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金属資源を取り巻く現状・状況

○資源ナショナリズムの再興

外資規制と課税強化の動き

金属資源を取り巻く現状 状況

外資規制と課税強化の動き

○中国の動向

・資源需要（金属消費）の急増、レアアース・レアメタルの生産集中、レアアース資源需要（金属消費）の急増、レアア ス レアメタルの生産集中、レアア ス
の輸出抑制、資源確保のための海外投資（権益買収）の積極化

→ 資源確保を目指す日本への影響が大きく、原料市場での優位性が低下

○探鉱開発プロジェクトの動向

・新規有望探査鉱区が減少し、優良案件の発掘・形成が困難

開発における初期投資額が増大し 参入条件は悪化・開発における初期投資額が増大し、参入条件は悪化

○鉱石の低品位化、難処理化

採掘の深部化 鉱石の低品位化による技術リスク・生産コストの増大採掘の深部化、鉱石の低品位化による技術リスク 生産コストの増大

○資源メジャーによる供給の寡占化

国際的な資源生産メジャー企業が再編を通じて市場支配力を一層強化国際 な資源 産 ジャ 業 再編を通 市場支 力を 層強化
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ＪＯＧＭＥＣのミッション

○近年 国際エネルギ 市場は需給両面の様々な要因から大きな構造変化を迎え 原油価格は高値で推移

第二期中期目標の背景
○近年、国際エネルギー市場は需給両面の様々な要因から大きな構造変化を迎え、原油価格は高値で推移。

○世界市場成長や資源メジャー寡占化によりベースメタル、レアメタル、ウランも急激な価格上昇や需給逼迫を経験。

○資源保有国では「資源ナショナリズム」も台頭、中長期的に資源・エネルギーの需給逼迫状況の継続が予想。

○国は「新・国家エネルギー戦略」において、「国民に信頼されるエネルギー安全保障の確立」をはじめ３つの戦略目標を設○国は 新 国家 ネルギ 戦略」において、 国民に信頼される ネルギ 安全保障の確立」をはじめ３ の戦略目標を設
定。また、原油の自主開発比率を2030年までに引取量ベース40％程度まで拡大する数値目標を設定。

○上記を踏まえ機構は、資源・エネルギー安全保障に関する政策実施機関として、これまで以上に業務を着実に推進し、
成果を上げることが必要。

① 資源・エネルギー開発の中心的機関としての役割

第二期中期目標（前文）が示すJOGMECの役割
① 資源 エネルギ 開発の中心的機関としての役割

② セキュリティの最後の砦である備蓄を担う機関としての役割

③ 環境保全の一翼を担う機関としての役割

石油・天然ガス開発支援 金属鉱物資源開発支援 資源備蓄 鉱害防止支援

資源外交の積極的推進や、我が国企業の海外資源開発に
関する環境整備といった国の政策と連携し、民間企業の
ニーズを汲み取りながら、資源・エネルギー開発の中心的機
関として、我が国の自主開発に貢献する。

安全かつ効率的な運営にも
十分留意しつつ、資源備蓄
を引き続き着実に運営・実
施するとともに、緊急時にお

鉱害防止を支援する唯一
の機関として、最新の鉱害
防止技術を絶えず蓄積し、
環境保全と効率的な運営

を 鉱害防
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ける機動的な備蓄の放出を
実行する体制を整備する。

の両立を図りつつ、鉱害防
止支援業務を着実に実施
する。



金属資源開発支援のミッション

金属資源開発支援のミッション

海外資源国における我が国企業の資源権益確保・自主開発輸入拡大のため探鉱プロジェクトの

形成から探鉱・開発・生産の各段階における支援を実施。また、循環型社会形成のために金属製

錬技術等を活用した技術支援を実施。

リスクマネー供給権益確保支援

債務保証探鉱出融資
（JV調査）

プロジェクト支援
（海外地質構造調査等）

事前段階 探鉱段階 開発段階 生産段階
資源開発の流れ

（我が国企業）

技術開発
探査技術開発

情報収集・提供
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探 鉱（地質情報の収集等､地質構造の解明） 鉱害防止資源循環・備蓄開発・生産Early Stage Late Stage

