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　本稿では、JOGMEC海外事務所や海外業界誌による
主要国の鉱業関連のニュースを纏める。各ニュースの
詳細及び出典等については、「金属資源情報」webサイト
（http://mric.jogmec.go.jp/）にて公開している「ニュース・
フラッシュ」や「世界のメタル動向」を参照されたい。

１. 中南米
（1）チリ
＜政府・政策に関する動向＞
政府、環境影響評価システムから先住民との協議を切
り離すことを検討 
　メディア報道によると、政府は、投資再活性化にむ
けた一連の政策を準備中であり、その中で環境影響評
価システムから先住民との協議を切り離すことを検討
している。先住民に直接影響するプロジェクトについ
ては、環境影響評価段階で先住民との協議が義務付け
られている。協議プロセスは5段階に分かれており、
各段階の協議期間は約20日以上におよび、状況によっ
てはさらに延長される。政府のある法律顧問は、「環境
影響評価システムは、崩壊状態にある。先住民との協
議が必要とされるかもしれないすべてのプロジェクト
についての審査・手続を引き受けることができない状
態にある。先住民との協議は合理的な結果を導き出し
ていないことから、環境影響評価手続に関わる問題が
原因で訴訟が生じ、いくつかのプロジェクトは抜き差
しならない状態に追い込まれている」といった見解を
示している。政府は、プロジェクト所有者と先住民間
の合意形成を促進し、訴訟問題をさけるために、先住
民との協議手続を規定する規則を改善しようとしてい
るとされる。また、環境影響評価手続の迅速化を図る
ために、先住民との協議手続は、他の機関に委ねられ
る可能性もある。

大統領、27項目からなる投資促進のための政策を発表
　メディア報道によると、2014年11月3日、Bachelet大
統領は、経済関係閣僚委員会による2か月間の審議を
経て作成された提案に基づく投資促進政策を発表し
た。7項目で構成される投資促進政策は、民間投資の
妨げとなっている障壁を取り除くことや、民間セクタ
ーからの行政に対する信頼を回復することを目的とし
ており、鉱業法の改正、閉山法改正法の早期成立、鉱
業法第21条の規定に準拠しない者への制裁に関する
SERNAGEOMIN（チリ地質鉱山局）の権限拡大といっ
た鉱業セクターに直接関連する項目があるほか、環境
影響評価システムの規制変更、大型廃滓ダム施設建設
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に関する規制の整備、水資源局の体制強化等の項目が
含まれる。鉱業法の改正に関しては、鉱業活動が行わ
れていない鉱区の累進課税と鉱業権の有効期限の設定
の2項目があるが、国会への法案提出等のスケジュー
ルについての具体的な計画は明らかにされていない。

CODELCO、尾鉱流路利用の小水力発電所建設の国際
入札を開始
　CODELCOは、2014年12月4日付けニュースリリー
スで、El Teniente銅鉱山（第VI州）の尾鉱流路を利用す
る小水力発電所の建設に係る国際入札を開始したこと
を発表した。尾鉱流路利用としては世界初となるこの
水力発電事業の最大出力は3MWである。同社は、
2008年以来実施してきた研究および実証試験の結果
は、複数の尾鉱流路を活用することで、12～14MWの
発電が可能であることを示唆するとしている。同社は
発電会社を設立し、SIC（中央供給システム）に販売す
る予定。本事業は同社の鉱山操業における非在来型再
生 可 能 エ ネ ル ギ ー 利 用 推 進 の 一 環 で あ り、
Chuquicamata銅鉱山（第II州）の太陽光発電（1MW）や
Gabriela Mistral銅鉱山（第II州）の太陽熱利用プラント
に続く事業となる。

＜企業・プロジェクトに関する動向＞
Antofagasta Minerals社、2014年Q3の銅生産量は前
期比5.4％減
　2014年10月29日付けでAntofagasta社（英国）が発表し
た2014年Q3の生産状況報告によると、Antofagasta 
Minerals社の同期銅生産量は169,200tであり、前期Q2
の生産量178,800tと比較して5.4％の減少となった。
2014年1～9月の銅生産量は、前年同期比3.9％減の
517,300tで あ っ た。Q3の 生 産 量 の 減 少 は、Los 
Pelambres銅鉱山においては死亡災害による操業一時
中止および鉱石条件の悪化（硬堅化）が、Centinela銅鉱
山硫化鉱事業（旧Esperanza銅鉱山）においては選鉱施
設の小規模定期補修が、Centinela銅鉱山酸化鉱事業（旧
El Tesoro銅鉱山）においては2013年Q4に採掘を開始し
たMiradorピット産出鉱石品位の低下および実収率の
低下が影響したとしている。

第Ⅲ州で中止されているプロジェクトの投資総額は
250億US$
　第Ⅲ（Atacama）州において、環境認可問題や、計画
反対訴訟などが原因により中止されているプロジェク
トの投資総額は250億US$となっている。これに伴い、
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失業者が増え、住民の社会不安も高まりつつある。
Daniel Llorente アタカマ州開発公社（Corporacion para el 
Desarrollo de la Region de Atacama）会長は、「鉱山プロジ
ェクト（Pascua Lama金銀プロジェクト、Relincho銅プ
ロジェクト、El Morro金-銅プロジェクト）、電力プロ
ジェクト（Punta Alcalde火力発電所プロジェクト）への
投資中止あるいは延期、Freirina食肉処理場閉鎖は、
州内の雇用に大きな影響を及ぼしている」との見解を
示しているほか、同州のBaldo Prokurica上院議員は、
「残念ながら、第Ⅲ州は、過去50年間で最悪の状況に
ある」としている。

Coro Mining社、Llancauhe銅プロジェクトの権益譲
渡に関するオプション契約を締結
　Coro Mining社（カナダ、以下、Coro社）ニュースリ
リースによると、同社は、Industrias Peñoles SAB de 
CV（メキシコ）のチリ法人であるMinera Peñoles de 
Chile社（以下、Peñoles社）との間で、Coro社が保有す
るLlancauhe銅プロジェクト（第VII州）の権益譲渡に関
するオプション契約を締結した。オプション契約では、
Peñoles社が5年間で段階的に総額6百万US$をCoro社に
支払うことで、Peñoles社がLlancauhe銅プロジェクト
の権益70％を取得できるとしている。同プロジェクト
においては、Coro社が2009年に実施したボーリング調
査により、掘進区間100m間で1.37％の平均銅品位が把
握されている。

Goldcorp社、El Morro金-銅プロジェクトの環境影響
評価書を取り下げ
　Goldcorp社（カナダ）は、2014年11月7日付けニュー
スリリースで、El Morro金-銅プロジェクトの環境影響
評価書（EIS）を取り下げたことを発表した。これは、
2013年10月に再取得した環境認可（RCA）に関する
2014年10月7日の最高裁判所の判決結果を受けたもの。
リリースでは、同社は、開発判断基準に適合する新た
な開発計画が策定可能かどうかの検討に着手したとし
ている。プロジェクト再開となったとしても、建設開
始に少なくとも3年、操業開始に5年かかることが予想
される。El Morro金-銅プロジェクトに係る環境認可
は、2012年4月に最高裁判所の裁定により一時取り消
しとされたが、環境影響評価中の先住民との協議部分
が修正されたとして、2013年10月に第Ⅲ州環境評価委
員会により環境認可の再承認がなされた。その後、同
年11月に先住民・農業団体グループが、環境影響評価
時に環境評価局が先住民との協議を怠っていたとして
環境認可の無効を求める差し止め訴訟を起こしたが、
2014年4月、Copiapó上訴裁判所はこれを棄却。棄却を
不服とする先住民グループは、同年5月、最高裁判所
へ上訴。最高裁判所は、同年10月7日、先住民グルー
プの訴えを認める判決を下し、今後、プロジェクトを
進めるためには、ILO第169号条約に則った先住民グ
ループとの協議が必要であるとしていた。

Molymet社、融資契約により200百万US$の資金を調達
　Molymet社は、2014年12月9日付で200百万US$のシ
ンジケートローン契約に署名した。銀行団は、Bank 
of America、BBVA Chile、BancoEstado、Scotiabank、
HSBC、みずほ銀行、三井住友銀行、Banco Santander
などで構成される。返済期間5年の契約で調達される
資金は、モリブデン生産を行う同社の運転資本に活用
される。

Anglo American、チリの銅鉱山資産の売却計画を推進
　Anglo Americanはグローバルな観点で戦略的でない
資産の売却に取りかかっており、チリに関しては、
Mantos Blanco鉱山、Mantoverde鉱山、El Soldado鉱山、
Chagres製錬所の売却を計画している。Mantos Blanco
鉱山、Mantoverde鉱山については来年2015年上半期に
査定を始めるとみられ、El Soldado鉱山、Chagres製錬
所について、現在、これらの資産に関心を持っている
側と交渉段階にあるとされる。また、これらの資産の
売却とともに社員の解雇を計画しており、Mark 
Cutifani社長の説明によれば、社員の数は、2017年ま
でに162,000名（2013年）から102,000名に減らす予定で
ある。銅事業部門では約5,000名が解雇される模様。
Anglo Americanは、チリにおける銅事業としては、
Los Bronces鉱山における生産およびCollahuasi鉱山の
将来の拡張といった事業を優先していく方針であり、
銅部門ではほかにペルーのQuellavecoプロジェクトに
注力する計画である。

鉱業開発プロジェクト投資額は前年比45％の減少
　メディア報道によると、2014年10月現在、鉱業審議
会（Consejo Minero）に加盟している鉱山会社が実施し
ている鉱業開発プロジェクトの投資総額は163.99億
US$で、前年（299.49億US$）に比べ45 ％減少した。減
少の理由は、Caserones銅鉱山プロジェクト、Ministro 
Hales銅鉱山プロジェクト、Mantoverde淡水化プラン
トプロジェクトといったプロジェクトが建設を終了し
操業を開始したためである。来年2015年上半期には、
Antucoya銅鉱山プロジェクト（投資額：19億US$）、
Escondida銅鉱山 OGP1プロジェクト（投資額：38.38億
US$）の建設が完了する見込みである。鉱業セクター
では、いくつかのプロジェクトが評価段階で止まって
いることが懸案となっており、Antofagasta Minerals社
のCentinelaプロジェクトが、2013年10月～2014年10月
までに開発投資が決定された唯一の新しいプロジェク
トである。Joaquin Villarino会長は、｢ここ2、3年の内
に開始が考えられるプロジェクトはないようだ。チリ
は銅生産量を維持、もしくは増加させなければならな
いとしたら、これは厄介な問題である｣と述べた。

＜その他の動向＞
銅生産量、３か月連続で前年同月生産量を下回る
　チリ国家統計局（INE）の発表によると、2014年9月
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のチリにおける銅生産量は464,572 tで前年同月比5％
減少した。前年同月生産量を下回るのは３か月連続と
なる。8月生産量の483,170 tから、3.8％減少した。
2014年1～9月の生産量は、428万7千tであり、前年同
期比1％増加となっている。INEは、この減少は鉱石
品位の低下や関連施設の大規模定期補修などが原因で
あると説明している。2014年9月のモリブデン生産量
は3,819 tで、前年同月比40％増加し、2014年1～9月生
産量は前年同期比32.5％増の35,563 tであった。モリブ
デン、金、銀等で生産量は増加したものの、銅、鉄鉱
石、リチウム等で減少したことから、9月の鉱業生産
指数は前年同月比3.5％の減少となった。

再生可能エネルギー発電出力は前年比56 ％増の
1.91GWに達する
　2014年10月末時点での非在来型再生可能エネルギー
（non-conventional renewable energy： NCRE、再生可能
エネルギーのうち大規模ダム・流れ込み式水力発電を
除くもの）発電出力は1.91GWに達し、前年同時期より
56 ％増となった。10月のNCRE実績発電量は電力供給
システム全体の9.6 ％となる571GWhであり、昨年同
期の82.8 ％増であった。稼働しているNCRE発電所の
出力を発電様式別でみると風力発電（836MW）が最大
であり、バイオマス（461MW）、小水力発電（343MW）、
太陽光発電（222MW）が続く。また、建設中の発電所
の総出力は756MWとなっており、様式別では太陽光
発電（456MW）、小水力発電（129MW）、太陽熱発電
（110MW）の順となっている。発電所建設事業として
は、出力総計14.4GWの事業が環境認可承認済みであ
り、5.34GWの事業が承認待ちである。チリ政府は
2025年までに総発電量の20 ％をNCREにより賄うとす
る計画を策定しており、Bachelet大統領の電力政策で
は、2014～2025年に新規に導入される発電力の45％を
NCREによる発電とすることを規定している。

（2）ブラジル
＜企業・プロジェクトに関する動向＞
Anglo American、Minas-Rio鉄鉱石プロジェクト、中
国向け鉄鉱石の第2便を出荷
　Anglo Americanは、Minas-Rio鉄鉱石プロジェクトか
らの中国向け鉄鉱石の第2便の出荷を終えた。9月下旬
の鉱山操業許可取得、10月下旬の初出荷、そして今回
の出荷第2便と、プロジェクトは順調に立ち上がって
いる模様。同社は、今後18カ月で26.5百万t/年のフル
生産操業に移行することに注力する。

Vale、N4WS鉄鉱石露天採掘拡張プロジェクトの操
業ライセンスを取得
　ValeはCarajás地域（Pará州）のN4WS鉄鉱石露天採掘
拡張プロジェクトの操業ライセンスを、IBAMA
（Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis、ブラジル環境・再生可能天然資

源院）から取得した。今後、植生抑圧および鉱山開発
に関する承認を得る必要があるが、今回の操業ライセ
ンス取得は、Carajás地域における2015～2016年の生産
活動を後押しする材料となる。

（3）ペルー
政府、鉱業投資促進政策を準備
　2014年11月6日の国税庁発表によると、エネルギー
鉱山省のShinno鉱山次官は、訪問先の中国において、
鉱業投資の促進を目的として、鉱業関連の行政手続き
の簡素化等をはじめとする一連の政策提案を発表する
ことを明らかにした。一方、Shinno次官は、2014年の
ペルーの銅生産量は1.4百万tとなり、当初見込みの1.5
百万ｔを下回るとの見解を示したほか、2015年の銅生
産量の見通しを、1.95百万tから1.8百万tに下方修正し
た。Shinno次官は、中国においてMinmetals社と会見し、
Las Bambas銅プロジェクト建設の進捗状況に関して会
談したほか、CHINALCOとはToromocho銅プロジェク
ト拡張計画に関して、さらにShougang社とはMarcona
鉄鉱山拡張計画について意見交換を行った。

政府、鉱業・炭化水素セクターにおける環境保護に係
る新規則を発表
　2014年11月12日、政府は、「環境影響評価システム法」
（法律27446）及びその施行細則（019-2009 MINAM）と
の整合性を持たせる形で、鉱業及び炭化水素セクター
における環境保護に係る新規則を発表した。このうち
鉱業に関しては、最高政令040-2014-EMにより「鉱物
採掘、選鉱、一般作業、輸送、貯蔵における環境保護
に係る細則規定」が、11月12日付けで承認・公布された。
本細則規定においては、環境影響詳細評価（EIAD、カ
テゴリーIII）は環境省の持続的投資環境認証サービス
局」（SENACE）が、一方で環境影響概要評価（EIASD、
カテゴリーII）はエネルギー鉱山省鉱業環境総局が審
査・承認することが定められている。
　さらに、承認された環境影響評価は3年を有効期限
とし、期限内に開発工事が開始されない場合、無効と
なることが定められた。期限は1回限定で2年間の延長
を申請することが可能となっている。またエネルギー
鉱山省は、本施行細則公布から90日以内に、環境影響
評価の作成時に共通して使用されるべきTORを発表す
ることが定められている。なお本施行細則は、TORの
公布の翌日に施行される。また、SENACEへの業務移
行が完了するまでの間、鉱業環境総局が引き続き環境
影響評価の審査・承認を行う。一方、本規則の公布に
伴い、最高政令016-1993-EM及び053-99-EMは廃止さ
れた。

SENACE、2015年4月にEIAD審査を開始
　2014年11月24日付け地元紙によると、Pugar-Vidal環
境大臣は、持続的投資環境認証サービス局（SENACE）
が、2015年4月より、EIAD（環境影響詳細評価）審査の
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単一窓口としての業務を開始することを発表した。

エネルギー鉱山省、小規模鉱業への規制を強化
　2014年12月3日付け地元紙によると、エネルギー鉱
山省は、小規模・零細鉱業への要件・規制強化を目的
とした法案を、2015年初頭に国会へ提出する方針を明
らかにした。Shinno鉱山次官は、規制強化の理由とし
て、小規模・零細鉱業権者の中には、当初から鉱業活
動を行う意図はなく鉱業権の転売を目的に鉱区を取得
しているケースや、違法操業を行っているために、合
法化に反対する業者などが存在している現状を説明し
た。現在、エネルギー鉱山省に登録されている小規模・
零細鉱業権者は約4,000件だが、その大部分が鉱業権
者ではない第三者によって採掘されている。同次官に
よれば、今回の規制強化法案では、小規模鉱業の鉱区
面積は、現行の2,000 haから250～500 haへと縮小され
るほか、租鉱処理量も現在の350 tからの大幅な削減が
提示されている。その一方で、鉱区の維持に必要な鉱
区利権料を引き上げ、インフォーマル採掘を抑止する
計画となっている。

州知事選決選投票、Madre de Dios州はインフォーマ
ル鉱業擁護派が勝利
　2014年12月8日付け地元各紙によると、2014年12月7
日に州知事選の決選投票が実施され、Madre de Dios州
では、Madre de Dios鉱業従事者連盟（FEDEMIN）元代
表のLuis Otsuka候補が当選した。Otsuka次期知事は、
現在の中央政府による鉱業合法化政策に異議を唱えて
おり、3万人を超える違法鉱業従事者への支持を表明
している。さらに同次期知事は、Madre de Dios州にお
いて鉱業は地元経済の60％を占めているとし、鉱業活
動を可能とする政策の見直しが必要だとしたほか、中
央政府との対話に臨みたいとの考えを示した。

