初期投資、操業費の求め方—

　
金属企画調査部　調査課

専門調査員  中村　威一

Ⅰ. はじめに
この最新選鉱技術事情のシリーズを始めるにあたって、常に述べていたのが、資源とは経済性に見合うものであり、

選鉱技術者は常に経済性を念頭におく必要がある事である。従ってDCF（Discount Cashflow）を基礎概念とするNPV（Net 

Present Value）とIRR（Internal Rate of Return）の2つの指標は当然、選鉱技術者として理解しておくべきなのであるが、
残念ながら現状では大学の講義内容にも含まれてはおらず、就職してから学ぶようである。もともと、DCF分析は国
内外問わずプロジェクト評価として一般的に行われているものであり、特に選鉱技術者はプロジェクトの初期の段階
で主体となる事も多いのでNPVやIRR等は理解しておくべきであろう。

NPVやIRRの計算自体は難しくはない。現在ではどのような表計算プログラムにも関数として組み込まれている。
基本的に初期投資、年度毎の収入と支出、そしてプロジェクト年数が求まれば、5分もあれば求められる事である。
しかし、プロジェクトのステージ毎に、それらをどのようにして求めるか、そして、それがどの程度の精度なのかを
理解しておくことが重要である。もし、これを理解しておかないと、数字だけが独り歩きし、判断を見誤る事となる。
特に、銀行や商社では、投資判断を行う前に、技術者にその内容を確認するべきであるし、逆に技術者もNPVやIRR

を理解して、その精度を判断できる様にしておかなければならない。
又、これまでも述べたように鉱山開発を進める上では、Scoping Study、Pre Feasibility Study、Bankable Feasibility 

Studyの3段階で進められる事が多いが、それぞれで行われる経済評価はその段階が進むごとに精度は上がっていく。
それは即ち、其々の段階で初期投資、年度毎の収入と支出の求め方が異なると言う事である。
即ち、Scoping Studyレベルでは探鉱の比較的初期、中期段階で行うものとされ、より詳細なボーリングを継続する

かどうかを判断する事を主目的とする。従って、選鉱に関して言えば、行われたボーリングコアから代表的と考えら
れるコンポジット（混合試料）を用いて試験し、フローシートの選定、実収率等を求めて、金属価格等から収入を算定
し、後述するMining Cost Dataや、類似プロジェクトの値から初期投資（CAPEX）やコスト（OPEX）、輸送費や税金を
求める事となる。従って通常は、この段階では予想資源量を年間処理量で割った鉱山寿命（Mine Life Period）の期間、
一定の収入、支出であるとして計算される事が多い。非常にラフであるのだが、プロジェクトの成否はほとんどこの
段階で判別できると言える。この段階で重要なのは精度と言うよりもどれだけのオプションを検討しているかと言う
事である。例えば、単に浮選を行い精鉱で販売すると言うのではなく、直接リーチングや現地製錬等も検討はしてお
くべきである。それらの検討案件を大雑把な経済評価で検討しておき、プロジェクトの方針を決定する事が重要であ
ると言える。
一方、Pre Feasibility Studyになると、かなり探鉱レベルも進み、鉱体の3Dモデルも完成し、可採鉱量や大まかな生

産計画も完成している段階と考えられる。選鉱では幾つかの鉱種についてLocked Cycle Testを実施し、実収率や精鉱
品位を得る事が出来ており、更に粉砕試験を通じて処理量に対する必要なミル動力、それに伴い設置するミルや、浮
選時間等、設計に関する基礎データが得られている段階である。これらに基づき、選鉱場の設計やインフラ、土木工
事を含む建設費と共にMining Planに従う大まかな成績変動を鉱種毎の試験から求め、大雑把な年度毎のキャッシュフ
ローを出してNPV、IRRを求める。特にCAPEXは主要設備に関してはメーカーの予算費用を出し、土木工事費や設計、
建設費等を積み上げて算出する方法が用いられ、又、OPEXも試薬費やボール、ライナーの鋼材費をメーカーからの
見積費用を用いて行う事も行われる。また、CAPEXでは精度も低いので、その累計費用の20％～30％をContingency

としてCAPEXに組み込む事が通常である。
Bankable Feasibility Studyでは、収入面でVariation試験結果を採鉱Block Modelに組み合わせて年度毎の収入を計算す
る事が行われる。即ち、Scoping Studyでコンポジットを用いてフローシートを開発し、Pre FSで数種類の鉱石を用いて、
処理量（鉱石硬さ）やLocked Cycle試験を通して実収率や精鉱品位を求める訳であるが、Bankable FSでは100種類程度
の鉱石を用いて、処理量、実収率、精鉱品位を求め、それを統計的に原鉱品位等と関数化してBlock Modelに割りつ
ける訳である。鉱石品位、処理量、実収率、精鉱品位の4つの数字が各Blockに対して求まればその値は設定された金
属価格と共に鉱石価値として計算され、その値を元に採鉱計画がなされる事になる。採掘は長期プランとして年度毎
にどのブロックを採掘するかを求めるので、そこから年度毎の収入予想を立てる事が出来、キャッシュがいつ不足す
るか等の計算を行う事が出来る。ここで注意しなければならない事は100個の試料は鉱種だけでは無く、品位、場所
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Ⅱ. IRR、NPVの一般的知識
Ⅰ項でも述べたが、鉱山評価で通常行われるのが

