
クイーンズランドの資源・投資概要 

クイーンズランド州地質調査局  

首席州政府地質学者  

 

トニー・ナイト 
 

Tokyo-Australia Investment Seminar 

29 September 2017 

 

 



クイーンズランドに注目する理由 

#1 – 世界有数の
鉱物・エネル
ギー資源地帯
が複数存在 

#2 – 発達した
操業インフラ網 

#3 – 今後の需給
ニーズに対応可能
な能力 

 2017年Fraser Institute社レポート 

 - 鉱物資源ポテンシャル 世界第4位 

 - 投資魅力度 世界第10位 

 「テクノロジー向け鉱物
資源」 

 先進的な探査・発見プロ
グラム 

 新規発見を加速する政
府支援 

Diamantina Mineral Province 



クイーンズランド  

鉱物資源の現在と未来 
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北西部鉱物地帯 

北東部鉱物地帯 

Diamantina鉱物地帯 



クイーンズランド 
工業用鉱物資源 

Carpentaria亜鉛地帯、北西部鉱物地帯 
 

•世界有数の亜鉛地帯：世界の既知埋蔵量の最大
で11％を占める 
 

•長年操業してきた鉱山での生産が安定、新たな鉱
山開発も進む（Dugald川など） 
 

•ベースメタル、貴金属、テクノロジー向け金属での
今後の発見が大いに期待できる 
 

•クイーンズランド州地質調査所（GSQ）主導の新
規発見プログラムにより大規模発見を加速 
 

•Carpentaria亜鉛地帯：2018年カナダ探鉱・開発
協会（PDAC）国際会議において特別イベントを開
催 



クイーンズランド 
テクノロジー向け鉱物資源 

複数の鉱物地帯 
 

•北西部： グラファイト、コバルト、銅、モリブデ
ン、レニウム、レアアース 
 

•北東部：コバルト、ニッケル、タングステン、 
錫、インジウム、シリカ砂、スカンジウム 
 

•Diamantina：コバルト、ニッケル、銅、レアア

ース、イットリウム、ニオビウム、ハフニウム、
ジルコニウム、タンタル、プラチナ 
 

•開発プロジェクト： 
• Aeon Metals社：Walford Creek 

 コバルト 

• Australian Mines社：Sconiプロジェクト
－コバルト、ニッケル、スカンジウム 

• Novonix社：バッテリー向け鉱物 



クイーンズランド  

鉱業セクターの新規開発プロジェクト 

「第2の有望性」 
 

•テーリングと低品位鉱石からの回収率向上に注力： 
政府が支援する「低品位鉱物」プロジェクトにより回
収率を向上させる機会と技術を創出  
 

•新世紀資源：Century鉱山のテーリングから220万ト

ンの亜鉛鉱石を回収すると共に、同鉱山のリハビリ
テーションを行い、「経済復興」を図る 
 

•Aeon Metals社：硫酸生成法として「パイライト（黄
鉄鉱）焙焼法」の実現可能性を検討中 
 

•クイーンズランド大学：微生物機能を用いた金属鉱
物のin-situ（地下、原位置）回収法のほか、資源価

値を向上させるため採掘プロセスのライフサイクル
に着目したアプローチを調査・実験中 



クイーンズランド  
政府支援 

 

•ノーザン オーストラリア インフラ 
基金：戦略的インフラ開発に50億ド

ルを資金援助（パイプライン、鉄道、
水管理など）  
 

•北西部鉱物地帯 戦略的支援計画：

同地での鉱業促進に向けて政府が
包括的支援を提供 
 

•ガス需給アクションプラン：国内外
市場向けにガス増産を実施 
 

•資源投資専門コミッショナー：探査
会社、投資家、顧客をサポート 
 



クイーンズランド 
地質科学研究への政府支援 

• 4カ年「戦略的資源探査プログラム」：鉱物資源
を中心とする地質科学研究を資金援助 

 

• 「Exploring for the Future」イニシアティブを遂
行するため連邦・州政府が緊密に連携 

 

• 政府の地質科学情報管理システムを大幅に近
代化 

 

• オーストラリア全土の研究機関と強力なパート
ナーシップを構築 

 

• クイーンズランド資源探査戦略 

 



LNG Port 

クイーンズランド 
強固な港湾・鉄道インフラを確立 
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クイーンズランド 
インフラ能力の拡充（Townsvilleの拡張など） 
3段階のインフラ開発（案）に 

12億ドルを投入 



クイーンズランド 
鉱業セクターへの投資促進と支援 

https://www.business.qld.gov.au/invest/investing-queenslands-industries/mining  

• 投資誘致 
o 国：オーストラリア政府協議会（COAG）  

o 州：クイーンズランド州政府貿易・投資庁（TIQ） 

o 州：資源投資コミッショナー 

 

• 広報 
o 情報公開：地図などのデータをデジタル化し公開 

o 業界イベント：国内外 

 

• 政策  
o 国：ガス供給戦略 

o 国：鉱物探査戦略 

o 国：投資誘致戦略 

o 州：ガス需給アクションプラン 
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情報提供（商業面）  
•Austrade International ： 投資ガイド 

•ABLIS検索サービス 

•FIRBアプリケーション 

•TIQウェブサイト 

•METS Ignited  

  対応窓口 
 
• 資源投資コミッショナー 
• 貿易・投資庁（TIQ） 
• 地質調査所（GSQ） 
• 州開発省 

              

問い合わせ  
•探査会社 
•投資家 

•オフテイカー  （サービス購
入者） 

クイーンズランド 
州政府担当窓口と情報提供までの流れ 

情報提供（技術面） 
•Resources Queensland モバイルアプリ      

•MinesOnlineMaps 

•MyMinesOnline 

•QDEXレポート  

•DNRM： 先住権問題 

•DNRM： ランドアクセス 
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Todd Harrington 
Resource Investment Commissioner 
Minerals and Energy Resources 
P: +61 7 3096 6125 
1 William Street, Brisbane QLD 4000 
E: todd.harrington@dnrm.qld.gov.au   

 

Tony Knight 
Chief Government Geologist 
Geological Survey of Queensland 
P: +61 7 3096 6135 
1 William Street, Brisbane QLD 4000 
E: tony.knight@dnrm.qld.gov.au 
 
 

Tak Adachi 
Trade and Investment Commissioner  
P: +81 3 6841 0595 
15F Shiroyama Trust Tower 
4-3-1 Toranomon Minato-Ku 
Tokyo 105-6015 
Japan 
E: Japan@tiq.qld.gov.au 

Queensland 
Key contacts 