＜企業・プロジェクトの動向＞
Cerro Verde銅鉱山拡張プロジェクトは進捗40％
　2014年10月29日付け地元紙によると、Freeport 
McMoRan社（本社：米国）は、2014年第3四半期の報告
書において、Cerro Verde銅鉱山（Arequipa州）の拡張事
業は40％の進捗状況にあると発表した。拡張によって、
同鉱山における粗鉱処理量は12万t/日から36万t/日に増
加する見通しとなっている。一方、2014年第3四半期
におけるCerro Verde銅鉱山の銅生産量は、前年比20％
減の117百万lb（約53,000t）となったことを発表した。

Yauricocha銅・鉛・亜鉛・銀鉱山、第3四半期は銅と
銀の生産量が増加
　2014年10月31日付け地元紙によると、Minera Corona
社（本社：ペルー）は、Yauricocha銅・鉛・亜鉛・銀鉱
山（Lima州）の2014年第3四半期における生産量に関
し、銅は26.6％増の1.9百万lb（約862t）、また銀も前年
の447,145oz（約14t）から552,677oz（約17t）へと23.6％増

加したが、金は15％減の4,323oz（約134kg）となった旨
明らかにした。

Milpo社、El Porvenir亜鉛鉱山とAtacocha亜鉛鉱山を
統合
　2014年11月7日付け地元紙によると、Milpo社（本社：
ペルー）は、中央アンデスにおける鉱山操業のコスト
削減と効率化を目的に、2015年にEl Porvenir亜鉛鉱山
とAtacocha亜鉛鉱山（いずれもPasco州）を統合するこ
とを発表した。両鉱山は地下トンネルでつなげられ、
El Porvenir亜鉛鉱山は操業の深度を1,600ｍまで下げる
一方で、Atacocha亜鉛鉱山においても深度を下げるこ
とが計画されている。また、両鉱山は廃さい堆積場を
共有する計画となっている。一方、同社はCerro Lindo
銅・亜鉛鉱山（Ica州）においても、1日の粗鉱生産量を
15,000tから18,000tに増やす拡張工事を実施中である。

Hochschild社、2015年にInmaculada金・銀プロジェ
クト生産開始
　2014年11月13日付け地元紙によると、Hochschild 
Mining社（本社：英国）は、2015年にもInmaculada金・
銀プロジェクト（Ayacucho州）における生産を開始する
ことを発表した。同プロジェクトには3億9,200万US$
が投資され、年間6～7百万oz（約187t～218t）の銀が生
産される見通しとなっている。これにより、同社の銀
生産は、2014年の21百万oz（約653t）から、2015年には
27～28百万oz（約840 t～871t）となる見通しである。

Antamina銅・亜鉛鉱山、ストライキ継続も政府仲介
で労使交渉再開
　2014年11月24日付け地元紙によると、労働条件の改
善を求めてストライキを実施しているAntamina銅・亜
鉛鉱山（Ancash州）労働者の組合代表は、2014年11月24
日、政府の仲介による労使協議に臨むことを明らかに
した。本ストライキは2014年11月9日に開始されたが、
その後政府がストライキを違法とみなす決定を発表し
たことに対して、組合は不服申立てを行うことを検討
すること、さらにストライキは1週間継続すること等
の見解を示していた。

Las Bambas銅プロジェクト、必要投資額は拡大
　2014年12月1日付け地元各紙によると、MMG社（本
社：中国）は、Las Bambas銅プロジェクト（Apurimac州）
開発の必要投資額は、同社が前回示した見通し60億
3,100万US$を65.8％上回る、100億US$となることを
明らかにした。さらに同社のRivera操業部長は、現時
点で鉱山建設は75％まで進んでおり、生産開始は2016
年2月となる見通しを示した。Las Bambas銅プロジェ
クトの生産開始は当初2015年初頭とされていたが、今
回の発表により2016年へと約1年後に延期される形と
なった。なお、Las Bambas銅プロジェクトでは年間
400,000tの銅が生産される見通しとなっている。
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Volcan社、亜鉛価格上昇見込み増産を計画
　2014年12月2日付け地元紙によると、Volcan社（本社：
ペルー）は、亜鉛の需要増加に伴う価格上昇を見込み、
増産を計画中である旨明らかにした。Volcan社はペル
ー全体の亜鉛生産の21％を担っているが、今後Yauliユ
ニット、Chungarユニット、Alpamarcaユニットにおけ
る粗鉱処理量を現在の282,000t/日から、2015年には
300,000t/日へと増加させる見通しを示している。この
うちAlpamarcaユニットでは、2015年には10,000tの亜
鉛を生産する見込みである。一方、Volcan社は、投資
額を2014年の3億4,000US$から2015年は2億1,000万US$
に減少させるほか、コスト削減にも取り組んでいる。

Anglo American、Michiquillay銅プロジェクトから撤退
　2014年12月5日及び6日付け地元紙及びエネルギー鉱
山省の発表によると、2014年12月5日、Anglo American
の子会社Anglo American Michiquillay社は、エネルギ
ー鉱山省に対してMichiquillay銅プロジェクト
（Cajamarca州）からの撤退を表明した。Anglo American
は、2007年にペルー政府が実施したMichiquillay銅プ
ロジェクト民営化入札において同プロジェクトを落
札、政府との契約に基づき探鉱活動を実施してきたが、
契約を終了する旨エネルギー鉱山省へ通知した。同社
は、Michiquillay銅プロジェクトは魅力的な銅鉱床で
あるとしつつ、長期的・包括的なプロジェクトの評価・
見直しを行った結果、撤退する決定を行ったと述べた。
本決定により、同社はプロジェクト権益を国営企業で
あるActivos Mineros社に返還することになる。Anglo 
Americanは、2014年4月の時点で、プロジェクトから
の撤退を検討している旨明らかにしていた。
　一方、エネルギー鉱山省は、Anglo Americanによる
撤退の表明を受け、Michiquillay銅プロジェクトを再
入札する方針を明らかにした。さらに、Anglo 
Americanの探鉱活動により同プロジェクトの埋蔵量は
増加しており、複数企業の応札が期待されるとの見方
を示した。なお、Anglo Americanは、Quellaveco銅プ
ロジェクト（Moquegua州）は今後も継続していく旨表
明している。

Grupo Mexico社、Volcan社権益20 ％買収の交渉を
開始
　2014年12月9日付け地元紙によると、Grupo Mexico
（本社：メキシコ）がVolcan社（本社：ペルー）の権益20 
％の買収を目的とした交渉を約1か月前に開始した旨
伝えた。交渉は6か月以内に完了する見通しとなって
いる。Volcan社はペルーを代表する亜鉛、鉛、生産企
業であり、現在4ユニット合計12鉱山を操業中のほか、
7つの選鉱プラントを所有している。さらにVolcan社
は、現在ペルー国内における亜鉛の21％を生産してい
るが、亜鉛価格の上昇を見込んだ増産を発表している。
報道によれば、Grupo Mexico社は主にVolacn社の亜鉛
生産力に注目しており、将来的には権益比率の拡大を

目指す見通しである。

Hochschild社、コスト削減のため役員減俸へ
　2014年12月11日付け地元紙によると、Hochschild 
Mining社（本社：英国）は、コスト削減の一環として
2015年1月以降の役員報酬の減俸を発表した。この措
置に伴い、Eduardo Hochschild社長の年俸は現在の77
万US$から40万US$へと削減されるほか、その他役員
報酬も30 ％の削減となる。Hochschild Mining社が役員
報酬の減俸を行うのは、2013年7月に続き2回目である。

Constancia銅プロジェクト、2015年第2四半期に商
業生産開始
　2014年12月15日付け地元紙によると、Hudbay 
Minerals社（本社：カナダ）は、2014年内に予定されて
いたConstancia銅プロジェクト（Cusco州）の生産開始は
数週間程度遅れ、商業生産は2015年第2四半期に開始
される見通しを明らかにした。同社は2014年に
Constancia銅プロジェクトに6億7,800万US$を投資して
いる。なお、商業生産開始後は1日に80,000tの粗鉱処
理を行い、年間82,000tの銅を生産する見通しとなって
いる。また港までの精鉱の輸送は、道路及び鉄道の双
方を利用する計画となっている。

＜その他の動向＞
2014年のペルーへの鉱業投資総額は91億US$に
　2014年11月3日付け地元紙によると、エネルギー鉱
山省のShinno鉱山次官は、2014年におけるペルーへの
鉱業投資額は91億US$に達する見通しであり、このう
ち73.5％に相当する66億8,900万US$が既に投資された
と発表した。同次官によると、2014年の鉱業投資は、
主にLas Bambas銅プロジェクト（Apurimac州）及び
Cerro Verde銅鉱山拡張プロジェクト（Arequpa州）等の
大型案件の実施によって後押しされたと説明した。さ
らに、Las Bambas銅プロジェクトの建設は、2014年10
月の時点で75％まで進行しているとコメントした。

（4）コロンビア
国会、ロイヤルティ制度改革に向け議論を開始
　2014年10月21日付け業界紙によると、コロンビア国
会は、ロイヤルティ制度改革案について議論するため
の準備に取りかかっている。改革案には、州ごとに設
置されている管理・意思決定機関（OCAD：ロイヤル
ティ資金活用事業の審査、承認、優先付けを行なう）
を廃止し、ロイヤルティ資金を直接投資できるように
すること等、州政府の権限拡大が盛り込まれている模
様である。なお、来年のロイヤルティ収入は18兆
3,000億ペソ（約88億6,000万ドル：うち15兆1,000億ペ
ソは石油・ガス分野から、3兆ペソは鉱業分野からの
収入）と見込まれており、国会では今後、2015～2016
年度のロイヤルティ予算額確定に論議が集中する予定
である。
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コロンビア：政府、鉱業権付与に先立ち地域コミュニ
ティと話合い
　2014年10月21日付け業界紙によると、政府は、社会
的紛争削減の目的で2015年度の鉱業権付与に先立ち先
住民コミュニティと話合いの場を持つことを計画して
いる。その一環として、国家鉱業庁（ANM）はこれま
でにAntioquia、Norte de Santander、Risaraldaの各州の
計18都市でコミュニティとの紛争が予想される地域を
確定し、戦略策定のためにコンサルタント契約を締結
している。また、2012年に鉱山エネルギー省が策定し
た戦略的鉱業地域313箇所での対話プロセスに、これ
までの経験を活用していくことを検討している。

AngloGold Ashanti社、Nuevo Chaquiro銅・金鉱床の
資源量を公表
　2014年11月4日付け業界紙によると、AngloGold 
Ashanti社（本社：南ア）は、コロンビアのQuebradona銅・
金プロジェクト内に位置するNuevo Chaquiro鉱床
（Antioquia県）の資源量を初めて公表した。Nuevo 

Chaquiro鉱床の初期推定鉱物資源量は604百万ｔで、
品位は、銅 0.65 ％、金 0.32g/t、銀 4.38g/t、モリブデン 
116ppmで、金属量は、銅 3.95百万ｔ、金 6.13百万oz、銀 
85.2百万oz、モリブデン7万ｔである。同社によると、
本鉱床は「坑内採掘で現実的な可能性」を有している。
Quebradona銅・金プロジェクトはMedillinの南東60km
のAntioquia県Cauca Medio地域に位置する。プロジェ
クトはAngloGold Ashanti社（88.5％）とB2 Gold社（本社：
カナダ）（11.5％）の合弁事業である。

武装ゲリラ組織、麻薬密売より非合法鉱業を重要視
　2014年11月20日付け業界紙によると、コロンビアで
は、1グラムの金採取がコカインの20倍の高値がつく
と考える、非合法的な金抽出に誘惑されたアジア、ヨ
ーロッパや南米諸国からの入国者らの逮捕者数が増加
しており、また、非合法鉱業は、コロンビア革命軍
（FARC）などのゲリラ組織の最大の資金源となってい
る、と非合法的鉱業活動撲滅チームリーダーのLuis 
Martinez将軍は指摘している。金の非合法鉱業は、シ
アン化物や水銀が森林地帯を流れる河川に流出してお
り、環境汚染の元凶と看做されている。さらに非合法
的鉱業は金に限らず、プラチナ、コルタン（ニオブ・
タンタル）、石炭、建設資材の採掘にもおよび、2011
年の国勢調査によると、コロンビアに存在する鉱業所
の63 ％が鉱業権を有しない非合法活動であるとされ
ている。コロンビア、ボリビア、ブラジル、エクアド
ル、ギアナ、スリナム、ベネズエラ、ペルーの各政府
はアマゾン協力条約の枠内で、域内の非合法鉱業撲滅
のために連携することとしている。

（5）メキシコ
＜政府・政策に関する動向＞
Zacatecas州における鉱業クラスター導入は大成功
　2014年10月27日付け業界紙等によると、3年前に
Zacatecas州において導入された鉱業クラスターは、よ
り多くの鉱業関連企業がサプライチェーンに参加する
ことができ、同州鉱業の発展に大いに寄与したとした
ほか、これを成功事例としてSonora州やChihuahua州
でも導入が進められている旨が報じられた。Fresnillo
社のOctavio Alvídrez代表取締役社長によると、
Zacatecas州において導入された鉱業クラスターは、サ
プライヤーとしての鉱業関連企業の発展を促進し、同
州経済の活性化と雇用創出に繋がる等、鉱業クラスタ
ー導入以来、結果が出ており、成功したと言える。ま
た、州政府は州議会での承認の下、多くの支援を行っ
てきており、同州経済に重要となるダイナミックな動
きを創出した。なお、この成功例を参考に、2か月前
からSonora州でも導入が始まっており、全国規模に広
がることが期待される。また、Peñoles社のFernando 
Alanís O.代表取締役社長によると、様々な工業分野に
おいてクラスターは当該分野の発展を促進している
が、鉱業におけるクラスターも同様である。Zacatecas
州の鉱業クラスターは非常に良く機能しており、同州
を参考に他州においても導入が進められている。鉱業
クラスターの導入はコスト削減をもたらすが、採掘等
に関する新技術の教育や安全や環境に対する教育にお
いて、多くの鉱業関係企業の職員を効率的に集めて研
修を実施することが可能となり、有効的なコスト削減
に繋がっている。

Michoacán州議会議員、ポテンシャルを有す同州鉱業
の促進を示唆
　2014年11月4日付け業界紙等によると、Michoacán州
議会のAntonio Sosa議員は、同州は鉄及び鉄鋼生産の
みならず、金属及び非金属鉱業において高いポテンシ
ャル有しているため、州民はこれらが国際市場におい
て幅広い需要があることを認識した上で、同州鉱業を
積極的に活用すべきである旨表明した。同議員による
と、同州では近年違法採掘や鉱石強奪等の犯罪で有名
になっており、最近数年では年間数千t単位で当局に
より鉄鉱石が押収されており、特にここ数か月は連邦
当局による麻薬カルテル撲滅のための取締り強化が実
施されている。また、同州議会は2013年8月に、同州
経済の拡大のための重要な要素として、鉱業を促進さ
せるべく戦略に位置付けた。これにより、鉱業コンセ
ッション付与における土地所有者の参加協力を求める
制度を中心として、採掘に関する規制や、連邦政府と
州政府による取締りに関する協力を確立する。
　一方、同議員は、同州は鉱業発展に必要となる良質
な鉱脈が賦存しており、競争力と収益性において優位
性を保持している。このために鉱業の発展及び振興を
目的とした条例案を州議会に提出した旨を明らかにし
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た。同条例案には、持続可能となる鉱業への投資を呼
び込むために必要となるインフラ整備の促進、鉱物資
源の利用促進とそのための助成、生産性及び経済的な
安定性を図るための科学技術の促進、鉱業労働者のた
めの教育制度の継続、中小鉱業企業ための振興プログ
ラムの策定等が盛り込まれている。

＜企業・プロジェクトに関する動向＞
メキシコ：メキシコ鉱業、合併・買収（M&A）が進展
　2014年11月4日付け業界紙等によると、メキシコ鉱
業は、最近数か月において貴金属分野でのM&Aが動
き出している。特に10月には、9か月ぶりに2つの重要
なM&Aが 行 わ れ た。1つ は、Fresnillo社 が、 米
Newmont Mining社とのJV企業であるPenmont社の株式
に関し、Newmont Mining社が保有する権益44％全て
を450百万US$で友好的に買収した件である。これに
よりFresnillo社は、Penmont社がSonora州に保有する現
在操業中のLa Herradura金鉱山、Noche Buena金鉱山及
びSoledad-Dipolos 金鉱山、並びに、開発段階にある
Mega Centauroプロジェクト及びCentauro Deepプロジ
ェクトを100％傘下に置くこととなり、同社はメキシ
コ最大の銀生産量とともに、同国第2の金生産量とな
る可能性が出てきた。もう1つは、加Agnico Eagle 
Mines社が、加Cayden Resources社を188百万US$で吸
収合併し、Cayden Resources社がJalisco州に保有する
Barqueño金プロジェクトを同国における第4の金鉱山
候補として傘下に入れた件である。
　これら2件のM&Aに要した費用総額は638百万US$
に達し、2013年に行われた米Coeur Mining社による加
Orko Silver社を吸収合併しLa Preciosaプロジェクトを
取得した362百万US$、加Primero Mining社による加
Cerro Resources社を吸収合併しCerro de Galloプロジェ
クトを取得した117百万US$、加Alamos Gold社による
Esperanza Resources社を吸収合併しEsperanza金プロジ
ェクトを取得した67百万US$、及び、加Argonaut Gold
社によるSilver Standard社が保有するSan AgUStin金プ
ロジェクトを買収した75百万US$を合計した金額を上
回った。
　Goldcorp社やAgnico Eagle社等による同国でのM&A
は依然として積極的であり、米Coeur Mining社や加
Great Panther Silver社は同国での買収を示唆している。
　一方、Scotiabankの貴金属部長によると、同国にお
ける地質ポテンシャルの高さ、有能な労働力及び長い
鉱業の歴史により、同国鉱業は基本的にはポジティブ
な状態が維持されているものの、魅力的なプロジェク
トが不足していることと、金及び銀に限定されている
ことから、今後におけるM&Aの動きが抑制される。

El Boleo多金属プロジェクト、操業開始が近づく
　2014年11月4日付け業界紙等によると、加Baja 
Mining社（本社：バンクーバー）は、韓国コンソーシア
ム（韓国鉱物資源公社（KORES）が筆頭）と共に資本参