DCF（Discount Cashflow）を基礎概念とするNPV（Net 

Present Value）とIRR（Internal Rate of Return）の2つの指
標である。
もともと、時は金なりの言葉の様に、現時点での現

金の額面価値（これを現在価値と呼ぶ）は、時間の経過

とともに預金利率の割合で増えねばならないというの
が、額面価値の時間変化（Time Value of Money）の考え
方である。その考え方に基づいて、投資を行うなら、
その効果により後からどの程度帰ってくるかを計算し
て現在価値に換算し直すものがNPVで、その投資がど
の程度の利子がつく銀行口座に金を預けたのに等しい
かを示すものがIRRである。

等幅広く採取する事であり、又、全ての試料でLocked Cycle Test等の詳細試験を行う事は現実的でないので、単純な
標準試験を行って、その結果から処理量、実収率、精鉱品位を求める関係式を求めておくことである。Bankable FS

におけるCAPEX、OPEXの求め方は基本的にPre FSと同様であるが、Pre FSでは1社にのみ出していた見積もりを数社
に出したり、サンプリング設備や実際の建設スケジュールを求める等の事が行われ、CAPEXの精度を高める。
この様にIRR、NPVはScoping Study、Pre FS、Bankable FSの段階ごとに求められるが、最も有効なのはやはり、初

期のScoping Study段階であると考えている。世の中には数多くのプロジェクトが進行しているが、その中には本当に
儲かるの？と首をかしげざるを得ないプロジェクトも存在する。そのような時、精度が低くてもIRR、NPVを求めて
おくと、プロジェクトのどこに問題があるのかとか、通常の方法ではだめなので何か革新的な方法の導入が必要であ
るとかの判断がつくし、場合によっては撤退の判断をすることも必要であろう。筆者の経験から言うと、IRR、NPV

を内部で作成し、問題を明確にして、例えば初期コストの上限を設定したり、通常の方法での選鉱法では難しいこと
が判れば新規の方法を検討したりするものであり、逆にIRR、NPV等を求めずにいると、通常の方法を無駄に継続し
て検討、試験し、プロジェクトが遅々として進まなかったりするものである。

図1. NPVとIRR

図2. 表計算プログラムによるヘルプ
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NPVは収益の大きさを額で示したもの。ただし、その投資効率は表現でき
ない。
→NPVが大きいほど価値が高い。
→NPVがプラスでないと投資家は投資しない（鉱山投資の価値がない）

IRRはプロジェクトの収益性を率で表したもの。ただし、その収益の大き
さは考慮されない。
→IRRが大きいほど収益性の高いプロジェクト。
→IRRが、企業の必要とする最低限の収益率を満たさない場合はプロジェ
クト化しない

（鉱山投資の価値がない。また、リスクの高いプロジェクトほど、高いIRRを要求される。
一般的に10〜20％以上あれば優良プロジェクトとされるが、投資家、経営者によって基
準は異なる）

NPV（利率, 値１, 値２,...）
利率:投資期間中、一定の割引率を指定します。
値１, 値２,... 1〜最大28個まで、支払と収益の値を
指定します。

コメント

・支払と収益（値１, 値２,...）は定期的で、また各期末
に発生する必要があります。
・NPV関数では、値１, 値２,...の順はキャッシュフロ
ーの順であると見なされます。支払と収益の値を入
力する時に、その順序に注意してください。

・引数に指定されたすべての数値、空白セル、論理値、
または数値を表す文字列が計算の対象になります。
但し、エラー値と数値に変換できない値は無視され
ます。

IRR（値, 推定値）
値:配列またはセル参照を指定します。範囲内には内
部収益率を求める数値が含まれている必要がありま
す。
推定値:IRR関数の戻り値に近い推定値を指定しま
す。

コメント

・内部収益率を計算するため、値に少なくとも1つの
負の値と1つの正の値を含める必要があります。
・IRR関数は、入力された数値の順序でキャッシュフ
ローの順序を調べますので、数値を入力する時、順序
に注意してください。
・配列またはセル参照に、文字列、論理値、空白セル
が含まれている場合、これらは無視されます。
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DCF分析の解釈には、両者のこのような性質を理解
し、必要に応じて使い分けたり組み合わせたりするこ
とが必要であるが、現在は国内外問わず、プロジェク
トを進める上で、NPVとIRRを算出する事が求められ
る。計算自体はExcel等の表計算プログラムを用いれ
ば非常に簡単に求められるが、その計算を行う上で必
要な処理量、原鉱品位、実収率を始めとして、初期投
資、操業費や輸送費、メタル価格予想、製錬費を求め
更に税金等を計算する必要がある。特に初期の段階で
の経済評価は選鉱技術者が主体となる事が多い。
もともと、DCF分析は国内外問わずプロジェクト評
価として一般的に行われているものであり、操業の改
善プロジェクトの様な単独プロジェクトにおいても行
われているものである。従って、商社や銀行系に従事
する方々は言わずもがな、選鉱技術者を始めとして、
地質、採鉱の技術者も理解しておく必要があると考え
る。
以下にDCF分析を行うのに必要な収入、コスト、初

期投資に関して述べる。

1. 収入
鉱山開発では収入計算は非常に単純で、金属価格×
金属量で計算される。
金属価格は世界価格であり、例えばLME（ロンドン
商品取引所）やCOMEX（ニューヨーク商品取引所）で
の先物取引価格が用いられる。もちろん金属価格自体
は毎日変動する訳であるが、生産開始の時点で金属価
格がどうなるかの解析、推定をして用いる事になる。
　又、金属量は販売時のメタルの総重量となるので、
　年間メタル量＝年間鉱石処理量　×　鉱石品位
　　　　　　　　×　選鉱実収率　×　製錬実収率

で表す事が出来る。

1）金属価格
誰も将来の金属価格等予想できるわけがないし、も

し出来たとしたら鉱山開発なんかより大金持ちになる
のは簡単である。従って、金属価格の計算はブルック
ハントの長期価格予想や過去5年間の価格平均値等を
用い、その不確かさは、設定価格を上下20％程度振っ
て経済評価、すなわちNPVやIRRへの影響を調べる感
度分析（Sensitive Analysis）によりカバーする事になる。
注意しなければならないのは、例えば銅のLMEや

COMEXの価格が1lb当たり幾らと言ってもこれはあく
まで銅品位99.99％以上の電気銅にして販売したとし
ての価格である。従って、鉱石の価値を計算する際に
は単に鉱石中の金属量に金属価格を掛けるのではな
く、鉱石の金属量に選鉱実収率および製錬実収率をそ
れぞれかけて販売時の金属量に換算をしてそれに金属
価格を掛けて価値の計算を行うことになる。

2）金属量
①. 物量、品位、金属量、実収率

資源技術者にとっては基礎中の基礎なのであるが、
一般的に思ったよりも理解されていないのが品位や実
収率と言う概念である。品位をマイペディアで検索す
ると「鉱石中の有用鉱物・金属の含有率。通常重量百
分率で表すが、貴金属鉱石などでは鉱石1ｔ中の含有
グラム数で示す。採掘物を鉱石となし得るか否かを決
める最重要因子（採算性）であり、また採掘・選鉱・製
錬法などを検討する要因である。」とあり、正しいのだ
が、文章ではどうにも解り難い。
基本的にこれらを理解するためには、物質バランス

（Mass Balance）を計算することが簡単である。
もっとも簡単な例として原鉱量Fとしてそれが精鉱

（C）と尾鉱（T）に分かれるとしたら、
　F=C＋T

としてあらわされる。そして、給鉱品位 f、精鉱品位
c、尾鉱品位 tとすると、給鉱中に含まれる金属量は
fFとして品位と物量を掛けたものになり、同様に精鉱、
尾鉱中の金属量もそれぞれcC、tTとなるので、その金
属に対するバランスは
　fF＝cC＋tT

としてあらわされる。
　最初のF=C＋Tの両片に tを掛けると
　　tF=tC＋tT

となりそれを先の式から引くと
　　（f－t）F=（c－t）C
となり、C/F=（f－t）/（c－t）となり、精鉱重量比は品位
のみで示される事が出来、更に実収率は
　　cC/fF＝c（f－t）/f（c－t）
と品位のみで示す事が出来る。これが代表的な説明で
あるが、要は
　　系に入ってきたもの＝系から出ていくもの
の関係を示し物量と金属量それぞれの関係で連立方程
式を立てるだけのことである。
これは例えば給鉱から亜鉛精鉱と鉛精鉱そして尾鉱
に分ける2成分、3産物系だろうが、銅精鉱、鉛精鉱、
亜鉛精鉱、尾鉱の3成分、4産物系だろうが、給鉱から
粗粒と細粒に分ける分級系だろうが全て同様に連立方
程式を解けば物量が出て実収率を求める事が出来ると
言うのが古い教科書にも述べられているし、実際に基
本である。
外国ではこの様にバランスを求めることをメタルア
カウントとして、現場に配属された選鉱技術者、即ち
Metallurgistの主要業務となり、必須科目になるのだが、
実際に収入を計算する際にもやはり、物量と品位から
金属量を求めて計算することになる。
例えば、鉱石の年間処理量に年間の鉱石平均品位を
掛ければ原鉱中に含まれる金属量になり、それに選鉱
実収率を掛ければ精鉱中に含まれる金属量となる。そ
の精鉱中の金属量に製錬実収率を掛けると製錬で産出
される電気カソード即ち販売金属量となるわけであ
る。
このように鉱山の経済計算では鉱石から精鉱まで中
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に含まれる金属量をベースとして金属価格を掛けて収
入とし、それから処理コストを差し引いて価値計算を
行うところに特徴がある。