画するEl Boleo多金属プロジェクト（Baja California Sur
州、権益比率は韓国コンソーシアム：90％ 、Baja 
Mining社：10％）に関し、銅抽出プラントの稼働に目
処がたったことで、本プロジェクトの操業開始が近づ
いている旨を明らかにした。同社によると、11月中旬
には銅生産が開始され、コバルト及び亜鉛の抽出プラ
ントについても本年末までに完成する見通しである。
本プロジェクトに関しては、開発工事に係る労働力不
足により、本年5月に銅生産開始時期を当初計画の3 
月から7月中旬へと延期したにもかかわらず、6月に再
度10月初旬へと延期し、その上、8月にはそれを更に
本年末まで遅延するとともに、2億US$の追加投資が
必要である旨が発表されていた。一方、同社は、本プ
ロジェクトに関しては高品位の鉱体を求めるため、更
なる探鉱が必要である旨を明らかにした。

Peñasquito多金属鉱山、操業開始5年で当初計画の粗
鉱処理量を達成
　2014年11月11日付け業界紙等によると、加Goldcorp
社（本社：バンクーバー）は、Zacatecas州に保有する
Peñasquito多金属鉱山に関し、操業開始5年を経て漸く
当初計画であるフル操業としての粗鉱処理量130千t/
日を達成した旨を発表した。同社によると、同鉱山は
操業開始以来これまで粗鉱処理量が95千～100千t/日
であったが、鉱山労働者の経験値が上がり作業効率が
向上してきたため、フル操業に達した。なお、同鉱山
は鉱化作用が地下800ｍまで捕捉されている一方、現
在の探鉱は地下400ｍレベルであるため、鉱山寿命は
更に長期に亘るとの見込みが立てられている。

労働組合がNyrstar社のMorado鉱山を違法封鎖
　2014年11月24日付け業界紙等によると、スイス
Nyrstar社は、Guerrero州に保有するMorado多金属鉱山
においてCTM労働組合連合が鉱山入口を違法封鎖した
ため、操業が停止している旨を明らかにした。同社に
よると、本操業停止により本年Q4の生産量に影響が出
るほか、現在労使間において交渉中ではあるが、違法
封鎖がいつ解除されるかは不明である。なお、同鉱山
の本年1～9月における鉛生産量は、約19,000tである。

El Boleo多金属プロジェクト、操業開始の再度遅延と
更なる投資で苦境
　2014年11月28日付け業界紙等によると、加Baja 
Mining社（本社：バンクーバー）は、韓国コンソーシア
ム（韓国鉱物資源公社（KORES）が筆頭）と共に資本参
画するEl Boleo多金属プロジェクト（Baja California Sur
州、権益比率は韓国コンソーシアム：90 ％、Baja 
Mining社：10 ％）における銅抽出プラントに関し、本
年11月初めに稼働の目処が立ったと報告したにもかか
わらず、先の計画変更により11月中旬に予定していた
試運転が12月中旬にずれ込む見通しを示した。
　Baja Mining社は、銅抽出プラントの試運転の遅延に
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より、操業開始が更に遅れる可能性を示唆した。
　また、本プロジェクトの現地法人のMinera y 
Metalurgica del Boleo（MMB）社とKORESは、新たに
103百万US$の社債を発行する一方、金融機関からの
50百万US$の融資を取り付けるため従前の社債105
百万US$を売却した上で、コバルト及び亜鉛抽出プラ
ントの整備のため、更に100万US$の債権発行を行う
予定である。

加Goldcorp社、Peñasquito多金属鉱山に10億US$を
投資
　2014年12月1日付け業界紙等によると、加Goldcorp
社（本社：バンクーバー）は、Zacatecas州に保有する
Peñasquito多金属鉱山において生産能力を増強するた
め、黄鉄鉱の浮遊選鉱プラント整備プロジェクトとし
て6～10億US$を投資する旨の計画を発表した。同社
によると、同プラント建設に関する調査を2015年初旬
以降に実施する旨を合わせて発表した。

貴金属鉱業企業、高品位鉱石採鉱へ移行
　2014年12月2日付け業界紙等によると、メキシコで
活動する貴金属鉱業企業は、昨今の金属市況における
大幅下落を鑑み、生産コストを削減し利益を確保する
ため高品位鉱石の採鉱へと移行している。加McEwen 
Mining社（本社：トロント）は、本年Q3において高品
位鉱石の採鉱へと劇的に移行した企業であり、Sinaloa
州に保有するEl Gallo金・銀鉱山の2015年における金
換算生産量を2.3 tから1.6 tへと減産する計画である。
加First Majestic Silver社（本社：バンクーバー）は、本
年Q3において高品位鉱石の採鉱へと移行した企業で
あるが、同期中における利益改善には至らず、Q4以
降の改善が期待される。米Coeur Minig社は、採鉱す
る金品位を2倍以上に引き上げることにより、2015年
以降のコスト削減を見込み、加Almos Gold社（本社：
トロント）は、本年3Qにおいて高品位鉱石の採鉱へと
移行したことにより、4Q以降の利益改善が期待され
る。多くの鉱業アナリストによると、2015年における
鉱業市況は横ばいで推移すると予測しており、各鉱業
企業は利益確保のため、高品位鉱石の採鉱への移行が
継続されるとの見通しを示している。

加Excellon Resources社、La Platosa多金属鉱山に対
する莫大な投資が水泡に帰す可能性が高まる
　2014年12月5日付け業界紙等によると、刑事・行政
訴訟担当第2地方裁判所は、加Excellon Resources社（本
社：トロント）がDurango州に保有するLa Platosa多金
属鉱山における1,100ha（その内、鉱山操業用地は
10ha）の共有地賃貸契約の無効訴訟に関し、同社が共
有地を所有する居住民の人権を侵害したとして、同社
に対し2013年度における同賃貸料約8百万ペソ（61.5万
US$）の支払いを科す旨の裁定を下す見通しである。
この背景として、2012年に鉱業労働組合や農民連合等

の斡旋により同鉱山の共有地を所有する居住民は、同
社が共有地の賃貸契約を遵守していないとして、100
日間に亘り同鉱山へのアクセス道を封鎖した。その後、
行政当局及び同鉱山の操業を支持する近隣住民等の働
きかけにより同封鎖は解除されたが、共有地賃貸契約
の無効に関する訴訟へと発展した経緯を有する。なお、
同社は、同封鎖により25百万US$の損失を被った。
　本裁定により、今後、場合によっては共有地の使用
が不可能となり同鉱山の閉山の可能性も秘めており、
その場合、直接雇用者の約200世帯及び800人以上の間
接労働者が解雇・失業となるほか、現在同社により地
域社会への還元として実施されている周辺インフラ、
学校、病院等に関する整備費用としての3百万ペソ/年
の支援が終了する可能性も指摘されている。なお、同
鉱山が閉山となる場合、同社が同鉱山の探鉱・採掘に
対しこれまでに投資してきた20億ペソ以上が水泡に帰
す可能性も懸念されている。

＜環境社会配慮・違法採掘関係＞
Michoacán州における鉱業活動一時停止等により数
百万US$の損失を計上
　2014年11月6日付け業界紙等によると、メキシコ鉄
鉱石大手のNew World Mining社は、Michoacán州にお
ける鉱業活動の一時停止等により、数百万US$単位の
損失が計上された旨を明らかにした。同氏によると、
合法的に鉱業コンセッションを取得し採掘を実施して
も、同州Lázaro Cárdenas港への鉱石運搬において、犯
罪組織による鉱石強奪を防ぐための治安対策により、
同州の鉱業企業12社は鉱業活動が不安定になってい
る。また、本年3月から連邦当局が麻薬カルテル撲滅
のために実施している、同港保税区画等の安全対策に
よる使用制限により、鉱業関連企業の活動が一時停止
に追い込まれる等の被害が発生したため、これら鉱業
企業は数百万US$単位の損失を被った。

野党上院議員、持続可能な鉱業のために新法を議会へ
提出
　2014年11月5日付け業界紙等によると、民主革命党
（PRD）のDolores Padierna Luna上院議員は、2013年に
おけるメキシコGDPの4.9％を占める鉱業に関し、そ
の活動を規制することにより鉱業を持続可能なものと
するために新たな鉱業法を制定する法案を議会へ提出
した。同議員によると、Grupo México社の子会社
Southern Copper社 が Sonora州 で 操 業 し て い る
Buenavista銅鉱山において、8月に発生した銅浸出液流
出事故を踏まえ、近隣河川の汚染災害による環境への
ダメージが生じた場合の規制を目的とした法律を整備
することにより、鉱業の持続可能な発展が期待でき、
環境保護を尊重する企業を育成することに繋がる。現
在メキシコ全土の約56％が鉱業コンセッションで認め
られており、現政権の任期終了の2018年までにはこれ
が70％に達する見通しである。また、2013年において
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鉱業部門では、直接雇用者数332,501人、間接雇用者
数1,650千人の雇用を維持したが、労働条件は非人道
的なものとなっている。一方、近年メキシコ鉱業は、
銀生産量で世界1位を占め、16鉱種の各生産量で世界
10位以内の生産量を誇り、2013年における鉱業投資額
は6,576百万US$、鉱業探鉱額はラテンアメリカで1位、
世界では4位となっており、鉱業部門における外貨獲
得額は18,356百万US$となっている。こうした状況に
おいて、現在の鉱業コンセッションは透明性に欠いて
いることから、鉱業を所管する経済省は当該情報を明
確化することが求められる。

Grupo México社の銅浸出液流出事故における非常事
態宣言を解除
　2014年11月21日付け業界紙等によると、Alfonso 
Navarrete労働社会保障大臣は、Grupo México社の子会
社Southern Copper社 がSonora州 で 操 業 し て い る
Buenavista銅鉱山において、8 月に発生した銅浸出液
流出事故に関する非常事態宣言が解除された旨を明ら
かにした。当局によると、同事故に関連する施設を閉
鎖した後、新たな流出の恐れは無くなったほか、新し
く井戸を掘削する等により飲料水も確保された。
　なお、全ての必要な予防措置が完了するまで、同鉱
山の銅浸出処理施設は閉鎖となる。

環境天然資源省、鉱害苦情に関する統計を公表
　2014年11月26日付け業界紙等によると、環境天然資
源省（SEMARNAT）は、鉱業活動により発生した環境
汚染に対する苦情に関し、本年1～9月において635件
受け付けた旨を公表した。公表内容によると、635件
のうち95 ％は未解決である。最近では、本年8月に
Grupo México社の子会社Southern Copper社がSonora州
で操業しているBuenavista銅鉱山において、銅浸出液
流出事故が発生しており、11月20日に漸く非常事態宣
言が解除されたケースがある。メキシコ鉱業会議所
（CAMIMEX）によると、メキシコ国内の鉱業活動にお
ける安全及び環境対策のための投資は、過去2年間に
おいて減少している。2012年における鉱業分野での投
資額は80億US$で、他の産業分野よりも多額であった
一方、鉱業分野における環境に関する投資額は、2011
年は2010年の倍となる162百万US$を記録したが、
2012年は116百万US$、2013年は107百万US$と年々減
少している。また、鉱業分野における安全に対する投
資額も、2011年が83百万US$、2012年が80百万US$、
2013年が55百万US$と年々減少している。

メキシコ国家人権委員会、Mulatos金鉱山に対する鉱
害申立を調査開始
　2014年11月27日付け業界紙等によると、メキシコ国
家人権委員会（CNDHM）は、加Alamos Gold社がSonora
州に保有するMulatos金鉱山に対する鉱害申立に基づ
き調査を開始した旨を明らかにした。地域住民による

鉱害申立によると、採鉱における火薬の使用が生命や
健康にリスクをもたらすとともに、近隣の建物にダメ
ージを与えているほか、採鉱により地盤が緩み、崖崩
れの危険性を高めている。また、鉱山からの有毒な残
渣が周辺森林に悪影響を与えるほか、近隣河川の水質
を悪化させ、住民の飲料や家畜への水供給も困難なも
のにしている。CNDHMは、鉱山周辺環境を調査する
監視官を派遣するとともに、経済省に対し環境、衛生
及び水を管轄する行政当局とともに必要な連携を図り
予防措置を取るよう要請した。また、地域住民の人権
が保護されていないことが判明した場合は操業一時停
止措置も視野に入れ、経済省に対しリスク評価も要請
した。なお、本件に関し同社はコメントを控えている
一方、大雨の影響により、本年Q3における同鉱山の
金生産量が、前年同期の1.3tから0.9tへと減少した旨
を公表した。

＜その他の動向＞
最近の金市況20％下落が鉱業企業を直撃
　2014年11月13日付け業界紙等によると、Peñoles社
のFernando Alanís O.代表取締役社長は、最近の貴金属
市況の下落は同社のみならずメキシコ鉱業全体へ深刻
な影響を与えている旨を明らかにした。同社長による
と、最近数か月における金属市況の下落は、本年1月
に施行された鉱業特別税及び貴金属鉱業特別税ととも
にメキシコ鉱業を苛酷な状況に陥らせていたが、特に
最近数週間における更なる金属市況の下落傾向は、一
層深刻な影響を与えている。金市況が前年と比べ20 
％下落したことにより、プロジェクトの企画又は操業
開始を検討する際のコスト評価において相当程度影響
を及ぼしており、メキシコ鉱業会議所によると本年に
入り既にプロジェクトや操業を中止した案件が散見さ
れるとのこと。

2014年Q3におけるメキシコ鉱業のGDPは前年同期
とほぼ変わらず
　2014年11月21日付け業界紙等によると、国立統計地
理情報院（INEGI）は、本年Q3におけるメキシコ鉱業の
GDPが前年同期と比べ0.1％の増加に留まった旨を発
表した。INEGIによると、本年Q3における鉱業のGDP
は前年同期と比べ0.1％の成長であったのに対し、同
国GDPは前年同期と比べ2.2％の成長率であった。な
お、本年1～9月における鉱業生産額は、前年同期と比
べ1.9％の増加であった。

2014年Q3における鉱業部門への外国直接投資額が大
幅に増加
　2014年11月25日付け業界紙等によると、経済省は、
本年Q3における鉱業部門への外国直接投資額が前年
同期の14.1億US$から大幅に増加し21.8億US$であっ
たと報告した。同省によると、本年Q3におけるメキ
シコへの外国直接投資総額は153億US$であり、部門
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別のトップは製造部門で91.2億US$、次いで金融の
37.9億US$であった。

Durango州における鉱業が13,000人以上の雇用を創出
　2014年11月24日付け業界紙等によると、Durango州
経済開発局のEsteban Rosas Palacios外国投資部長は、
同州における鉱業が社会保険庁（IMSS）に正式に登録
された雇用者数として13千人以上の雇用を創出した旨
を明らかにした。同部長によると、鉱業部門はメキシ
コGDPに占める割合が5～6％と低いため、付加価値が
高い産業へとシフトさせる必要がある。そのためには、
単に1次製品である精鉱を販売するだけではなく、2次
製品へと加工し販売することが求められ、また、短・
中期的に新たな市場を開拓する必要がある。一方、鉱
業は、地域の経済発展と雇用を創出する分野の一つで
あるものの、鉱床へのアクセスが困難でかつ場合によ
っては安全に問題がある地域で活動を実施せざるを得
ない。また、需要と供給とのアンバランスによる金属
市況の低迷等の問題もあるため、コスト削減を伴った
新規プロジェクトの推進が期待される。なお、国立地
理統計情報院（INEGI）によると、Durango州は2013年
における州別金生産量で第4位であった。

メキシコ鉱業において銅が最も外国直接投資を誘引
　2014年12月2日付け業界紙等によると、メキシコ鉱
業において銅が最も外国直接投資を誘引しており、
1999～2014年Q3までにおけるメキシコの銅に対する
外国直接投資額は7,762百万US$で、金の7,697百万
US$、銀の999百万US$を抑えトップである。なお、メ
キシコの銅埋蔵量は38百万tで世界第5位の埋蔵量（世
界の6％を占める）で、銅生産量は世界第10位（世界の
2.7％を占める）である。

労働社会保障省、鉱業における早急な職業訓練実施の
必要性を指摘
　2014年12月10日付け業界紙等によると、労働社会保
障省は、メキシコにおける1か月当たりの鉱山事故発
生件数が7～8件であることに鑑み、鉱山事故の削減を
目的として、鉱山労働条件の改善とともに、鉱山労働
者の能力を向上させるための職業訓練を早急に実施す
ることの必要性を指摘した。同省専門家によると、メ
キシコ国内には多様な採掘方法の鉱山が存在し、それ
ぞれにおいて雇用者が安全に関し責任を有している
が、事故の多くは崩落や重量物運搬の際に発生してい
る。こうした点を踏まえ、鉱山労働者の安全対策を目
的とした鉱業フォーラムの実施が必要となり、また、
同フォーラムでは火薬の取扱いや安全問題等を講義す
ることが求められる。なお、労働関係法令に違反した
場合、雇用者は、労働者最低賃金の50～5,000倍（3,188
～318,850ペソ）の範囲で罰金が科せられる。

Sinaloa州の港湾拡張により新たな貨物取扱品目とし
て銅精鉱を追加
　2014年12月11日付け業界紙等によると、運輸通信省
は、最近開港したSinaloa州Topolobampo港に関し、新
たにターミナルの拡張工事を来年着工する旨発表する
とともに、本拡張工事終了後には、同ターミナルにお
ける新たな貨物取扱品目として鉱物、特に銅精鉱が追
加される可能性を示唆した。なお、同ターミナルの拡
張により、メキシコ国内の太平洋岸における商業貨物
取扱量が、年間10％増加することが見込まれる。

（6）ドミニカ
金生産における国内支出額がラテンアメリカ最大
　2014年10月29日付け業界紙等によると、10月23日に
World Gold Councilは、各国の金生産に関する報告を
行ったところ、2013年にドミニカ共和国において各鉱
業企業が金生産に要した支出額は3,306百万US$であ
り、そのうちの93％に相当する3,086百万US$が同国内
で支出された。この額は、金生産に要した支出額のう
ち国内で支出された額としてはラテンアメリカ諸国の
中で最高の支出額であった。同報告によると、国内で
支出された3,086百万US$のうち、2,745百万US$はサ
プライヤー等国内鉱業関連企業に対する支出、320
百万US$が同国政府に対する支出（納税額）、残りの21
百万US$が地域コミュニティに対する支出となってお
り、同国における金生産は同国の経済活動に寄与して
いると考えられる。

加Goldcorp社、メキシコでのプロジェクト購入計画
を破棄しドミニカ共和国の有望金・銀プロジェクトへ
鞍替え
　2014年10月26日付け業界紙等によると、Goldcorp社
（本社：バンクーバー）は、メキシコSonora州のCecilia
金・銀プロジェクト（Precipitate Gold社（本社：バンク
ーバー）保有）に資本参加する計画を取り止め、浮いた
資金を元手に新たにドミニカ共和国のJuan de Herrera
金・銀プロジェクトを購入する方向で検討に入った旨
を明らかにした。本件に関しては、Precipitate Gold社
が2013年10月にCecilia金・銀プロジェクトに関する詳
細な評価報告を完了させ、資本参加の募集を決定した
のに対し、Goldcorp社が同プロジェクトの購入計画を
進めていた経緯を有する。
　なお、Juan de Herrera金・銀プロジェクトについては、
最近のボーリング調査により有望な鉱体の発見があっ
たことから、ストックオプションの評価額が現在の
125千C$から2015年には275千C$へと一挙に倍増する
見通しが立てられている。

鉱業がドミニカ共和国の経済成長を推進
　2014年12月11日付け業界紙等によると、José Ramón 
Peralta大統領府官房大臣は、2014年における鉱業部門
のGDP成長率は対前年比24.1％で、他の産業部門（建
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設部門10.7％、サービス部門8.2％、医療・健康部門
8.2％、金融・保険サービス部門7.8％、教育部門
6.7％、工業部門5.7％）と比べ最も高い成長率を記録す
るとの見通しを示すとともに、鉱業部門がドミニカ共
和国の経済成長を推進している旨を明らかにした。同
大臣によると、2014年における同国のGDP成長率は
7.0 ％と見通しており、2015年も引き続き高い成長率
を維持するとともに、鉱業の貢献が期待できる。高い
鉱業成長の最大の要因は、加Barrick Gold社（本社：ト
ロント）及び加Goldcorp社（本社：バンクーバー）が権
益比率60：40で同国に保有するPueblo Viejo金・銀鉱
山によるもので、2014年における金生産量は32.7～
34.8 tに達する見通しである。
　一方、鉱業・石油会議所によると、2014年における
鉱業部門への投資額は約62億US$に達し、雇用に関し
ても直接雇用者数及び間接雇用者数の合計で約75千人
の雇用を創出する見通しである。
　なお、Falconbridge Dominicana社（Glencoreの現地法
人）が保有するFalcondoニッケル鉱山に関しては、
2013年10月にニッケル市況の低迷を理由に一時閉鎖に
踏み切り、現在まで操業停止が継続している。

（7）ホンジュラス
ホンジュラス地質鉱山研究所、256件の鉱業ライセン
スを取り消す
　2014年11月24日付け業界紙等によると、ホンジュラ
ス地質鉱山研究所（INHGEOMIN）は、不正に付与され
た256件の鉱業ライセンスを取り消した旨を明らかにし
た。INHGEOMINによると、鉱業ライセンスの行政手
続きに関し、抜き打ちで行った内部監査により、不正
に交付された鉱業ライセンスの実態が明らかになった。

加Glen Eagle Resources社、金精製工場の買収に合意
　2014年12月4日付け業界紙等によると、加Glen Eagle 
Resources社（本社：モントリオール）は、Gestion Cobra 
Gold International社が保有するCobra Oro de Honduras社
の株式80 ％を買収する契約が合意に達した旨を発表
した。len Eagle Resources社によると、本買収により
ホンジュラス南部のニカラグアとの国境付近に位置す
る金精製工場の権利を100％保有することとなる。同
社は、ニカラグアに保有するLa Libertad金鉱山にも金
精製工場を保有しており、来年1月早々には両金精製
工場における生産体制を、商業レベルとして許容でき
るレベルにまで引き上げることを計画している。なお、
La Libertad金鉱山における金回収率は本年7月の段階
で70％に達しており、その後も順調に回収率が向上し
ている。

（8）グアテマラ
加Tahoe Resources社、Escobal多金属鉱山の2014
年Q3決算及び生産量を発表
　2014年11月12日付け業界紙等によると、加Tahoe 

Resources社がグアテマラに保有するEscobal多金属鉱
山の2014年Q3の決算及び生産量を発表した。同社に
よると、同鉱山のQ3における純利益及び総収益は、
Q2の36.1百万US$及び105百万US$からそれぞれ減少
し20百万US$及び90.3百万US$で、銀生産量はQ2の
180.4tから減少し161.7tであった。なお、本年当初に
計画した銀生産量560～653t/年の目標は引き続き維持
する一方、粗鉱処理量の3,500t/日から4,500t/日への拡
張に関しては2015年後半になる見通しである。

グアテマラ議会、鉱業ロイヤルティ引き上げを可決、
承認
　2014年12月1日付け業界紙等によると、グアテマラ
議会は、鉱業ロイヤルティを引き上げることを可決、
承認した。今回同国議会で可決、承認された鉱業ロイ
ヤルティの引き上げは、2015年度同国予算の均衡を図
るため歳入増加の一環として導入されたものである
が、公布にはOtto Pérez Molina大統領による法案署名
が必要となる。従来の鉱業ロイヤルティは、鉱業法で
規定された売上高に対する1％と、ボランタリーなロ
イヤルティとして貴金属（金、銀及びプラチナ）に関し
ては売上高に対する4％を加算した合計5％の税率であ
ったが、今回の引き上げにより10％の税率となる。ま
た、従来の鉱業ロイヤルティによる歳入内訳は、鉱業
法で規定された売上高に対する1％が地元自治体への
歳入となり、ボランタリーなロイヤルティ4％が政府
への歳入となっていたが、今回の引き上げにより、地
元自治体への歳入は変わらない一方、政府への歳入が
9％へと跳ね上がることとなった。なお、鉱業ロイヤ
ルティとともに審議された電話回線及びセメントに対
する課税引き上げ並びにその他法令違反に対する罰金
の引き上げにより、20億ケツァル（261百万US$）の歳
入増加が見込まれ、結果、2015年度同国予算は706億
ケツァルで承認された。

鉱業・採石業労働組合委員長、鉱業ロイヤルティ引き
上げに対し懸念を表明
　2014年12月2日付け業界紙等によると、Mario 
Orellana鉱業・採石業労働組合委員長は、グアテマラ
議会で可決、承認された鉱業ロイヤルティの大幅引き
上げに対し、同国鉱業の発展を大きく阻害する旨の懸
念を表明した。同委員長によると、今回の鉱業ロイヤ
ルティの引き上げにより、他国では類を見ないレベル
の鉱業税率となり、同国における鉱業活動の国際競争
力を損なう上、違法採掘を助長することが懸念される。
また、農工商金融委員会（CACIF）によると、今回の鉱
業ロイヤルティ引き上げは他法令に抵触する可能性が
あるほか、 2015年度予算は財政管理協定と歳出への債
務使用禁止に違反しており、その上、透明性が欠如し
ている。

主
要
国
の
鉱
業
を
巡
る
最
近
の
動
向（
２
０
１
４
年
10
〜
11
月
）

鉱
業
動
向



2015.1　金属資源レポート62
（541）

鉱業・採石業労働組合委員長、鉱業ロイヤルティ引き
上げに対する異議申立を支持
　2014年12月5日付け業界紙等によると、Mario 
Orellana鉱業・採石業労働組合委員長は、グアテマラ
議会で可決、承認された鉱業ロイヤルティの引き上げ
に対し、鉱業企業や鉱業界が検討している法的な異議
申立を支持する旨を明らかにした。同委員長によると、
鉱業ロイヤルティの引き上げは、証券取引所に上場し
ている鉱業企業に対しネガティブな影響を与えるとと
もに、鉱業活動における競争力を後退させ、また、違
法採掘を引き起こす。従来の鉱業ロイヤルティは、鉱
業法で規定された売上高に対する1％と、ボランタリ
ーなロイヤルティとして貴金属（金、銀及びプラチナ）
に関しては売上高に対する4％を加算した合計5％の税
率であったが、今回の引き上げにより10％の税率とな
り、2015年1月1日に施行が予定されている。農工商金
融委員会（CACIF）は、今回の鉱業ロイヤルティ引き上
げは他法令に抵触する可能性があるほか、 2015年度予
算は財政管理協定と歳出への債務使用禁止に違反して
おり、その上、透明性が欠如していると指摘するほか、
グアテマラ商工会議所のFernando López会頭は、法的
措置に関し弁護士と協議を行っている。

加Goldcorp社、鉱業ロイヤルティ引き上げにより投
資を再検討
　2014年12月5日付け業界紙等によると、加Goldcorp
社（本社：バンクーバー）は、先のグアテマラ議会で可
決、承認された鉱業ロイヤルティの引き上げにより、
グアテマラにおける今後の投資計画を再検討する旨を
明らかにした。同社によると、同国に保有するMarlin
金・銀鉱山の本年における金生産量は5.8tと見込んで
いるが、鉱業ロイヤルティの引き上げにより投資計画
を再検討する必要が生じるとともに、財政面に対する
インパクトから鉱山寿命の終了が早くなる可能性を懸
念している。なお、グアテマラ議会で可決、承認され
た鉱業ロイヤルティの引き上げに関しては、Otto 
Pérez Molina大統領による法案署名が必要となる。一
方、同国の主要産業団体は、鉱業ロイヤルティの引き
上げに対し、法的に異議申し立てを行うための検討を
実施している。

大統領、鉱業ロイヤルティ引き上げ法案に署名
　2014年12月10日付け業界紙等によると、Otto Pérez 
Molina大統領は、先のグアテマラ議会で可決、承認さ
れた鉱業ロイヤルティ引き上げを含む増税に関する法
案に署名した。鉱業ロイヤルティ引き上げにより、ニ
ッケル及びヒスイの生産を除くほぼ全ての鉱業に対
し、大幅な増税が適用されることとなる。

（9）パナマ
加Pershimco Resources社、Cerro Quema金プロジェ
クトの鉱業権取得
　2014年11月13日 付 け 業 界紙等によると、加
Pershimco Resources社は、パナマに保有するCerro 
Quema金プロジェクト（金資源量23 t、粗鉱処理量10千
t/日を予定）の鉱業権を取得した旨を発表した。同社
によると、本年末までに環境社会影響調査を同国の環
境当局へ提出し、2016年末の操業開始を予定している。

（10）ニカラグア
Rincón de Los García金鉱山坑内崩落事故で4名死亡
　2014年11月26日付け業界紙等によると、11月24日に
Rincón de Los García金鉱山の坑内崩落により4名が死
亡する事故が発生した。当局によると、事故原因は坑
内の支柱が損壊したことによるものとの見方をしてい
る一方、同鉱山は閉山措置をしていたにもかかわらず、
無許可で採掘作業を行っていた。なお、ニカラグアで
は、本年8月28日に大規模な地滑りにより鉱山労働者
29人が坑内に閉じ込められ、2人が自力で脱出したほ
か20人が救出されたが、7人が依然として不明となる
事故が発生している。

（11）ジャマイカ
Alcoa社、アルミニウム精錬所の売却完了
　2014年12月3日付け業界紙等によると、Alcoa社は、
ジャマイカにボーキサイト鉱山を保有するJamalco社
（ジャマイカ政府とAlcoa社が権益比率45：55でJVを設
立）に関し、Alcoa社が保有する権益全て（権益比率55 
％の株式）をNoble Group社（本社：香港）へ売却が完了
するとともに、同鉱山のアルミニウム精錬所（アルミ
ニウム生産能力229千t/年）をCentury Aluminum社へ売
却が完了した旨を明らかにした。Alcoa社によると、
Alcoa World Alumina and Chemicals社（Alcoa社が60 ％、
Clarendon Alumina Production社が40 ％の権益を有する
JV）が、今後3年間にわたりJamalco社の現従業員の雇
用を確保したまま操業を継続する見通しである。

2．北米
（1）米国
Cypress社、NV州（ネバダ州）Gunmanプロジェクトで
亜鉛の高品位鉱脈を捕捉
　2014 年 10 月 14 日、 加 Cypress Development Corp.
（Cypress社）は、同社100％保有のNV州Gunman亜鉛・
銀プロジェクトに関する2014年のボーリング調査の分
析結果を発表し、亜鉛・銀の高品位鉱脈を捕捉したこ
とを明らかにした。当該調査では、11コア（合計で約
1,000m）のRCボーリングが行われ、一部のコアで地表
から約70mの間の平均品位で亜鉛13.35％、銀83.41g/t
の分析結果が得られた。その他のコアからも有望な分
析結果が得られている。
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Cliffs社、60億C$の減損処理を発表
　2014年10月17日、米石炭・鉄鉱石大手のCliffs 
Natural Resources Inc.は60億C$の減損処理を行うと発
表した。米国外における鉄鉱石および原料炭の厳しい
市況見通しが主な要因。この減損により、負債資本比
率が信用枠供与における銀行団との仕切りである45％
を超えるため、同45％ルールの削除を求めて、銀行団
と協議を行っている事を明らかにしており、同社は10
月末までに前向きな結論が得られると述べている。な
お、これまでに信用枠（12.5億C$）の引出しは行ってお
らず、9月末時点で2.5億C$の現預金を保有している。

キャタピラー、2014年Q3決算を発表
　2014年10月23日、建設機械メーカーで世界最大手の
米Caterpillar Inc.は2014年Q3の決算を公表した。売上
高は135.49億US$と前年同期134.23億U$とほぼ横並び
となったが、当期純利益（税引後）は10.17億US$で前年
同期比7.5%増の9.46億US$となった。なお、42億US$
相当の自社株買いを実行した結果、1株あたりの税引
き後純利益（希薄化後）は前年同期の1.45US$から
1.63US$に約12%増加した。
　同社のセグメント・地域別売上分析は次のとおり。
「建設機械分野は北米で好調だったが南米やアジア地
域の落ち込みで相殺され、前年同期比で2％（98百万
US$）の減少。また、資源分野も世界的な設備投資の
停滞、特に南米やアフリカ地域の落ち込みが前年同期
比で25～30％と大きく落ち込んだ結果、前年同期比で
19％（496百万US$）の減少となった。これに対して、
石油＆ガス分野は北米を中心に好調を維持しており、
前年同期比で13%増（663百万US$）の増加を記録し、
建機と資源の落ち込みをカバーした。」

Freeport-McMoRan社、AZ州（アリゾナ州）のMiami銅
製錬所を一時閉鎖
　2014年11月13日の地元報道によれば、11月12日、米
Freeport-McMoRan Inc.（FCX社）のMiami銅製錬所（AZ
州）は転炉から溶湯が流出した事故により火災が発生
し、操業を緊急停止した。FCX社の広報は、「事故原因
および設備へのダメージ、また休止期間や生産への影
響については、事故調査の終了までは不明」と回答し
ている。Miami銅製錬所は米国全体の約15％を占める
180,000t/yの生産能力を有しており、同社のAZ州や
NM州（ニューメキシコ州）の銅鉱山で生産された銅精
鉱を処理している。なお、銅価格は今回の操業休止に
反応しておらず、その背景として、同社が操業する
Atlantic Copper製錬所（スペイン）での埋め合わせが可
能な範囲である事、主な消費地である米中の需要が鈍
い事、等が考えられている。

（2）カナダ
RB Energy社、Quebec Lithium鉱山を休止
　2014年10月8日付の地元報道によれば、加RB Energy 

Inc.は操業継続に必要な資金が調達出来なかったた
め、QC州（ケベック州）で操業中のQuebec Lithium鉱山
を休止し、操業再開に必要な最小限の従業員を除いた
全従業員を一時的に解雇した。

Cameco社、Cigar Lakeウラン鉱山の鉱石から初の精
鉱を生産
　2014年10月8日、Cameco社は仏Areva社のMcClean 
Lake鉱山（SK州（サスカチュワン州））において、
Cameco社が操業するSK州Cigar Lake鉱山で採鉱され
た鉱石からのウラン精鉱生産を開始したと発表した。
　Cigar Lake鉱山は2014年3月から鉱石の生産がスター
トし、同年7月に操業エリアの一部で不十分な凍結部
分が見つかったことから一時生産を中止したものの、
同年9月に操業を再開した。これまでに1,400tの鉱石が
McClean Lake鉱山へ搬入されている。McClean Lake鉱
山の選鉱設備は、Cigar Lake鉱山の鉱石から最大1百万
lb（約454t）のウラン精鉱を2014年度に生産する予定
で、2018年までにフル生産の18百万lb/y（約8,165t/y）へ
増産する計画。

RB Energy社、債権者整理法を申請
　2014年10月14日、加RB Energy Inc.（RBE社）は、日
本の民事再生法や米国の連邦破産法11条（チャプター
11）に相当する企業債権者整理法（Companies' Creditors 
Arrangement Act：CCAA）を申請した。RBE社はチリ
北部のAgunas Blancasヨウ素鉱山と加QC州のQuebec 
Lithium鉱山を所有しているが、転換社債による資金
調達に失敗した事で、経営が行き詰った。現在、同社
はQC州最高裁判所の管理下にあり、今後、Hale 
Capital Partners, L.P.から最大13百万US$のブリッジロ
ーン（つなぎ融資）を受けながら、CCAAの下での再建
を進めていく。同社は、10月8日、同鉱山の操業休止
と操業の維持管理に必要な最小限の人員を残した全従
業員の一時解雇を発表していた。
　Quebec Lithium鉱 山 は、2015年Q1の フ ル 生 産
（20,000t/y）を行う計画で開発が進められており、2014
年6月にはバッテリーグレード（99.9％）の炭酸リチウ
ムの連続生産を開始していた。