②. 処理量
前回のレポートで、プラント規模は予想資源量を大

体20年～30年かけて処理する量を基本にし、それに販
売量等を考慮して決定される事を述べたが、Pre 

Feasibility Study、Bankable Feasibility Studyと段階が進
むにつれて処理する鉱石の硬さによって処理量を変化
させる。当然、硬い鉱石では処理量が低下し、柔らか
い鉱石では処理量が増加する。一般的には例えば斑岩
銅鉱床の場合にはその中心部の品位が高く鉱石も柔ら
かいことが多く、周辺部に行くに従って品位も低くな
り、鉱石も硬くなることが多い。
又、鉱石硬さ以外に処理量に影響するのは

Availability。た だ し、 通 常 のFeasibility Studyで は
Availabilityは 一 定 に な っ て い る こ と が 多 い。
Availabilityが問題になるのは実際の操業になって月別
年度予算を作成する場合であり、ミルのライナー交換
等による補修計画が重要になる。

③. 実収率
上に示したように収入は金属量と金属価格を掛けた
ものとして計算されるが、そしてその金属量は鉱石中
の金属量に選鉱実収率と製錬実収率を掛けたもので計
算される。そうすると、例えば選鉱しなくて鉱石をそ
のまま出荷すれば選鉱実収率100％となって尤も収入
が多くなることになるが、実際にはコストの項で述べ
るように製錬費が非常に高くなって利益が結局は出な
くなったりする。製錬とは一定の品位以上にしなけれ
ばならないような契約になっている。通常、選鉱では
精鉱品位を上げると実収率が徐々に低下するが、一定
以上の精鉱品位になると急激に実収率が低下すること
が多く、その急激に落ちる寸前の品位をターゲットと
することが多い。
一般的に経済評価の観点では、金属価格の高い時は
実収率優先、金属価格が低くなると精鉱品位優先と言
われるが、実際には現在の金属価格は過去に比べ非常
に高く、更に製錬費は非常に低く抑えられている状況
なので鉱山側としては実収率優先の方が経済評価とし
て好転することがほとんどである。従って、現状では
鉱山側としては少々精鉱品位を犠牲にしても実収率を
優先させることが多い。ただし、品位と実収率の関係
は一定ではなく、浮選剤の変更などの選鉱条件の変更
により、品位、実収率ともに上昇する場合も多々ある
ので、技術者としてそれらの条件を追い求めることが
肝要である。

2. コスト
コストは年間に使用する金額の総合計を計算すれば

良く、通常は採鉱、選鉱、管理費の3部門（コストとし

ては地質は通常管理費の中で処理されることが多い。）
が鉱山コストとして計算されて、その他に精鉱輸送費、
製錬コストが鉱山外コストとして計算される。又、通
常のコストとして計算される減価償却はDCF計算では
最初の初期費用で支出として計算しているので、実質
的にはコストとしては加えない。（実際には減価償却は
コストとして利潤から差し引いて、その値を用いて税
金計算をしたのち、減価償却費を足し戻す操作を行
う。）
又、DCF計算では関係ないが、プロジェクトの相対

評価としてはメタル単位重量当たりの生産コストを求
めて比較する場合が多い。例えば銅1lbを生産するの
にどの程度のコストがかかるかを計算するわけである
が、その場合、金やモリブデン等副産物収入を逆に負
の値のコストとして計算することが行われる。

1）鉱山コスト
通常、上にも述べたように採鉱、選鉱、管理費の3
部門でコスト計算が行われるが、それ以外にも物品費、
人件費、管理費として分類されることも多い。
物品費としては採鉱では主としてトラックの為の燃
料代や火薬、そしてタイヤなどが含まれる。大型トラ
ックのタイヤ等は1本で軽自動車1台分ぐらいのコスト
となり、その寿命は運搬距離と共に路面の状態にも大
きく左右される。又、選鉱の場合、物品費は主として
エネルギーコスト（電力代）、鋼材費（ボール、ライナ
ー）、試薬費（pH調整剤、補収剤、気泡剤、他）が中心
となる。エネルギーコストは設置機器の電力の総計と
電力単価で計算され、鋼材費は試験で求められるAi