QC州政府、ラブラドル・トラフ鉄道敷設のF/S実施へ
　2014年10月21日、QC州政府はラブラドル・トラフ
地域とSept-Îles港の間を結ぶ多目的鉄道建設に関する
F/Sに関し、Campion Iron社およびLac Otelnuk Mining
社との共同実施を発表した。当該3者はF/S実施の特定
目的会社Northern Quebec Railway Partnershipを設立済
みで、他の鉱山会社の参加も可能としている。当該F/
SはCanadian National（CN）鉄道および鉱山会社6社の
JV形式により2012年8月からスタートした初期F/Sをベ
ースとする追加F/Sという位置付け。なお、初期F/Sで
は、鉄道運営に必要とされる輸送量の確保が困難との
評価により、追加F/Sへの移行は棚上げとなっていた。
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　2014年4月の州議会総選挙において、北部開発計画
Plan Nordの復活を選挙公約の1つとして政権を奪還し
た自由党は、同年6月に発表した2014/2015年予算で当
該F/Sの実施を盛り込んでいた。

BC州（ブリティッシュ・コロンビア州）政府、違反調
査の実施期間を拡大する鉱山法改正案を提出
　2014年10月23日、BC州エネルギー鉱山省は、同州
の鉱山法（Mines Act）に違反したケースの調査期間を
拡大する修正法案を提出した。同州政府は、8月4日に
発生したMount Polley鉱山の鉱滓ダム決壊事故を受け、
鉱滓ダムの年次安全検査（Dam Safety Inspections）の実
施を前倒しで開始しており、また、検査結果を独立し
た第三者にレビューさせる追加調査の実施を既に発表
しているが、そうした調査で発見された違反に対して、
調査員や州の勅選弁護士（Crown Counsel）が調査や起
訴を行う時間を十分に確保する必要があると判断した
もの。
　現行法では期間を最長1年としているが、改正案が
承認されれば3年間に拡大され、2014年8月1日に遡及し
て、現在進行中の全ての調査に適用されることになる。

Cliffs Natural社、NL州（ニュー・ファンドランド・ラ
ブラドール州）Wabush鉄鉱石鉱山の閉山書類を州当
局へ提出
　2014年10月31日付の地元報道によると、Cliffs 
Natural Resources社は2014年2月から生産を休止してい
るNL州Wabush鉄鉱石鉱山の閉山計画をNL州政府へ正
式に通知した。カナダで3番目の生産規模を持つ同鉱
山はその休止以降、既に1億US$の費用が発生してい
た。同鉱山では約500人の鉱山労働者が雇用されてお
り、その内、50人は操業休止後もメンテナンスなどの
作業を行っている。州の天然資源大臣は閉山に理解を
示す一方で、直接・間接の雇用への悪影響を懸念して
おり、州としての支援を迫られている。なお、同社は
カナダ及び豪州に保有する他の鉄鉱石鉱山の売却も検
討している。

QC州の鉄鉱石・バナジウムプロジェクトが連邦政府
の環境許認可を取得
　2014年11月6日、 カ ナ ダ 環 境 評 価 局（Canadian 
Environmental Assessment Agency）は、 加 BlackRock 
Metals社が開発を申請しているQC州BlackRock鉄鉱
石・バナジウムプロジェクトについて、同社が包括的
調査報告書に記載した影響軽減策を講じることで、環
境への悪影響を与える可能性は少ないとする環境評価
結果を公表した。同プロジェクトは3百万t/yのマグネ
タイト（Fe品位：62～65％）の生産を計画している。

QC州先住民、ウラン探鉱・開発モラトリアムにレア
アースの追加を要望
　2014年11月6日の地元報道によれば、QC州ラブラド

ル地域に住む複数の先住民グループは開発許認可のモ
ラトリアムに関して、現在のウランに加えて、レアア
ースも追加する事を州政府に要望している。州政府は、
2013年3月28日、ウランの探鉱・開発・操業に関する
許認可に際し、その影響に関する調査が完了するまで
モラトリアムとすることを発表している。
　報道によると、43の部族の酋長で構成される
Assembly of the First Nations of Quebec and Labrador
（AFNQL）は、加盟する先住民の保留地に位置する加

Matamec Explorations社のKipawaレアアースプロジェ
クトに関して、当該先住民による開発の反対運動を支
援する立場を明らかにした。同プロジェクトは1.3
百万t/yの原鉱石を処理するレアアースの露天掘り鉱
山（マインライフ：15年間）として建設・操業を申請し
ているが、先住民側は生産設備の全てが川や湖、湿地
の近くに位置するため、伝統的土地へのアクセスや土
地利用に多大な負の影響があると訴えている。さらに、
AFNQLは州政府が先住民との協議を行う義務を十分
に果たしていないと主張している。

Tataスチールのラブラドル・トラフDSO鉄鉱石開発
プロジェクト、鉄道支線が完成
　2014年11月12日、New Millennium Iron Corp.（NML社）
は、同社が20％、印Tata Steel社が80％保有するJV会社 
Tata Steel Minerals Canada（TSMC社）の鉄鉱石を輸送す
る鉄道支線の供用が開始されたと発表した。TSMC社
はQC州とNL州にまたがるラブラドル・トラフ地域で、
直接船積鉱石（Direct Shipping Ore：DSO）プロジェク
トを保有しており、2016年のフル生産を目指して開発
を進めている。当該プロジェクトで生産されたDSOを
積出港のSept-Îles港へ鉄道輸送するため、本線につな
がる支線の供用開始が待たれていた。

QC州Red Chris鉱山の鉱滓ダムに対する第三者評価、
設計上の問題点を指摘
　2014年11月18日、地元報道は加Imperial Metals Corp.
（Imperial社）が開発中のBC州Red Chris銅・金プロジェ
クトについて、当該プロジェクトで設置される鉱滓ダ
ムが設計に従って建設、使用されるならば全く適切で
あると前置きしつつ、いくつかの地質構造上の問題点
が確認されたようだと報じた。2014年8月のMount 
Polley鉱滓ダム決壊事故を受けて、2014年12月の操業
開始を予定していたRed Chris銅・金プロジェクトにつ
いても、その鉱滓ダムの設計を第三者機関が検査して
いた。

Cliffs社、QC州Bloom Lake鉄鉱石鉱山の閉山を検討
　2014年11月19日、米Cliffs Natural Resources Inc.（Cliffs
社）は、同社がQC州で操業中のBloom Lake鉄鉱石鉱山
の閉山を検討している事を明らかにした。同鉱山は
Cliffs社が82.8％、中国の武漢鋼鉄（集団）公司の子会社
であるWisco Canada社が17.2％保有する鉱山で、2010
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年初めに生産を開始した。同鉱山では現在の生産能力
7百万t/y（フェーズ1）を、2014年に14百万t/y（フェーズ
2）、2015年に21百万t/y（フェーズ3）とする拡張計画が
予定されており、フェーズ2の拡張費用は約120億C$
と見積もられていた。同社によれば、負債や支出を最
小限に抑えるには閉山が最適との判断に至った。なお、
閉山に伴う費用支出は今後5年間で5.5～7.0億C$と見
積もられている。

Vale、新たな湿式製錬法を採用したニッケル製錬所
の開所式を開催
　2014年11月19日、ValeはNL州ニューファンドラン
ド島に建設したLong Harbourニッケル製錬所の開所式
を行った。同製錬所は硫化鉱に使用される初めての湿
式製錬法を採用している。同製錬所は50,000 t/yのニ
ッケル生産能力を有し、ニッケルのほか、銅、コバル
トも生産する。

QC州Mount Polley鉱山の流出鉱滓に掛かる除去費用
は57.4百万C$
　2014年11月20日、地元専門誌はMount Polley鉱山の
鉱滓ダム決壊事故に関する原状回復費用を100%オー
ナーの加Imperial Metals Corp.社（Imperial社）が57.4百万
C$と算定したと報じている。鉱滓流出の初期対応費
用として既に支出した20.3百万C$に加えて、今後の原
状回復に47.1百万C$が必要との同社試算に対し、多く
のアナリストの予想を大幅に下回ると地元専門紙は指
摘している。

3．欧州・CIS
（1）英国
＜LME＞
LME、倉庫改正ルールに関するコンサルテーション
を開始
　ロンドン金属取引所（LME）は2014年11月7日付で、
現物デリバリーネットワークとLME倉庫契約に関す
るコンサルテーションを開始すると発表した。LME
は独立コンサル企業のOliver Wyman社が実施した評価
結果を受けて、倉庫の搬出要件やスケジュールに関す
る変更を行っており、さらに最新のロジスティクスと
海運業界の性格に合った倉庫の設置場所に関する方針
も提案するとしている。なお、今回のコンサルテーシ
ョンではRusal社の控訴期間との関係で、倉庫賃貸料
やFOTに関する上限設定・出荷待ち時の課金禁止等に
ついては触れていない。提案への意見公募は2014年1
月から2月にかけて行われる予定で、新ルールの施行
は2015年6月中旬を目指している。

＜価格指標・値決め＞
新たな金指標価格の提供は2015年Q1から、米英5社
が選考対象に
　ロンドン金市場協会（LBMA）は2014年10月27日付け

で、新たな金指標価格の提供を2015年Q1から開始す
る予定であると発表した。LBMA及びLondon Gold 
Fixing Ltd.は、これまで1世紀続いた金値決めに代わる
新たな手法について2014年9月から第三者機関による
公募を行っており、現在、英Autilla Ltd.、米Chicago 
Mercantile Exchange/Thomson Reutersグ ル ー プ、 米
Intercontinental Exchange、英LME及び 英ICAPの5社が
候補者とされている。LBMAによると、規制当局の調
査を経て2014年11月に市場関係者の同意を求めるとし
て、2015年以降の正式導入を前に12月には試験的な運
用を行うとしている。

米Intercontinental Exchange系列のIBA社が今後新た
な金価格を提供へ
　ロンドン金市場協会（LBMA）は2014年11月7日付で、
新たな金価格の運営会社として、米Intercontinental 
Exchange 系列のICE Benchmark Administration（IBA）を
採択したと発表した。LBMA及びLondon Gold Fixing 
Ltd.は、これまで1世紀近く続いた金値決めに代わる
新たな手法とその運営を行う第三者機関の公募を行
い、 英 Autilla Ltd.、 米 Chicago Mercantile Exchange/
Thomson Reutersグループ、米Intercontinental Exchange
（IBA）、英LME及び 英ICAPの5社が応募したとされて
いた。LBMAによれば、各社について独立性、提供可
能なプラットフォーム、技術力、指標価格メカニズム、
短期的・長期的コスト及び規制面等の項目を市場参加
者が採点した結果、IBA社が最も高い得点を獲得した
としている。LBMAによれば、新たな金価格は2015年
Q1から提供される予定である。

（2）フランス
豪Variscan Mines社、ブルターニュ地方で鉛・亜鉛・
銅鉱床の探鉱権を取得
　豪Variscan Mines社は2014年11月10日付で、フラン
ス北部ブルターニュ地方において同国3件目となる探
鉱権を取得したと発表した。対象は鉛・亜鉛・銅・銀
で、火山性塊状硫化物鉱床として知られるPorte-aux-
Moines鉱床を含む。Porte-aux-Moines鉱床は、仏地質
調査所のBRGMが1980年代に資源量調査まで実施した
鉱床で、9,200 mのダイヤモンドボーリングの結果、
地表下300 mに20 m幅の高品位の亜鉛・鉛・銅・銀鉱
化帯を捕捉していた。Variscan Mines社はサンプリン
グ調査と空中物理探査を計画し、有望地点を絞り込む
としている。同社はフランスの他の地域についても複
数の探鉱権を申請しており、現在承認プロセスの途中
にあるという。

（3）スイス
Trafigura社、商社として初めてEITIに加盟
　スイス系商社のTrafigura　Beheer社（以下Trafigura
社）は2014年11月18日、採取産業透明性イニシアチブ
（EITI：Extractive Industries Transparency Initiative）に加
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盟し、2015年初頭からEITI加盟国及び準加盟国や資源
企業等への支出情報を公表する方針を明らかにした。
商社としてのEITI加盟は初めてで、商品取引事業に係
る公表基準の確立に向けて重要な一歩となる。EITIは
採取産業の透明性強化を目的に2003年に設立され、現
在は48か国が加盟している。

 （4）ロシア
ジンバブエとプラチナ鉱床開発に関する協力協定に調印
　ロシア及びジンバブエは、Darwendaleプラチナ鉱床
開発に関する協力協定に調印した。協定は、経済の低
迷するジンバブエに一括払いで最大の外国投資を行う
ことが盛り込まれており、ムガベ・ジンバブエ大統領、
ロシアのラヴロフ外相、マントゥロフ産業貿易相の出
席の下で調印された。
　同鉱床は、2024年のフル操業化により、鉱石年間処
理量は約1,000万ｔとなり、プラチナ年産80万ozが見
込まれる。第一フェーズ（2017年開始予定）では、露天
掘鉱山の建設（6億US$）を行い、プラチナ年産能力26
万5,000 ozを予定している。

Norilsk Nickel、ロシア中銀保有のパラジウム20億
US$相当を購入希望
　Norilsk Nickelはロシア中央銀行から20億US$相当の
パラジウムを購入すべく交渉中との報道有り。ロシア
中央銀行のパラジウム保有量は明らかにされていない
が、外貨準備高は約4,600億US$とされている。

Norilsk Nickel、Bystrinskoe銅・金・鉄鉱床開発のパ
ートナーを求める
　 ス イ ス の 商 社Glencore、Trafigura等 が、Norilsk 
NickelのBystrinskoe銅・金・鉄鉱床開発への参加に関
心を示している。Norilsk Nickelは、Bystrinsky採鉱選
鉱コンビナートの建設費10億US$を必要としており、
各社は製品購入の他に、建設中のコンビナートへの出
資にも関心を持っている。9月半ばに開催されたロシ
ア中国政府間投資協力委員会会合において、Norilsk 
Nickelは同プロジェクトに関して中国企業から12件の
オファーを受けた。中国は採鉱選鉱コンビナートの製
品購入のほか、プロジェクトのファイナンスにも関心
を示している。Bystrinsky採鉱選鉱コンビナートは
2017年操業開始予定、年産能力は銅6万2,000t、金6.3t、
鉄210万tが見込まれている。

スヴェルドロフスク州でレアアース生産開始へ
　ウラル連邦大学物理技術研究所は、ランタン、ユウ
ロピウム、テルビウムその他レアアースをウラン鉱石
から回収するプロジェクトの実施に向け、ロシア連邦
政府から3億ルーブルの助成金を得ることとなった。
さらに、大手企業からも別途3億ルーブルが提供され
る予定である。同大学は、レアアース生産量を現在の
100tから1,000tまで拡大することを目標としている。

2014年にベリリウム初生産へ
　2014年中にロシア国内初のベリリウム生産が行われ
る見込み。ベリリウムの国内生産技術を開発したのは、
Siberian Chemical Combine社及びトムスク工科大学の
研究者で、数百グラムの生産が予定されており、国内
商業生産は2020年までに開始する予定である。

Norilsk Nickel、投資ファンド経由でパラジウム買戻
しへ
　Norilsk Nickel社のパーヴェル・フョードロフ第一副
CEOは、市場からのパラジウム買戻しに向け、投資フ
ァンドへの参加を検討していると述べた。パラジウム
の買戻しは、Norilsk Nickel自身ではなく、同社が参加
する予定の投資ファンドが行う予定。
　同第一副CEOは、「当社は市場の大手重要プレーヤー
として世界のパラジウムの40％以上を生産している。
我々は、業界のパラジウム・エンドユーザーに必要な
ものがわかっており、販売チェーンを通じた最も円滑
な流通を保証する用意がある。過去10年間のようにパ
ラジウムを市場に投げ売りしてほしくない。」と述べて
いる。

Sayanogorskアルミニウム製錬所、輸入代替を促進
　Rusal傘下のSayanogorskアルミニウム製錬所（SAZ）
は、不安定なアルミニウム価格、対露経済制裁という
状況下において、輸入代替計画を実施している。
　SAZのアントン・サフチェンコ所長は、「当製錬所は、
アルミニウム事業部門の発展戦略に従い、アルミニウ
ムの品質を落とすことなく、3年以内にコークスを輸
入品から国産品に切り替える。」と述べている。

（5）カザフスタン
カザフスタン最大のGornostaevskoeコバルト・ニッ
ケル鉱床が操業開始へ
　東カザフスタン州に位置する、カザフスタン最大の
Gornostaevskoeコバルト・ニッケル鉱床の操業開始が
予定されている。同鉱床はベスカラガイ地区ドロン農
村地域にあり、鉱石が発見されたのは20年前である。
埋蔵量は2008年4月の試算により拡大し、カテゴリB
及びC１が1,310万t（ニッケル11万8,000tを含む）、カテ
ゴリC2が1,320万t（ニッケル11万7,000tを含む）である。
東カザフスタン州ベスカラガイ地区ヌルラン・スィデ
ィコフ地区長は、「プロジェクト費用は330億KZTであ
り、既に全ての地質調査が完了している。鉱床での発
破作業を開始するには政府レベルの契約を結ぶ必要が
ある」と述べた。

中国有色鉱業集団、Aktogay銅選鉱場の建設工事を請
け負い
　国有色鉱業集団公司は、唯一のコントラクターとし
て、カザフスタン東部に位置するAktogay銅選鉱場の
建設工事を請け負うことになった。Aktogay銅鉱山は、
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世界的大規模な銅鉱山として、2017年に生産開始する
見込み。
　同鉱山の開発は1974年に開始され、2004年に採掘権
がカザフスタン銅業株式有限公司に権限を授けられ
た。2011年12月に締結した協定に基づき、中国国家開
発銀行はAktogay銅プロジェクトに15億US$融資する
ことになる。

裁判所がKazakhmys社の2鉱山の操業停止を決定
　カラガンダ市の経済裁判所は、Kazakhmys社の
Yuzhno-Zhezkazgan鉱山及びVostochno-Zhezkazgan鉱山
における採鉱と特殊機器の操業停止を決定した。ジェ
ズカズガン市非常事態局はKazakhmys社に対し工業・
防火規準違反の是正を求めていたが、非常事態局が猶
予を与えた期間内に是正措置が実施されなかった。違
反が完全に是正されない間、鉱山の操業は再開されな
い見込みである。非常事態局は、工業・防火規準の違
反を見逃せば、鉱山で非常事態が発生し、悲劇を招く
恐れがあると主張している。
　Zhezkazgan鉱床の可採埋蔵量は、2014年7月1日現在、
3億6,700万t。Zhezkazgan地域はKazakhmys社の最大の
資源基盤であり、同社の採鉱量の約56％を占める。