（Abration Index）を基に計算される。
人件費は、昨今、自動制御化やIT化が進むことで割

合として低くなってきている。近年開発されたアラス
カにあるポゴ鉱山では非常に複雑なプロセスであるに
も関わらず1勤あたり操業人員は7名で操業している。
更に以前は8時間操業の3交代制（結果として4勤番必
要）であったものが、12時間操業の2交代制が（結果と
して3勤番）一般化してきており、より人数が減少して
きている。もちろん、ここで述べているのはあくまで
操業の交代勤番の人数であり、実際にはマネージャー
や技術サポート、又トレーナーなどの人数を足す必要
があるし、例えば交代勤番でのバケーション等の補填
をどのように行うかなどの計画も必要であるが、全体
の人数はやはり昔と比較して減少している。実際には、
組織図を作成し、其々の地位に従った単価を掛けるこ
とで人件費を算出することになる。
管理費はAdministration Costと呼ばれ、経理、資材、

人事、IT等のコストをはじめ、キャンプ費用や分析費
用（分析費用は物品費として計上されることもある。）
等も含まれる。又、地質部門による周辺探鉱費も管理
費として計上される。要は直接生産に携わる採鉱、選
鉱（場合によってはSX-EWや現地製錬が生産部門とし
て加わることもあるが）以外にかかる費用を全て管理
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費として計上する。

2）鉱山外コスト
鉱山では基本として精鉱が製品と考えられるが、実
際の売値はこれまで述べてきたように精鉱中のメタル
量とLMEやCOMEXの市場価格を基にして決定され
る。従って、鉱山は製錬に輸送費や製錬コスト（製錬
実収率を含む）を支払って自分の鉱山から産出したメ
タルを販売できる形態として市場に出す事で収入を得
ると言える。
製錬費は銅の様に一般にTC/RC（Treatment Cost/

Refining Charge）と呼ばれる市場価格によらず一定の
物と、ニッケルの様にShare Priceと呼ばれる市場価格
を一定の割合、例えば鉱山25％、製錬75％で配分する
方法がある。TC/RCの場合、市場価格によらず一定の
価格で処理できる為、メタル価格が低い時代には非常
に有利な方法であったが、メタル価格が上昇してもそ
の利益を享受することはできず、逆に鉱山側の力が強
くなった事でTC/RCは低下させられてきている。その
ような背景のもと、製錬業のみではうまみの少なくな
った製錬業者があらためて鉱山業に参画したり鉱山開
発を進めたりする状況が進んでいる。又、資源ナショ
ナリズムの下、付加価値政策が資源保有国で進んでき
ており、資源保有国での製錬所建設が余儀なくされる
など、これまでのカスタムスメルターのビジネスモデ
ルを変更せざるを得ない岐路に差し掛かっていると考
えられるが、それらの場合に備えても今回述べている
経済評価の概念は十分に理解しておく必要がある。
尚、TC（Treatment Cost）とは精鉱1tを処理する（熔錬）
のにかかる費用であり＄/tで示され、RC（Refining 

Charge）とは基本的には電解精製費で生産メタル1lb当
たりの費用として¢/lbで示される。収入の項で精鉱
品位は収入とは関係ないことを述べたが、精鉱品位が
低くなると、同じ量のメタルを取り出すのにより多く
の精鉱を熔かす必要があり、TCに基づき製錬費が増
大するので結果として鉱山外コストが増大するために
利潤が減少する。この関係は精鉱の輸送費も同様であ
り精鉱品位が低下すると精鉱輸送費も増加する。従っ
て、精鉱品位に大きく影響するのが鉱山外コストと言
うことができる。

3）副産物収入
キャッシュフロー計算では例えば銅精鉱に含有され
る金などの副産物は当然収入とするのであるが、逆に
負のコストとして実際のコストから差し引いて計算す
る場合も多い。これは先にも述べたようにプロジェク
トの相対評価としてはメタル単位重量当たりの生産コ
ストを求めて比較する場合が多い。例えば銅1lbを生
産するのにどの程度のコストがかかるかを計算するわ
けである。実際の操業でも生産コストはマイナスであ
るという場合があるが、これは実際にかかったコスト
よりも副産物収入のほうが大きかったということであ

る。

3. 初期投資と減価償却
初期投資額はプロジェクトの採算性を決定づける重
要な要素であるが、最近の鉱山開発では数百万＄にと
どまらず、1,000百万＄から2,000百万＄程度に至るプ
ロジェクトも散見される。これまで述べてきたように
特に大型プロジェクトでは世界的なエンジニアリング
会社に設計建設を発注することが多いのだが、どうし
ても、これらのエンジニアリング会社では安全を見る
ために総費用が増加する傾向があるように思われる。
前回の記事でも述べたが、エンジニアリング段階でク
ライアント（オーナー）側からエンジニアリング会社に
選鉱技術者を派遣し、予算管理と進捗管理の確認、そ
してクライアントとしての種々の意見を述べる体制を
整える事が非常に重要であり、初期投資額の上限を設
定し、それを超えないような工夫をエンジニアリング、
クライアント双方で行う事が必要である。

DCF分析では初期投資はプロジェクトの最初に支出
として計算される。従って、通常の業績報告書にてコ
ストとして計上される減価償却費は基本的にコストと
しては計算に入れない。ただし、税金の計算では減価
償却費をコストとして計算した利益に対して課税され
るので、税金計算のために減価償却費をコストとして
計算し税金を求めた後に改めて減価償却を足し戻す操
作が行われる。
初期投資を求めるにはこれまでも述べてきたように
プロセスの選定から始まり、プロジェクトの進展に伴
って精度を上げていくことになる。

Ⅲ. 各ステージ毎の精度
1. Scoping Study段階
1）Mining Cost Data
プロジェクトの初期の段階ではその際の初期投資
を求めるのに有用なデータがMine Cost Service（http://

costs.infomine.com/miningcostservice/）で あ る。 本 デ
ータは年間2,000US＄の有料サービスであるが、最
新の鉱山関係のコストデータや鉱山、選鉱場、製錬
所、設備費、輸送費、労務費、エネルギーコスト等
が示されており、初期の経済指標を得る為に非常に
有用である。又、経済評価はAPEXと言う鉱山の経済
評価を行うプログラムも販売されている（http://www.

aventurineengineering.com/Apex.html）。実際に、プロジ
ェクト初期の段階でコストのベースとするには非常に
便利であり、鉱山開発に関係する企業は是非使用した
いサービスである。
参考までに古いデータの一部ではあるが、1日8万ｔ
処理する浮選プラントのCAPEX、OPEXのデータを示
す。ここでProductと書いてあるのは、産物がいくつ
あるかであって、例えば銅の単独浮選ならばProduct

数は1であり、銅、亜鉛浮選のように銅精鉱、亜鉛精
鉱を作成するような場合はProduct数2となる。
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FLOTATION MILL 80,000 tonnes feed per day

Concentrate Products 1 2 3

Crushing Circuit Schedule hours/day  16  16  16
 days/week  7  7  7
Mill Circuit Schedule hours/day  24  24  24
 days/week  7  7  7
Equipment
Crushing/Grinding

Gyratory Crusher opening（cm）×diameter（cm） 137×227 （2） 137×227 （2） 137×227 （2）
Bin/Feeder feeder width（cm） 152 （2） 152 （2） 152 （2）
Belt Conveyor width（cm）×length（m） 152×61 （2） 152×61 （2） 152×61 （2）
Bin/Feeder feeder width（cm） 76 （6） 76 （6） 76 （6）
SAG Mill diameter（m）×length（m） 11×4 （6） 11×4 （6） 11×4 （6）
Vibrating Screen width（m）×length（m） 2×6 （18） 2×6 （18） 2×6 （18）
Slurry Pump flow rate（lpm） 7,057 （6） 7,057 （6） 7,057 （6）
Slurry Pump flow rate（lpm） 7,057 （6） 7,057 （6） 7,057 （6）
Ball Mill diameter（m）×length（m） 7×12 （6） 7×12 （6） 7×12 （6）
Slurry Pump flow rate（lpm） 23,157 （6） 23,157 （6） 23,157 （6）
Cyclones diameter（cm） 71 （27） 71 （27） 71 （27）

Flotation
Slurry Pump flow rate（lpm） 16,982 （6） 16,982 （6） 16,982 （6）
Rougher Cells volume（m3） 85.0 （23） 85.0 （23） 85.0 （23）
Scavenger Cells volume（m3） 85.0 （22） 85.0 （22） 85.0 （24）
Cleaner Cells volume（m3） 28.0 （12） 8.0 （20） 8.0 （14）
Rougher Cells volume（m3）   85.0 （22） 85.0 （22）
Scavenger Cells volume（m3）   85.0 （21） 85.0 （21）
Cleaner Cells volume（m3）   8.0 （20） 8.0 （14）
Rougher Cells volume（m3）     85.0 （22）
Scavenger Cells volume（m3）     85.0 （21）
Cleaner Cells volume（m3）     8.0 （14）

Regrind
Ball Mill diameter（m）×length（m） 5×10 （2） 5×10 （2） 5×10 （2）
Slurry Pump flow rate（lpm） 24,811 （2） 24,811 （2） 24,811 （2）
Cyclones diameter（cm） 71 （10） 71 （10） 71 （10）