（6）キルギス
鉱床開発に対する住民の抗議行動でキルギス政府は複
数の裁判を抱える可能性
　キルギス政府は鉱床開発に対する住民の抗議行動に
より、複数の裁判を抱える可能性がある。国家地質鉱
物資源庁のドゥイシチェンベク・ジラリエフ長官によ
ると、政府の訴訟代理人は現在国際的規模の企業数社
との裁判を抱えているが、国家地質鉱物資源庁自体も
64件の国内裁判の当事者となっている。長官は、地域
住民が企業に歩み寄ることなく鉱床開発に反対し続け
るなら、企業側は損害賠償を求めて政府を訴えるのみ
であるとしている。

Kumtor金鉱床の坑内採掘への移行で37億US$減収へ
　Kumtor金鉱床が露天採掘から坑内採掘に移行した
場合、キルギスは2014～2026年、36億7,800万US$の減
収となる。露天採掘を継続すれば収益は約50億US$と
なるが、坑内採掘に移行した場合は13億2,500万US$と
なり、74％減収となると予想されている。坑内採掘に
移行するためには2016年半ばまでに採掘を中止する必
要がある。坑内採掘開始には2億3,700万US$かかり、
キルギスは自国財源から1億1,900万US$を調達しなけ
ればならない。
　Kumtor金鉱床の採鉱量は現在1万6,500 ｔ/日だが、
坑内採掘開始後は1,500 ｔ/日に減少する可能性があ
る。配当支払は2022年まで停止となり、2,162人が失
業し、関連企業の収益は8億8,100万US$から3億US$に
落ち込む。

（7）ウズベキスタン
独Commerzbank、AGMKの近代化プロジェクトに
5,000万US$融資へ
　ドイツのCommerzbankは、Almalyk採鉱冶金コンビ
ナート（AGMK）の近代化プロジェクトに5,000万US$
の融資を予定している。Commerzbankの融資はIpoteka
銀行を通じてリファイナンスされる。Commerzbankが
タシケントを訪れ、AGMK再装備プロジェクトの長
期資金調達のための同行与信枠設定についてIpoteka銀
行幹部と協議を行った。
　Commerzbankは9月にAGMKの銅製錬施設近代化に
3,410万US$の融資を行っている。この融資は銅製錬所
における炉の建設（8,960万US$）に使われる予定であ
る。

4．アフリカ
（1）南ア
＜PGM関係＞
Implats、2014年Q3白金生産量、前年同期比25％減、
生産コストは62％増
　2014年10月29日付メディア報道によると、白金生産
大手Impala Platinum（Implats）は、2014年7月から9月ま
でのQ3白金生産量が28万ozで前年同期比で25.5％減少
し、一方で白金生産コストは前年同期比で62％上昇し
て26,698 ZAR（ランド） /ozとなったと発表した。同社
CEOのTerence Goodlace氏は前期は厳しい状況にあっ
たとコメントしている。同社の製錬所Impala Refining 
ServicesによるQ3白金地金生産量については、前年同
期比11％増の20.2万ozで、鉱石在庫により2014年1月
から6月にかけて発生した長期鉱山ストの影響は受け
なかったとしている。

＜合金鉄関係＞
Ntsimbintle Mining社、Mokalaマンガンプロジェクト
を開発へ、2015年末BFS完了予定
　2014年11月24日付メディア報道によると、BEE企業
の南アNtsimbintle Mining社は、カラハリ盆地の中央北
部に位置する新規Mokalaマンガンプロジェクトの開
発を計画していることを明らかにした。同社によると、
マンガン資源量は1,800万t、生産規模は年産80万tで、
追加ボーリング調査を実施して2015年末までにバンカ
ブルFSを完了させるとしている。なお、同社はTshipi
マンガン鉱山を保有するTshipi é Ntle Manganese 
Mining社株式50.1％を有し、Tshipiマンガン鉱山につ
いて、年産200万tを容易に超える生産能力を有してい
るが、現在は市況が低迷しているとして、市況が上向
けばすぐに増産できる状態にあるとしている。

Bushveld Minerals社、Bushveldバナジウムプロジェ
クトのプレFSを開始
　2014年11月20日付メディア報道によると、Bushveld 
Minerals社は、南アLimpopo州Mokopane地域に位置す
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るBushveldバナジウムプロジェクトのプレFS調査を開
始した。プレFS調査は2015年H1に完了する見通しで、
プレFS調査実施中に詳細FS調査を一部開始するとし
ている。現在、環境影響評価調査も実施しており、
2015年Q1 には鉱業権を申請するとしている。同社HP
によれば、当該プロジェクトは、MML層、MML上盤
層及びABゾーンの3つの隣接又は平行するマグネタイ
ト層からなり、JORC規定による資源量は、MML層が
資源量5,200万t、鉄品位45％、酸化バナジウム品位
1.48％、酸化チタン品位9.7％、MML上盤層が資源量
6,900万t、鉄品位29％、酸化バナジウム品位0.8％、酸
化チタン品位11.9％である。

Glencore及びMerafe Resources社のフェロクロム精
錬所、賃上げ合意でストが終結
　2014年12月1日付メディア報道によると、Glencore
及びMerafe Resources社が操業するフェロクロム精錬
所において、2014年9月から開始されていた1,500名の
労働者からなる賃上げストライキは、両社と労働組合
（National Union of Metalworkers of South Africa）との間
で合意に達し、操業が開始される見通しである。今回
の合意により、最低賃金労働者の賃金は今後3年間倍
増し、全体平均では、現状の手取り額7,000ZARから
12万ZARまで上昇するとしている。当該フェロクロム
精錬所権益に関しては、Glencoreは79.5 ％を保有し、
Merafe Resources社は20.5 ％を保有している。

＜企業・プロジェクトに関する動向＞
Vedanta Resources社、Gamsberg亜鉛鉱山開発への
投資を決定、Skorpion亜鉛精錬所を活用へ
　2014年11月13日付メディア報道によれば、Vedanta 
Resources社は、南アGamsberg亜鉛プロジェクトとナ
ミビアSkorpion亜鉛プロジェクトを統合して開発す
る。同社は両プロジェクトに対して3年以上かけて7.8
億US$を投じるとし、そのうち6.3億US$は、亜鉛年産
能力25万tの南アGamsberg露天採掘鉱山の開発、選鉱
所及びGamsberg地域の関連インフラ向けに支出され
る。残り1.5億US$は年産能力15万tのナミビアSkorpion
亜鉛精錬所の建設に投じられるとし、これにより、
Gamsberg亜鉛鉱山の鉱石を処理することが可能とな
り、2015年には閉山するとされていたSkorpion亜鉛鉱
山の操業を延長することにつながるという。Gamsberg
亜鉛鉱山のマインライフは13年で、2017年から2018年
にかけて生産を開始する計画である。

（2）ザンビア
ロイヤルティ率の引き上げに鉱業界が懸念を表明、引
き上げ実施は不透明
　2014年10月31日付メディア報道によれば、Lumwana
銅鉱山を経営する米Barrick社のJim Gowans共同社長
は、ザンビア政府が露天採掘鉱山に課すロイヤルティ
率を現行の6％から20％に引き上げた場合、Lumwana

銅鉱山の採算性に深刻な課題をもたらすと述べ、ロイ
ヤルティ率の引き上げが同国の鉱業界に深刻な結果を
招くとの懸念を表明した。政府は業界関係者を対象に
引き上げに関するコンサルテーションを実施していた
が、2014年10月28日の同国サタ大統領の死去を受けて
中断しており、今後の先行きは不透明な状況にある。
Barrick社の見解では、政府も引き上げに係る影響を理
解し、鉱業界の期待する方向に見直される可能性があ
るとしている。ロイヤルティ率の引き上げは2015年1
月1日に発効予定とされていた。

Kitumba銅プロジェクト、豪Blackthorn Resources社
が鉱業権を取得
　2014年11月18日付メディア報道によると、豪
Blackthorn Resources社は、ザンビアKitumba銅プロジェ
クトの鉱業権を取得した。鉱業権は25年間有効として
いる。初期FS調査によれば、当該プロジェクトの投資
額は3.5億US$で、銅生産量は年3.9万t、マインライフ
は11年とされる。同社は豪Intrepid Mines社と2014年8
月に合併しており、これによりKitumba銅プロジェク
トの詳細FS調査を完了させることが可能になったほ
か、同プロジェクトの周辺探鉱も行う予定としている。

（3）DRコンゴ
Glencore、Inga水力発電所の改修に3.6億US$を投資へ
　2014年11月27日付メディア報道によれば、Glencore
及びFleurette社は、3.6億US$を投じて電力公社SNEL
社のInga水力発電所（出力1,424 MW）の2つのタービン
と送電網の改修工事を行う。同国は2013年にザンビア
を抜いてアフリカ1位の銅生産国となったが、電力不
足が鉱業投資を遅らせる要因となっていた。例えば、
Katanga州Kamoto鉱山では2014年の5月と9月に合わせ
て862時間にわたり電力供給が途絶し、今ではザンビ
アから2倍の電力料金で輸入し、またディーゼル発電
を月300万US$かけて使用しているという。同国の水
力発電ポテンシャルに関しては、世銀によれば、中国
及びロシアに続く3位に位置するものの、90 ％が未開
発で6,500万人が電気のない生活を余儀なくされてい
る。同国政府は長期計画として、新たに3件もの計
4,800 MWに及ぶ水力発電所の建設を計画しており、
2015年にダム建設を開始し2020年には完工を目指すと
している。このうち、1,300 MWは鉱業セクター向け、
2,500MWは南アへ販売し、残り1,000MWを国内消費
に充てるとしている。

紫金鉱業、Kolwezi銅プロジェクト保有企業を買収
　安泰科によれば、紫金鉱業傘下の全額出資子会社で
ある金城鉱業有限公司は、浙江華友コバルト業有限公
司と「株式権益の買収協定」を締結した。金城鉱業は買
い手として、7,791.67万US$（約4.79億元相当）を出資
し、華友コバルト業が保有するDRコンゴLa 
Compagnie Minière de Musonoie Global SAS社の51％の
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株式権益及び一部株主の融資金、一部プロジェクト参
加費用を買収する。
　La Compagnie Minière de Musonoie Global SAS社 は
Kolwezi銅プロジェクトを保有し、当該鉱山の推定埋
蔵量は153.84万tである。現在、同プロジェクトは、
FS及び設計段階にある。同プロジェクトが稼動すれ
ば、紫金銅業の銅製錬プロジェクト（生産能力20万t/
年）の原料を提供でき、アフリカの鉱物資源開発への
参加が可能になる。

EITI遵守国の認定取消のおそれ、25社が2012年度報
告書を未提出
　2014年12月9日付メディア報道によれば、DRコンゴ
は、2014年12月31日までに2012年度の報告書を提出で
きない場合、採取産業透明性イニシアティブ（EITI：
Extractive Industries Transparency Initiative）から遵守国
（Compliant Country）としての認定を取り消されるおそ
れがある。DRコンゴのEITI代表Mack Dumba氏によれ
ば、2014年11月末までに報告義務であった2012年の生
産量及び税金及びロイヤルティ支払額に関して、同国
内の25社が未だ未提出であり、その中には2012年度の
会計監査を実施していない企業又は納税額を証明でき
ない企業も存在しているという。これを受けて、同国
Martin Kabwelulu Labilio鉱業大臣は2014年11月末に
Katanga州を訪れ、Katanga州鉱業大臣のAudax Sompwe 
Kuanda氏のほか、Katanga州のEITI代表を務める
Thierry Kabamba氏と会談を行っている。なお、DRコ
ンゴは2014年7月にEITIの遵守国に認定されたばかり
であった。

（4）モザンビーク
Baobab Resources社、Tete銑鉄・フェロバナジウム
プロジェクトの鉱業権申請が認可
　豪Baobab Resources社は2014年11月19日付で、Tete
銑鉄・フェロバナジウムプロジェクトの鉱業権申請が
認可されたと公表した。当該期間は25年間で、さらに
25年間の更新が認められている。2015年1月末までに、
鉱業権付与と鉱業契約締結に係る手続きが完了すると
している。Baobab社は、当該プロジェクトの権益85％
を保有し、残り15 ％を国際金融公社（IFC）が保有して
いる。IFCは2012年に実施したプレFS調査の結果をも
って、権益相当分の約190万US$を負担する。当該プ
ロジェクトは2008年に探鉱を開始しており、JORC規
定に基づいて、5.1億tの予測資源量と2.2億tの概測資
源量が確認されている。同社によれば、モザンビーク
政府は主要産業への投資インセンティブとして、優遇
税制を提供しており、例えば、BHP BillitonのMozalア
ルミニウム製錬所やKenmare社のMomaミネラルサン
ドプロジェクトに対しては、Industrial Free Zoneの権
利を付与して、売上高の1％の支払いを求める代わり
に、法人税、輸出入税や付加価値税を免除している。
当該プロジェクトについても同様の優遇措置が受けら

れるとして政府と協議を行うとしている。

（5）ジンバブエ
白金の未加工鉱石輸出時の15％課税を2017年まで延
期へ
　2014年11月27日付メディア報道によると、ジンバブ
エ政府は未加工の白金を輸出する鉱山会社に対し、
2014年1月以降、輸出額の15 ％を賦課していたが、こ
れを2017年まで延期するとした。Patrick Chinamasa財
務大臣によれば、鉱山会社に対し、精錬所建設の時間
的猶予を与えるためだとしている。

（6）ナミビア
Tschudi銅鉱山、2015年Q1にSxEw生産開始、資金
調達でも英投資会社と合意へ
　2014年11月7日付メディア報道によると、英
Weatherly International社はナミビアTschudi銅鉱山で採
掘作業を開始した。現在建設中のSxEwプラントから
の生産は2015年Q1に開始される予定で、銅地金の年
間生産量は1万7,000tの見込みとしている。なお、
Weatherly社は、2014年11月10日付で英投資グループ
のPolo Resources社による株式引受により308万£の資
金を確保したと報じられた。Weatherly社はさらに普
通株式の発行を継続して追加で220万£の出資を募っ
ているが、応募者がない場合はPolo社がこれを引き受
ける権利を行使し、Weatherly社の20.7％の株式を保有
することとなる。

（7）タンザニア
Kibo Mining社、Rukwa石炭発電プロジェクトに係る
発電所建設のプレFSを実施
　Kibo Mining社は、2014年11月10日、タンザニアで
計画中のRukwa石炭発電プロジェクトの一環として、
出力300MWの発電所建設にかかるプレFS調査が2014
年12月初旬には完了すると発表した。Kibo社CEOの
Luis Coetzee氏は、「今後のRukwa石炭発電プロジェク
トの推進に向けて戦略パートナーとの議論を控えてい
るこの時期に、予定を前倒してプレFS調査結果が見
込めることになったことはプロジェクトの実現性や価
値を高めることになる」と語った。同社では、今回の
プレFS調査が予定どおり完了すれば、石炭鉱山・発
電所の双方の統合型FSの同時進行が可能となるとし
ている。

Kibo Mining社、Metal Tiger社とJVによりウラン探鉱
案件を2015年から再開へ
　アイルランド系Kibo Mining社は、2014年11月21日
付で、これまで探鉱活動を休止していたタンザニアの
ウラン案件について、豪Metal Tiger社とMOUを締結
し、Kibo Mining社50％、Metal Tiger社50％のJVにより
2015年から探鉱活動を再開すると発表した。探鉱対象
は43件の探鉱権からなり、Iranga地域、Mbeya地域及
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びSongea地域に至る9,033㎢にも及ぶ。MOUに基づき、
Metal Tiger社は探鉱費用80万US$を負担することで対
象案件の50％権益を保有することが可能となる。もし
Metal Tiger社の支出額が期間内に80万US$に達しない
場合は、10％のフリーキャリーに移行し、30万US$に
満たない場合は、Kibo Mining社に同社の権益は移転
する。

（8）ブルキナファソ
大統領退陣を求め抗議行動が暴徒化し非常事態宣言を
発令、鉱山操業には現状影響なし
　2014年10月31日付けメディア報道によると、ブレー
ズ・コンパオレ大統領の2015年の大統領選の立候補を
可能にする憲法改正に抗議して大規模な反対運動が発
生し、同国政府は2014年10月30日、非常事態宣言を発
動した。これらの抗議運動は首都ワガドゥグのほか2
都市で発生しており、当局側との衝突により少なくと
も3名の抗議者が銃撃を受けて死亡し、複数の負傷者
が出ていると見られている。抗議運動はコンパオレ大
統領の退陣を求めており、同大統領は、自らの退陣は
否定したものの、国民の強い要望は理解し、民主的に
選出された次期大統領への権限移譲に関して対話は可
能であるとテレビ演説を行い、抗議運動の収束に努め
ている。同国はアフリカ4位の金生産国であるが、
Essakana金鉱山を操業する加Iamgold社はワガドゥグ
から320km離れていることもあり操業には影響がない
とし、Mana金プロジェクトの加Semafo社及びKarma
金プロジェクトの加True Gold Mining社も、今回の抗
議運動の影響はなく従業員の安全は守られているとし
て、通常どおり事業を行っていると報告している。

5．オセアニア
（1）豪州
ERA社、NT準州（北部準州）Ranger3ウラン鉱山深部
開発に関する環境認可申請書を提出
　2014年10月3日、NT準州でRangerウラン鉱山を操業
しているEnergy Resources of Australia（ERA: Rio Tintoの
68.39％子会社）は、深部開発プロジェクト（Ranger-3 
Deeps）に関する環境認可手続きを開始したと発表し
た。同社は本年度末までにプレFSを完成させ、2015
年1～3月までに同プロジェクトの最終意思決定を行う
予定。開発実施の判断をした場合の生産開始時期は
2015年末を計画している。

BHP Billiton、WA州（西オーストラリア州）ピルバラ
地域の鉄鉱石増産及び生産コストの削減計画を発表
　2014年10月6日、BHP BillitonはWA州ピルバラ地域
の鉄鉱石生産量の増産および生産コストの引下げに関
する計画を発表した。2017年までに現在の225百万t/y
から290百万t/yへ65百万t/y増加させるとともに、生産
コストを2014年度の27.50US$/tよりも25％以上削減
し、20US$/t（ロイヤルティを含まない山元コスト）以
下にする内容。