Concentrate
Slurry Pump flow rate（lpm） 3,115 （1） 1,558 （1） 1,038 （1）
Slurry Pump flow rate（lpm）   1,478 （1） 986 （1）
Slurry Pump flow rate（lpm）     1,045 （1）
Concentrate Thickener diameter（m） 11 （1） 8 （2） 6 （3）
Slurry Pump flow rate（lpm） 1,355 （1） 678 （1） 452 （1）
Slurry Pump flow rate（lpm）   598 （1） 399 （1）
Slurry Pump flow rate（lpm）     458 （1）
Disk Filter surface area（m2） 232 （1） 139 （2） 93 （3）
Belt Conveyor width（cm）×length（m） 51×61 （1） 36×61 （2） 36×61 （3）
Rotary Dryer diameter（m）×length（m） 4×24 （1） 3×18 （2） 2×18 （3）
Belt Conveyor width（cm）×length（m） 51×61 （1） 36×61 （2） 36×61 （3）
Front End Loader bucket capacity（m3） 2 （1） 2 （1） 2 （1）

Tailings
Slurry Pump flow rate（lpm） 20,094 （5） 20,094 （5） 20,094 （5）
Tailings Thickener diameter（m） 67 （1） 67 （1） 67 （1）
Slurry Pump flow rate（lpm） 11,077 （5） 11,077 （5） 11,077 （3）
Cyclones diameter（cm） 71 （11） 71 （11） 71 （11）

Supplies
Electricity kwh/day 1,544,441 1,663,977 1,781,103
Diesel Fuel liters/day 46 34 37
Fuel Oil liters/day 31,720 31,720 31,720
Grinding Media/Mill Liners kilograms/day 93,396 93,397 93,397
Lime kilograms/day 84,604 115,657 121,021
Frothers kilograms/day 2,932 3,420 4,044
Collectors kilograms/day 4,452 6,540 8,380
Flocculents kilograms/day 480 1,348 1,636
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ここで見てわかるように1日処理量80,000ｔで
Product数1のCAPEXは約550百万＄でOPEXは処理鉱石
1t当たり6.8＄となっている。Mine Cost Serviceのデー
タは毎年更新されるので出来る限り、アップデートし
ておくことが望ましい。

2）Optional Study
Scoping Studyではどの様なプロセスが最もIRR、

NPVが高くなるかを広く検討すべきである。例えば、
精鉱でそのまま販売するのと、処理量を大きくして現
地で製錬まで含めて検討したり、SX-EWの組み合わ
せであったりする。それらのプロセスの経済性を求め
るにあたっては、経験上、大手のエンジニアリング会
社を通すと異常に費用が高くなる事が多く、逆にこの
ようなスタディでは中国のエンジニアリング会社やオ
ーストラリアの個人コンサルタントや小規模のコンサ
ルタント会社に依頼するほうが良いように思われる。
ただし、当然その分野に経験があることが必要である
し、能力を見極めた上で、オーナーとしてのクライア

ントの指示や目的の明確化は必要となる。

2. Pre Feasibility Study段階
最初にも述べたが、Pre Feasibility Studyの段階では
かなり探鉱レベルも進み、鉱体の3Dモデルも完成し、
可採鉱量や大まかな生産計画も完成している。選鉱で
は幾つかの鉱種についてLocked Cycle Testを実施し、
実収率や精鉱品位を得る事が出来ており、更に粉砕試
験を通じて処理量に対する必要なミル動力、それに伴
い設置するミルや、浮選時間等、設計に関する基礎デ
ータが得られている段階である。これらに基づき、選
鉱場の設計やインフラ、土木工事を含む建設費と共に
Mining Planに従う大まかな成績変動を鉱種毎の試験か
ら求め、大雑把な年度毎のキャッシュフローを出して
NPV、IRRを求める。特にCAPEXは主要設備に関して
はメーカーの予算費用（Budget base Quotation）を出し、
土木工事費や設計、建設費等を積み上げて算出する方
法が用いられ、又、OPEXも試薬費やボール、ライナ
ーの鋼材費をメーカーからの見積費用を用いて行う事
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Concentrate Products 1 2 3

Hourly Personnel Requirements 
Control Room Operators workers/day 9 9 9
Crusher Operator workers/day 6 6 6
Grinding Operators workers/day 9 9 9
Flotation Operators workers/day 12 12 12
Filter Operators workers/day 6 6 6
Dryer Operators workers/day 6 6 6
Assayers workers/day 6 6 6
Samplers workers/day 12 12 12
Laborers workers/day 34 38 42
Mechanics workers/day 22 24 26
Electricians workers/day 18 20 22

Total Hourly Personnel  140 148 156

Salaried Personnel Requirements 
Mill Superintendent  1 1 1
General Foreman  1 1 1
Maintenance Foreman  6 6 6
Plant Foreman  6 6 6
Senior Metallurgist  1 1 1
Metallurgist  4 4 4
Process Technician  5 5 5
Instrument Technician  5 5 5
Process Foreman  12 12 12