三菱商事RtMジャパン、Carbine Tungsten社のQLD
州Mount Carbineタングステン鉱山開発に15百万U$
の融資
　2014年10月7日、ASX上場の豪Carbine Tungsten Ltd.
（CTL社）はMt. Carbineタングステン鉱山の再開に必要
な開発資金を三菱商事RtMジャパン（RtMJ社）から獲
得したと発表した。RtMJ社が2014年2月に拠出した1
百万U$のローン借り換えを含む総額15百万U$の担保
付融資で、主に建設費に使用される。融資実行はCTL
社の取締役会承認と各種法的手続きの完了を以て実行
され、最終契約は2014年10月中に完了する予定。

BHP Billiton、スピンオフ会社のロンドン市場上場を
追加決定
　2014年10月16日、BHP Billitonはノンコア事業を集
約する新会社の上場先として、ロンドン株式市場
（LSE）を追加すると発表した。同社は新会社の上場先
について、オーストラリア株式市場（ASX）を第一上場
先とし、ヨハネスブルグ株式市場を第二上場先とする
ことを既に決定していたが、LSEで同社の株式を保有
する株主からの要求に応じ、LSEにも上場させる事を
決定した（LSEでの上場先はStandard Listing）。各市場
への上場時期については、当局の許可および株主総会
による賛成決議を以て、2015年前半の完了を予定して
いる。

豪： Talisman Mining社、WA州Sinclairニッケル鉱山
をGlencoreから購入
　2014年10月20日、WA州のジュニア探査企業
Talisman Mining社（ASX：TLM社）はGlencoreの100%子
会社で、豪州のニッケル生産事業会社XNA社（Xstrata 
Nickel Australia Aus Operations Pty Ltd.）からSinclairニ
ッケル鉱山を購入する契約の締結を発表した。買収金
額は10百万A$で、そのうち2百万A$は鉱山の再稼働時
に支払われる。同鉱山はニッケル価格の低迷により、
2013年8月から休止していた。

BHP Billiton、WA州でのQ1（2014年7～9月）の鉄鉱
石生産量が記録的数値に
　2014年10月22日、BHP Billitonは2014/2015年度Q1の
生産実績を発表した。
　WA州Pilbara地区における鉄鉱石生産量は前年同期
比で15％増の6,244万t（100％ベース：以下同じ）とな
り、過去最高を記録した。同社は、2013年に拡張工事
を終えたJimblebar鉱山での生産量が計画値を上回った
事および生産付帯設備（輸送インフラなど）の統合化に
よる生産効率の改善の2点が生産量増加の主な要因と
説明している。
　また、2016/17年度の鉄鉱石供給能力を2億9,000万t/
yに増産させ、同時に生産コストを現在の25％減とな
る20US$/tに引き下げる計画を発表している。

主
要
国
の
鉱
業
を
巡
る
最
近
の
動
向（
２
０
１
４
年
10
〜
11
月
）

鉱
業
動
向



2015.1　金属資源レポート 71
（550）

BHP Billiton、Olympic Dam鉱山の拡張計画よりもコ
スト削減を優先
　2014年10月31日、BHP BillitonはSA州（南オーストラ
リア州）Olympic Dam銅・ウラン鉱山の操業に関して、
拡張計画よりもコスト削減策を優先させる方針を発表
した。原鉱石の生産量を現在の4倍にする200億A$規
模の拡張プロジェクトを計画していたが、高コストと
価格低迷を背景として、当該計画は2012年から中断さ
れている。同社によれば、ウラン価格が依然として低
迷している状況においては、低コストでの鉱石処理方
法の確立が最優先されるとして、ヒープリーチングに
よる鉱石処理を導入する予定。

Cobre Montana社、リチア雲母からのリチウム回収技
術の利用に関する独占契約を締結
　2014年11月11日、Cobre Montana NL（WA州パース、
CM社）はStrategic Metallurgy Pty Ltd.（WA州パース、
SM社）との間でリチウムの回収技術使用に関するライ
センス契約締結を発表した。同契約により、CM社は
SM社が新規開発したリチア雲母（Lepidolite）から高純
度炭酸リチウム（99.5 ％）を回収する技術をWA州内お
よびCM社が選択する世界中の任意の2か所において、
最大で25年間独占的に使用できる。
　CM社は、「当該技術はリチア雲母から高純度炭酸リ
チウムを回収するプロセスにおいて、技術的な実現性
を有する世界で初めてのプロセスであり、また、常圧
下の湿式製錬法を採用している事で、かん水からの生
産コストに対抗できる。」、と説明している。

BHP Billiton、Nickel West事業の継続を発表
　2014年11月12日、BHP Billitonは売却を含めた事業
の見直しを進めていたWA州のニッケル事業Nickel 
Westに関して、売却ではなく事業継続によって、事業
価値の最大化を目指す結論を発表した。同社は2014年
5月14日に売却を最優先策とした事業の見直しを発表
していたが、合意できる売却価格に至らなかったとし
て、引き続き自社での事業継続を決めた。当該事業は
ノンコア資産を集約する新会社の下で、生産性改善に
よる株主価値の最大化を目指す。地元各紙は同事業の
閉山時に発生する莫大な環境回復費用が新会社にとっ
ての大きな負担となると報じている。

Rio Tinto、WA州ピルバラのKoodaideri鉄鉱石鉱山開
発の環境認可を取得
　2014年11月19日、地元各紙はRio TintoがWA州ピル
バラ地区Koodaideri鉄鉱石鉱山の開発に関する環境認
可をWA州環境保護局から取得したと報じた。同鉱山
はNewmanの北西約110 kmに位置しており、フル操業
時の生産量は豪州の鉄鉱石鉱山としては第3位の規模
となる70百万t/yを予定している（鉱山・選鉱設備およ
び輸送インフラの整備を含めた総開発費は35億A$で、
マインライフは30年）。

　Rio Tintoは豪州の鉄鉱石の生産目標を350百万t/年と
発表しているが、地元各紙は同鉱山の操業により、
Rio Tintoの鉄鉱石生産量は400百万t/年に達する見込み
と伝えている。

NSW州（ニュー・サウス・ウェールズ州）首相、鉱山
開発の許認可に要する時間の大幅短縮を約束
　2014年11月21日、NSW州Mike Baird首相は鉱山開発
の許認可に要する時間の短縮実現に関する見解を述べ
た。その発言によれば、同州は審査プロセスの合理化
による審査時間の半減および鉱山開発に反対する違法
な抗議団体に対する処罰に関する法律制定を行う、と
言う。
　同州政府の許認可には1,000日以上を要するケース
もあり、業界関係者は審査の長期化が同州における鉱
業活動を阻害要因になっていると強く批判している。

BHP Billiton、さらなる生産性の改善と資本効率の追
求をコミット
　2014年11月24日、BHP Billitonは中核事業（鉄鉱石、
銅、原料炭及び一般炭の一部事業、石油・ガスの4本
柱およびカリウム）において、キャッシュコスト圧縮
（26億U$/y）および生産性の改善による生産量増加（14
億U$/y）から成る40億U$の年間利益積み増し計画を発
表した。
　同社CEOのAndrew Mackenzie氏は、同日シドニーで
行われた投資家向け会合において、「ノンコア資産の分
社化により、2014年度の営業利益の95％を占めるコア
事業へ注力するシンプルな体制に移行する。優位性の
あるコア事業において、投資効率の改善および生産性
の改善を追求する事で、そうした額の利益ねん出は十
分に実現可能。」と述べている。
　一方、ノンコア事業（アルミニウム、マンガン、ニ
ッケル等）を統括する新会社設立について、国税局
（ATO）と外資審議委員会（FIRB）の承認を得ており、
計画どおり2015年5月末の分社化スケジュールで作業
を進めている事、また新会社の幹部人事も併せて発表
した。

Valence Industries社、SA州Uleyグラファイト鉱山の
操業を再開
　2014年11月25日、Valence Industries社（豪SA州アデ
レード：ASX上場）はSA州からの許可が得られ次第、
Uleyグラファイト鉱山の操業を再開すると発表した。
Eyre半島の南部に位置する同鉱山は、1800年代初頭に
発見され、豪州初のグラファイト鉱山として1920年代
に操業を開始したが、1993年にグラファイトの価格低
迷により操業を休止していた。同鉱山はフレークグラ
ファイト（鱗状黒鉛）を産出する事で知られており、過
去に採掘された約11,000tのストックパイルが貯鉱さ
れている。
　同社のChristopher Darby社長は、操業再開後、まず
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はフェーズ1として14,000t/yを生産し、その後、35
百万A$の資金調達により、露天掘りピット及び処理
プラントを新設するフェーズ2（50,000t/y）に移行した
いとしており、既に複数社と2～3年の買鉱契約を締結
しているとコメントしている。

Fortescue Metals Group、2015年度のCAPEXを半減
　2014年11月28日、豪州の鉄鉱石生産大手Fortescue 
Metals Group（FMG）は2015年度の鉄鉱石生産施設への
資本的支出（CAPEX）を当初計画の13億U$から6.5億U$
に半減させる方針を発表した。
　FMGのNev Power代表は、「鉄鉱石価格が低迷してい
る現在の状況においては、増産ではなく、キャッシュ
フローの実現に注力するのが適切な経営判断だ」、と
コメントしている。
　鉄鉱石価格は中国の需要低下およびメジャー2社
（Rio TintoとBHP Billiton）の大増産によって、2009年以
来、5年ぶりに70U$/t以下の安値となっている。

（2）ソロモン諸島
St Barbara社のGold Ridge金鉱山の尾鉱ダムが危険な
状態に
　2014年10月21日、豪州St Barbara社はガダルカナル
島Gold Ridge金鉱山の尾鉱ダムが本格的な雨季を迎
え、決壊する危険があると発表した。同鉱山は2014年
4月、サイクロンによる鉄砲水とその後の長雨により、
アクセス道路や橋が被害を受け、露天掘りピット内の
安全性および鉱山へのアクセスを確保できない状況と
なったため、操業を停止していた。その間に多数の不
法採掘者がピット内に侵入し、設備機器の安全利用が
不可能な状態が続いたため、尾鉱ダムに溜まった雨水
の放出にも影響が出ている。
　なお、同社はソロモン諸島政府へ鉱業権を返還する
手続きを2014年8月から開始したが、未だ合意に至っ
ていない。

（3）ニューカレドニア
Koniamboニッケル鉱山生産開始、Hollande仏大統領
が開所式に出席
　2014年11月17日、GlencoreはKoniamboニッケル鉱山
の開山式を行ったと発表した。式典にはFrançois 
Hollande仏大統領らが立ち会った。同プロジェクトは
設計生産能力6万t/y（FeNi中のNi純分換算）を有する鉱
山からの一貫工場で、2007年からスタートし、投資総
額は70億US$に上った。

6．アジア
（1）インドネシア
＜政府・政策に関する動向＞
地方自治法案可決により、県政府の鉱業許可権限廃止
　9月26日、インドネシア議会は新たな地方自治法案
を可決した。これにより、県政府の鉱業許可権限が廃

止され、中央及び州政府に鉱業権の発給権限が集中す
ることとなる。2009年鉱業法では、地方政府への当該
権限付与を定めているところ、今般の地方自治法案可
決により、矛盾が生じることになる。このため、エネ
ルギー鉱物資源省 （MEMR）のR. Sukhyar鉱物・石炭総
局長は、鉱業法改正の必要性について言及している。

政府、錫の生産を制限する方針
　インドネシア政府は鉱産物のガバナンスを維持する
ため、錫の生産に制限を設ける計画である。R. 
Sukhyar鉱物・石炭総局長は、「もし生産制限を行わな
ければ、いつ錫が枯渇するか我々が把握できない」と
述べた。錫生産制限により、国際市場での錫の価格の
上昇を引き起こすことも期待されている。
　今回は、中央政府は鉱山の統制には干渉せず、輸出
登録 （ET） を含む全ての調整は地方政府が行う。中央
政府は地方政府が発出するETを承認する予定である。

政府、Weda Bay社及びValeと鉱業事業契約修正に関
するMoUを締結
　10月17日、政府とPT Weda Bay Nickel（WBN）は北マ
ルク州ハルマヘラのニッケル鉱山に関する鉱業事業契
約（CoW）の修正に関する覚書（MoU）を締結した。
MoUによると、WBNはその株式の40％を売却するこ
とに同意している。本MoUはChairul Tanjung経済調整
担当大臣（エネルギー鉱物資源大臣代理を兼ねる）によ
ってサインされた。
　また、同日にはPT Vale Indonesiaとも修正CoWを締
結した。
　インドネシア政府とValeとの間に締結されたCoWは
以下の修正を含む：
・  同社CoWの鉱区サイズの即時縮小。また、2025年
12月28日のCoW満了における同社が事業活動を維
持するために必要となる鉱区を確保可能。
・  売上高の2％（ニッケル価格の上昇によっては3％）を
ロイヤルティとして納付。
・  同社株式の追加20％をインドネシア企業に売却。売
却は5年以内に実施。
・  PT ValeはCoW有効期間後に事業を継続するための
政府承認を要求可能。

Sudirman Said氏をエネルギー鉱物資源大臣に指名
　10月26日付地元メディアによると、インドネシア
Joko Widodo （Jokowi）大統領は同日、閣僚のラインナ
ップを公表し、その中で、国営兵器製造会社PT 
Pindadの元取締役社長Sudirman Said氏を新しいエネル
ギー鉱物資源大臣に指名した。
　Jokowi大統領は、Sudirman氏を選んだ理由として、
「エネルギー鉱物資源大臣には、強力な指導力、技能、
管理能力、そしてクリーン且つ高い献身性を必要とす
るため」と述べた。
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エネルギー鉱物資源大臣、政府の外資系鉱山の株式購
入に関して言及
　政府は、外資鉱山会社による株式売却に関し、全て
を購入の対象とするわけでなく、同国に利益をもたら
すものを対象とする計画について言及した。
　Sudirmanエネルギー鉱物資源大臣によると、鉱山会
社株式の購入に際しては、財務省、国営企業省及び工
業省の検討を経るとのこと。同大臣は政府による株式
購入対象の鉱山については言及しなかった。エネルギ
ー鉱物資源省は、まず国営企業省、財務省、工業省の
方針を聞く予定である。

政府、61件にC&Cステータスを付与
　MEMRは11月末、61件の鉱物及び石炭鉱業事業許
可（IUP）に「クリアかつクリーン」（“clean and clear”, 以
下C&C）ステータスを与えた。
　2011年に最初のグループがC&Cステータスを得て
以来、今回で13組目のステータス付与となる。C&C
ステータスは、2009年から施行された新鉱業法及び政
令2010年第23号に準拠する、鉱区重複がなく、必要書
類を提示できるものに対して与えられる。
　政府は、鉱業事業許可発給権を回復して以降、地方
政府による積極的な鉱業許可発給による混乱を整理す
るものとして、C&C証明の付与を開始した。10,000件
ほどある鉱業許可保持者のうち、C&C証明を持つ者
は半数に満たないと見られている。

数百の鉱業事業許可が無効、ジャンビ州が最多
　MEMRと汚職撲滅委員会（KPK）による鉱業に関す
る共同監督の結果、数百の鉱業事業許可（IUP）が無効
となった。ジャンビ州のIUP無効が最も多く、134件
となった。
　MEMR鉱物石炭総局のSukhyar総局長は、KPKとの
協力体制により操業における鉱山会社の違反を発見し
たと報告し、12州のうち4州でIUPの無効化があった
ことを明らかにした。4州で無効化されたIUPのうち、
134件がジャンビ州、106件が南スマトラ州、7件が西
カリマンタン州であると述べた。

＜その他の動向＞
PT Freeport Indonesia、2015年には株式売却を開始
する必要有り
　2014年11月14日付地元メディアによると、PT 
Freeport Indonesia（PTFI）は、政令No.77/2014の規定に
基づき、2015年10月14日までに、同国投資家に対する
株式売却を開始する必要があるという。前政権によっ
て発効された本規則によれば、PTFIは30％以上の株
式を売却し、持ち株比率を51％未満にすることを義務
付けられている。
　規則の発効から最初の1年で、PTFIは20％の株式を
インドネシア投資家に売却する必要がある。PTFIの
株式のうち、9.35％はすでにインドネシア政府が保有

しているため、PTFIは2015年10月15日までに10.54％
の株式を売却することとなる。株式売却完了の期限は
2019年10月14日までとなる。規則によれば、PTFIは
まずインドネシア政府に株式売却を打診しなくてはな
らない。もし政府がこれを辞退した場合、株式はイン
ドネシア民間企業に売却することになる。

PT Freeport Indonesia、労組と“New Era”協定締結
　11月24日付プレスリリースによると、PT Freeport 
Indonesia（PT FI）は労組と“New Era”協定を締結し、労
働関係の改善について合意した。当該協定に含まれる
主な内容は組合と経営側の不一致を解決する三者調停
パネルの設置であり、これは組合、PT FI及び独立機
関の代表によって構成される。
　PT FI経営側と労組リーダーは全ての労働者に相違を
解決するために生産停止（ストライキ）の必要性を取り
除くプロセスと同様に安全かつ生産性の高い環境を提
供するための礎として当該協定を称賛するとしている。
　同社が操業するGrasberg銅・金鉱山では、操業中の
事故等による操業停止が度々発生している。2014年に
は9月に2回の死亡事故が起きたことで、事故原因調査、
政府による安全審査の他、労働者による抗議デモによ
り操業が一時停止された他、10月末にも安全対策の見
直しを巡ってのストライキ実施が懸念されていた。
　なお、同社最高経営責任者のRozik Soetjipto氏は、
11月時点で80％生産であることを明かし、本年1月か
ら8月までの輸出停止や事故による影響からまだ完全
には脱し切れていないものの、長期的に影響はないと
している。同鉱山は、通常操業時には露天掘りで約
140,000t/日、坑内掘りは約80,000t/日の銅鉱石を生産
している。