Total Salaried Personnel  41 41 41

COST SUMMARY

Operating Costs:
Supplies and Materials dollars/tonne feed ＄5.66 ＄6.08 ＄6.38
Labor dollars/tonne feed 0.38 0.40 0.42
Administration dollars/tonne feed 0.13 0.13 0.13
Sundry items dollars/tonne feed 0.62 0.66 0.69

Total Operating Cost  $6.79 $7.27 $7.62

Capital Costs:
Equipment  $157,166,000 $169,397,400 $180,634,700
Installation Labor  99,568,900 108,378,300 116,416,900
Concrete  13,097,500 14,174,400 15,160,200
Piping  39,287,800 44,769,000 49,794,800
Structural Steel  14,189,100 15,071,900 15,886,300
Instrumentation  9,773,900 10,705,100 11,560,200
Insulation  5,077,700 5,633,700 6,146,200
Electrical  20,205,700 20,776,200 21,305,700
Coatings ＆ Sealants  1,678,200 1,803,200 1,916,000
Mill Building  11,415,400 11,972,500 12,726,300
Tailings Embankment  102,098,200 102,098,200 102,098,200
Engineering/Management  38,279,100 40,802,900 43,136,200
Working Capital  31,439,800 33,685,400 35,368,500

Total Capital Cost  $543,277,300 $579,268,200 $612,150,200

Cost per Tonne Daily Feed  ＄6,792 ＄7,241 ＄7,652
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も行われる。また、CAPEXでは精度も低いので通常、
その累計費用の20％～30％をContingencyとして
CAPEXに組み込む事が通常である。

Scoping Studyのレベルにもよるのだが、Scoping 

Studyでコンサルタントなり、小規模エンジニアリン
グ会社なりでCAPEX、OPEXを求めているならば、実
際の建設と結びつけるためにも出来れば実際の建設に
携わる大手のエンジニアリング会社にCAPEX、OPEX

の算定を行わせたい。Scoping Studyの見積額からはか
なり高くなるのが通常ではあるが、Scoping Study 

Levelである程度の数字が出ているので、大手エンジ
ニアリング会社に最初から行わせるよりは制限が加わ
る。

3. Bankable Feasibility Study段階
Bankable Feasibility StudyのCAPEX、OPEXはほぼ実
行予算に匹敵するので、実際に建設を担当する大手エ
ンジニアリング会社に行わせ、責任を負わせる必要が
ある。そこまでしても、建設途中でCAPEXが大幅に
超過する実例も多く見られるので、クライアント側で
のコントロールが非常に重要となる。

Ⅳ. まとめ
これまで、一般的な投資評価としてのNPV、IRRを
述べてきたが、実は個人的には他鉱山と比較して単位
生産物当たりのOPEXをどれだけ安くできるかが評価
として最も重要なのではないかと考えている。ありて
いに言えば、NPV、IRRは金の有り余っている投資家
が何処に投資するかを判断する為の指標である。例え
ば、NPV、IRRは金属価格に大きく影響するのである
が、どの他の鉱山よりも単位生産物当たりの操業費が

安ければ、一旦、金属価格が下落しても他の鉱山が操
業停止するまで操業を継続でき、そして他の鉱山が操
業停止すれば供給が減り又、価格が上昇すると言うサ
イクルが繰り返されるものである。もちろん、鉱山の
場合は、その地域偏在性や開発までのリーディングタ
イムの長さ等により、半導体や液晶の様に価格が想定
外に値崩れする様な事は少ないと考えられるが、それ
でも、他鉱山との競争原理は働くし、評価も相対的な
ものである事は忘れてはならない。
本シリーズは、基本的に商社の人間が鉱山開発に携
わる場合に注意することを念頭に纏めてきており、今
回もその方針は続けているのだが、本音はCashflow計
算に関しては、出来れば地質、採鉱、選鉱それぞれの
技術者や各プロジェクトを進める管理者が簡単でもよ
いので自分で求めるようにして欲しい。例えば、予想
される鉱石価値で、採鉱費がバカ高ければ、それだけ
でプロジェクトの成立が難しくなるので通常の方法と
は違う方法、即ち鉱石を移動させなくてすむIn-Situ 

Leaching等が検討対象になるであろう。NPVやIRRを
計算することは単にプロジェクトに経済性があるかど
うかを比較するだけではなく、どこに問題があるか、
そしてそれをどのように解決し経済的にするかを検討
する材料ともなりえるのである。
さて、これまで4回にわたり開発に関する論を進め

てきたが、いよいよ建設も終了し、試運転、操業に入
ると、実際にはいろいろな問題に直面することになる。
今回のCase Studyでも簡単に述べたが、プロジェクト
の成否はスムーズな立ち上げが益々重視されており、
起こった問題はできるだけ早期の解決が求められる。
そこで、次回は問題が起こった時の解決法に関して論
を進めたいと思う。
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