（2）フィリピン
下院議員が新たな鉱石輸出禁止法案を提出
　フィリピン下院Francisco Matugas議員によって提出
された鉱石輸出禁止法案が11月26日に開催された下院
天然資源委員会で原則承認された。
　Matugas議員の案は、先に提出されているErlpe John 
Amante下院議員の案と統合され、技術ワーキンググ
ループを通して統合案として改正されるとのこと。し
かしながら現時点では、輸出禁止の可否については、
法的な決定がなされていない模様。
　Matugas氏の案では、鉄鉱石、ニッケル鉱石、クロム・
マンガン鉱石、及び他の戦略的金属の鉱石について輸
出の禁止を要求している。法案では、「国は、鉱業及び
他国に輸出する前に国内で処理された製品の利用と鉱
石の処理を行うプラントの建設と確立に努めなければ
ならない。」と記載されている。当法案ではまた、製精
錬所等が使用する電力の70 ％を自ら発電できるとい
うインセンティブを要求している。
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（3）カンボジア
UBCがカンボジア東部で浅熱水性鉱床の鉱化作用を
発見
　加Angkor Gold Corp. の2014年11月7日付プレスリリ
ースによると、カナダブリティッシュコロンビア大学 
（UBC） 鉱物鉱床探査ユニットが、同社がカンボジア

Ratanakiri州に保有しているOyadao South鉱区で、浅熱
水性多金属鉱床の鉱化作用を確認した。鉱化作用は、
2012年に白蟻塚を用いた地化学探査によってOtray地
区で確認され、続く広域マッピング、沢砂地化学探査、
空中磁気探査によって、広がりが明らかになってきた。
　Otray地区でのベースメタル地化学異常域と一致し
て、今回の調査で鉱染状の閃亜鉛鉱、方鉛鉱及び黄鉄
鉱を伴う石英脈群が発見された。分析の結果、Au 
0.07～7.95ppm、Ag 0.8～184.0ppm、Pb 23～7,280ppm、
Zn 7～33,300ppmの値を示した。

（4）ミャンマー
インドネシアTimahが錫製錬所建設を計画
　IDX上場の錫生産者PT Timah Tbk（Timah）は、ミャ
ンマーへの事業の拡大を計画している。Timahの
Sukrisno取締役社長によると、同社は現在製錬所に関
する検討を行っており、2014年末には結論を得る予定。
「我々は2015年にはミャンマーで製錬所建設を開始す
るだろう」と同氏は述べた。また、同氏は、製錬所の
建設には1,000億IDR　（8.3百万US$）の資金が必要で、
ミャンマー市場からのポテンシャルを活用するために
建設されるものである、とも述べた。
　製錬設備は、ミャンマーのPubyien-Tamokに2012年
にTimahが取得した10,000haの用地の一部に計画されて
いる。このエリアでは、年産12,000tの錫を生産予定で、
2015年の早いうちに商業生産を開始する予定である。

（5）中国
＜政府・政策に関する動向＞
国家備蓄局1万tのレアアース備蓄が搬入、企業による
商業備蓄量3,000t
　現地メディアによれば、9月16日、新たに1万tのレ
アアース製品が、贛州市で正式に搬入を開始した。贛
州レアアース鉱業有限公司の関係者の話によると、今
回のレアアース国家備蓄のために、五鉱希土、中国希
有希土公司、中色株式、包鋼希土、広晟希土、贛州希
土鉱業有限公司の6社が正式にレアアースの出荷を開
始する。
　関係者の話によると、今回国家が買い上げた商品は、
2014年7月31日に競争入札を終えており、国家の買い
上げ量は1万t、また上記6社が商業備蓄として3,000tを
新たに増加させる。全ての製品は2014年末までに揃う
見込みである。
　2014年以来、レアアース市場は持続的に弱含みであ
り、レアアース鉱石とレアアース製品の価格も持続的
に低迷しているが、9月以降、状況は変化しつつある。

工業情報化部、レアメタル管理条例公表か
　安泰科によれば、中国工業情報化部は、現下の国際
レアアース貿易状況の変動に対し、レアメタル管理条
例の公表を推し進める方針で、レアアース指令及びレ
アアース管理方法を改訂し、完備させるという。レア
アース製品遡及制度を創設すると同時に、WTO訴訟
で敗訴したことを受け、レアアース輸出割当制度も調
整せざるを得ない。そのため、工業情報化部は、レア
アース違法行為への特別取り締まり行動を行い、レア
アース大型企業集団の設立を速め、レアアース資源の
総合利用管理を規範化させる。

商務部、2015年工業品の輸出割当量を発表
　安泰科によれば、商務部は10月28日、「2015年農産品・
工業品輸出割当総量」（2014年第75号）を公表した。

2015年の農産品、工業品の
輸出割当量について（工業品のみ）

工業品

錫及び錫製品（金属量換算） 万t 1.7
アンチモン及びアンチモン製品

（金属量換算） 万t 5.94

インジウム（金属量換算） ｔ 231
銀（金属量換算） ｔ 5,387
マグネシウム砂 万t 167.3
タルカム（滑石）パウダー 万t 75
甘草及びその製品 ｔ 6,200
リン鉱石 万t 100

外国企業投資産業指導目録の改訂案に錫の探査・採掘
を禁止へ
　安泰科によれば、11月、国家発展改革委員会は、対
外開放を一層拡大するため商務部などの部署と共同で
「外国企業投資産業指導目録（2011年改訂版）」の改訂を
行い、2014年11月4日から12月3日まで公開で意見を求
めることを決定した。
　今回の「目録」改訂案では、外国企業投資産業禁止目
録の中に、タングステン・モリブデン・錫・アンチモ
ン・蛍石の探査・採掘、レアアースの探査・採掘、放
射性鉱物資源の探査・採掘・選鉱産業が含まれている。

国務院、「2014年投資目録」を発表
　現地報道によると、国家発展改革委員会は、11月18
日に「政府認可の投資プロジェクト目録（2014年版）」の
発表に関する記者会見を行った。同「目録」の中で、合
わせて38項目の認可権限の取り消しまたは委譲を行
う。同「目録」は、計12部に分けられ、そのうち注目さ
れる内容は、取り消し、委譲、監督管理の三分類であ
る。
取り消し：認可範囲をさらに縮小すること
　市場競争に充分対応できる、企業自身調整できる、
経済及び法律手段を利用し効果的に制御できるプロジ
ェクトに対し、認可制から届出制に切り替える。海外
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投資プロジェクトについては、不安定な国及び地域、
不安定な業界に係るプロジェクトを除き、その他のプ
ロジェクトに対して届出管理を行うものとする。
委譲：  認可権限の地方政府への委譲をさらに進めること
　23項目の認可を地方政府に委譲し、現段階で認可が
必要なプロジェクトに対しては、中央部門及び地方政
府の責任を明確に定める。
　外国企業投資においては、「目録（2014年版）」と結び
つけるため、関連部署ととともに「外国企業投資産業
指導目録（2011年版）」の改定を行い、11月4日からパブ
リック・コメントの募集をおこなっている。
　同「目録（2014年版）」において、全38項目の認可権限
を取り消しまたは委譲を行った。2013年、2014年の2
回の改訂によって、中央政府の認可を必要とするプロ
ジェクト数は、合わせて76 ％減、そのうち2013年で
は60 ％減、2014年ではさらに40 ％減少した。
監督管理：監督管理の徹底をさらに進めること
　レアアース、鉄鉱石、非鉄金属鉱山の開発プロジェ
クトのうち、レアアース鉱山の開発プロジェクトは国
務院業界管理部門による認可プロジェクトで、その他
のプロジェクトは省レベル政府による認可である。レ
アアースの製錬分離プロジェクトは国務院業界管理部
門による認可プロジェクトで、レアアース高度加工プ
ロジェクトは省レベル政府による認可プロジェクトで
ある。金の採掘選鉱プロジェクトは省レベル政府によ
る認可プロジェクトである。

＜レアアースの動向＞
包頭レアアース製品取引所、開業から6か月で各種希
土類製品の取引量1万t
　現地報道によれば、包頭レアアース製品取引所は、
3月28日に開業して以来、9月下旬までに各種レアアー
ス製品取引量は9,700ｔ（現物）、取引総額は約17億元
であった。

工業情報化部等8部署はレアアース違法行為取締り特
別行動計画案を共同発表
　中国工業情報化部は、10月11日、工業情報化部、公
安部、国土資源部、環境保護部、税関総署、税務総局、
工商総局、安全監督管理総局等の8部署は合同で「レア
アース違法行為取締り特別行動計画案」を発表した。
　同計画案では、各関連省（自治区、市）人民政府は関
連市・県政府の監督管理責任を明確に定め、関連部署
はレアアース採掘、生産、流通企業に対して徹底的な
検査を行い、違法採掘、違法製品の販売加工、脱税、
違法製品による地域外の領収書発行等行為に対して合
同取締り行動を行い、重要な生産地域では専用領収書
及び告発等に基づき2～3件の代表的な事件を調査して
処罰すると明確に決めた。

金川集団、甘粛レアアース集団の経営権を取得へ
　現地報道によると、甘粛省国有資産監督管理委員会

の傘下企業である金川集団は、甘粛レアアース集団へ
の再編を確定した。これにより北方レアアースの統合
事業の大勢が決定した。同集団が甘粛レアアース集団
の経営権を取得することにより、中国北部のレアアー
ス統合事業も決着がついた。中国北部には、競争力の
あるレアアース資源が3か所ある。その内訳は包頭白
雲鄂博レアアース資源、山東微山湖レアアース資源及
び甘粛の希土類材料である。そのうち、包頭白雲鄂博
のレアアース資源は包鋼株式が獲得する見込み。

工業情報化部、五鉱レアアース集団など三大レアアー
ス集団の設立計画案について間もなく論証へ
　現地報道によると、レアアース大型集団の設立は積
極的に推進されており、近いうちに広東省レアアース
集団、贛州レアアース集団及び五鉱レアアース集団の
大型レアアース集団の設立実施計画案に対し論証を行
い、レアアース大型集団の設立はほぼ2014年末で完了
する見込み。
　工業情報化部は、7月に中国希有レアアース集団、
北方レアアース集団及び厦門タングステン業のレアア
ース大型集団の設立計画案に対する認可登録を行っ
た。中国アルミ業公司、包鋼希土、厦門タングステン
業3社をそれぞれ本体とする。

昆明泛亜金属取引所ではレアアースの商業的な買い上
げ備蓄を実施
　安泰科によれば、昆明泛亜金属取引所では、新たに
酸化ジスプロシウム及び酸化テルビウムを上場し、直
ちに契約額は3,000万元以上に達した。これにより、
中国投資者が、初めて商業的な買い上げ備蓄方式でレ
アアース業界に参入したことになる。
　これまで、中国では南部、北部で地域性取引所を2
か所設置している。即ち江西贛州レアメタル取引所及
び包頭レアアース製品取引所で、レアアース製品をと
もに上場している。

広東レアアース集団、省内外の21社を統合する予定
　現地報道によると、広東レアアース集団は、同省内
外の21社のレアアース企業を統合する予定で、広東、
江蘇、山東、雲南、湖南及び豪州を対象とし、そのう
ちレアアース関連及び鉱山企業が10社である。
　広東レアアース産業集団が公表した資料によると、
同集団は、広東省内で12社を統合する予定で、その内
訳は、レアアース鉱山企業6社、総合利用企業1社、高
度加工企業4社、研究開発企業1社となっている。
　また、9社の省外企業を統合する予定で、その内訳は、
レアアース鉱山企業4社、製錬分離企業1社、総合利用
企業2社、高度加工企業1社、研究開発企業1社となっ
ている。
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南方レアメタル取引所、2014年1～10月のレアアー
ス取引額は40億元近くに
　現地報道によれば、本年1月に南方レアメタル取引
所が取引を開始以来、10月末までレアアース製品取引
センターの取引総量は40億元近くに達している。国内
最大の希土類酸化物取引プラットフォームとして、既
に酸化ジスプロシウム、酸化テルビウム等を含む16品
目の希土類酸化物が取引されている。

レアアースを資源税改革の対象に
　現地報道によると、中国政府関連部署は、レアアー
ス資源税の課税方式を従量課税方式から従価課税方式
へ変更することを計画している。未確定の計画案では、
北方の軽希土の資源税を22％に、南部イオン吸着型鉱
石の資源税を35 ％に設定し、国全体のレアアース資
源税負担は大幅に引き上げる見込み。
　レアアース資源税を従量から従価へ変更することに
よって、レアアース価格が市場相場によって変動する
ことになる。これまで資源税税率は地域政府が定めて
いたが、特に中・重希土を主とする南方省区では、江
西省を例として、資源税は1t当たり3.6万元で、広西で
は0.6万元とする。

韶関新豊、7,000t/年レアアース分離工場プロジェク
ト、2014年12月に建設開始
　安泰科によれば、新豊県回龍鎮にあるレアアース分
離工場プロジェクトは12月に建設を開始する見込み。
現在、プロジェクト建設開始前のパイプラインの移転、
道路建設、電力供給・給水など各種準備作業が順調に
進められている。
　新豊レアアース製錬分離工場プロジェクトは、中国
有色金属建設株式有限公司が指導的役割を果たし、投
資総額は約10億元で、敷地面積は286畝、年間レアア
ース精鉱の処理能力は7,000 tで、プロジェクトの建設
を完了した後、年間生産額は23億元に達し、納税額は
3.3億元に達する見込み。

＜企業に関する動向＞
参入許可条件に合格した再生鉛企業数はごくわずか
　安泰科によれば、中国工業情報化部、環境保護部な
ど5部署は共同で「鉛酸蓄電池及び再生鉛産業の規範的
発展の促進に関する意見」を公表する。鉛酸蓄電池及
び再生鉛業界を立ち遅れた生産能力の淘汰重点業界と
みなし、2015年末までに環境保護検査に不合格または
「再生鉛業界への参入許可条件」の要求に適合していな
い立ち遅れた生産能力が淘汰される予定で、期限が近
づいているにもかかわらず、合格できる再生鉛企業は
極少数にとどまっているためである。

馳宏亜鉛・ゲルマニウム社、新規増加した14万t亜鉛
製錬所、試験操業へ
　安泰科によれば、雲南馳宏亜鉛ゲルマニウム株式有

限公司傘下の子会社であるフルンボイル馳宏鉱業有限
公司の年間亜鉛生産能力は14万t、年間鉛製錬能力6万t
の製錬所が試験操業段階に入り、試験操業開始から3
か月以内に環境保護部にプロジェクト竣工による環境
保護検収申請を行い、検収に合格した後、正式に稼動
する。

＜その他の動向＞
中小規模鉛・亜鉛鉱山の生産は制限される
　安泰科が実施した国内の中小規模鉛・亜鉛鉱山企業
に対する調査研究の結果によると、現在中国国内企業
の稼働率は60％～65％近くの低水準を保ち、月間生産
量は100t～300tである。現在、亜鉛鉱山企業の稼働率
が低い理由は、以下のとおり。
◆ 中央政府が、鉱山への整理整頓事業に次第に力を入
れた。2014年9月12日、工業情報化部が発表した意
見募集稿に基づき、新規建設する鉛・亜鉛鉱山の基
準を大幅に引き上げ、単体鉱山10万t/年以上と設定
された。
◆ 中小規模鉱山企業の製錬所による資金滞納が深刻化
し、企業は資金面で大きなプレッシャーを受け、運
営が妨害されているため、一部の企業は生産量を縮
小または生産停止させた。
◆ 最近、市況が不安定化し、取引企業が買い占めかつ
売り惜しみするため、商売は以前より悪化している。
　西北地域の一部では高品位鉱床を発見しにくく、低
品位の鉛・亜鉛鉱山の利潤も低いため、数多くの企業
は生産量を削減している。

国内10種非鉄金属生産量（2014年Q1～3）は3,195万t
　安泰科によれば、2014年Q1～3の非鉄金属主要10種
生産量は、対前年同期比6.6 ％増の3,195万tで、伸び率
は前年比3.2ポイントの減少となった。そのうち電解
アルミニウム1,759万t （7.8％増、0.9ポイントの減）、
銅生産は前年比11％増、鉛生産5.6％減、2013年同期
では6.1％増で、亜鉛生産量は4.6％増で、酸化アルミ
ニウムは4.8％増となった。

2014年Q1～3の再生非鉄金属生産は対前年同期比
2％増加
　安泰科によれば、中国有色金属工業協会再生金属部
会によると、2014年Q1～Q3の中国の再生非鉄金属（銅、
アルミニウム、鉛、亜鉛）の総生産は737万t、前年同
期の722万tと比べ2％と小幅に増加した。
　2014年Q1～Q3の再生銅生産量は170万tで、対前年
同期比5.6％減、再生アルミニウムの生産量は約360万t
で、対前年同期比2.9％増加した。
　2014年Q1及びQ2の再生銅・再生鉛企業の生産経営
は非常に難航しており、生産量の減少率も比較的高か
ったが、Q3は改善し、大規模再生銅及び再生鉛企業
はフル稼働状態を保っている。再生アルミニウム及び
再生亜鉛企業の生産は比較的安定している。
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輸入鉛精鉱、保税倉庫に滞留
　中国税関のデータでは、2014年1～8月、中国鉛精鉱
輸入量（グロス量）は継続的に増加した。2014年1～8月
の国内鉛精鉱輸入量は110.4万t（グロス量、金属量55.2
万t）で、対前年同期比19.7％増加した。そのうち8月の
鉛精鉱輸入量は15.4万t（グロス量）、対前年同月比
5.7％増加し、対前月比では7.0％減少した。
　輸入方式別の統計では、1～8月期一般貿易による鉛
精鉱輸入量は79.9万t（対前年同期比18.1％増）で、国内
鉛精鉱輸入総量の72.4％を占めているが、保税倉庫に
滞留している鉛精鉱は20.1万tで、対前年同期比56.0％
増加した。これは国内鉛精鉱輸入総量の18％以上を占
めているが、これらの貨物は実際製錬所に購入または
利用されていない。特に2014年7､8月以降、保税倉庫
に滞留している鉛精鉱の数はそれぞれ43.4％、118.7％
増加した。保税倉庫に滞留している鉛精鉱の量は同月
輸入総量の30.9％（7月）、23.1％（8月）を占めている。

（2014.12.26）
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