金属資源開発支援ツール

民間企業・地方自治体及び国の
施策への支援

国が監督している義務者存在鉱

循環型産業形成のための技術

支援

小型電子機器等中に含まれる

メタ の高効率分離 回収

開発対象の低品位化に対応でき

る新たな技術開発の推進

低品位鉱を処理できるバイオ

海外において本邦法人等が
探鉱する権利を有する地域

資源機構自らの探査 民間企業の探鉱への支援

Early Stage Late Stage

海外において資源機構が

外国法人等と共同で金属

鉱物資源の賦存状況に係
山の事業主体である民間企業

に対する技術開発・技術情報提

供

レアメタルの高効率分離・回収

技術の開発

超硬工具に含まれるタングステ

ン等の高効率分離・回収技術の

開発

低品位鉱を処理できる イオ

リーチング等を活用した湿式製

錬技術開発 （交付金：17FY～）

金属資源技術研究所でのカラム

浸出試験等の実施

について、当該法人から負担
金を受けて資源機構が地質
構造探査を実施。

海外地質構造調査（交付金）

海外において外国法人と共

鉱物資源の賦存状況に係

る調査を実施。有望な案

件を本邦法人へ引き継ぐ

ことを目指す。

ジョイントベンチャー調査

国が補助金を交付している義務

者不存在鉱山の事業主体であ

る地方自治体に対する技術支

援及び技術開発・技術情報提供

開発

リサイクル拠点が集積する地理

的利点を生かし、金属資源技術

研究所での基礎的・基盤的調査、

研究の実施

内外の研究機関との共同研究の

実施

資源開発投資を強化する我が

海外において外国法人と共
同で地質構造調査を行う本
邦法人に対して助成金を交
付。

海外共同地質構造調査（補助金）

事業（交付金、委託費、補
助金）

援及び技術開発 技術情報提供

国の鉱害防止に係る補助金の

効率的活用の観点から、多くの

鉱山に共通する技術課題を抽

研究 実施

（金属資源技術部）

資源開発投資を強化する我が

国企業に対する技術支援（交付

金）

我が国企業が有する操業現場

のニーズに対応した技術支援や

希少金属備蓄

希少金属備蓄の機動的放出

海外において外国法人と共
同でウラン探鉱に必要な地
質構造調査を行う本邦法人
に対して助成金を交付すると
ともに、ウラン探鉱に必要な
調査を実施

出し、その対処方針を策定する

技術支援の実施

（鉱害防止支援部）

の ズに対応した技術支援や

資源開発評価支援等のコンサル

ティングの実施

（金属資源技術部）
（資源探査部）

（資源探査部）

長期的観点からの深海底鉱物資源探査

海 資

国家備蓄物資の売却

国家備蓄の効率的運営

備蓄物資の品質を維持するため、

品質検査を実施

調査を実施。

海外ウラン探鉱支援事業
（補助金）

海 外 探 鉱 出 融 資
鉱害防止資金･ 鉱害負担金資

金融資

（鉱業融資部）

融資制度について、従来の一律固定金利から貸付期間に応じ
た金利に制度改正（18FY～）

債務保証時の連帯保証人免除及びカ
ントリーリスクを勘案した保証料率に制

深海底鉱物資源に係る地質調査を実施（交付金） レアメタル国際需給の実態把握

機構自ら備蓄物資や要注視鉱種の

需給・価格動向をフォローし、情報

提供

（希少金属備蓄部）

（金属資源技術部）

海外開発資金債務保証

情報収集・提供事業 （企画調査部）

（鉱業融資部）
（鉱業融資部）

（鉱業融資部）
度改正（18FY～）

活発化している我が国企業の海外における探鉱開発事業を踏まえた計画的かつ確実な情報発信の実施

（希少金属備蓄部）
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ⅠⅠ．．支援の強化支援の強化

金属資源開発支援の事業戦略

-従来のベースメタルに加えて、レアメタル、ウラン等を重点鉱種として位置付け、支援体制を強化

ⅡⅡ．．戦略的重点地域戦略的重点地域 （※右図参照）

-ベースメタル⇒先進国や環太平洋地域スメタル 先進国や環太平洋地域

-レアメタル・ウラン⇒従来の豪州・カナダに加え、中央アジア・アフリカ等新規国

ⅢⅢ．．戦略的アプローチ・手法戦略的アプローチ・手法

金融支援-金融支援

探鉱出融資、開発資金債務保証制度の抜本改正及び

財源の大幅充実。（ 債務保証基金170億円 等）

-JV探査

●カザフスタン、ウズベキスタン
（ウラン・レアメタル等の共同調査、
技術支援、金融支援）

JOGMEC自ら、国営鉱山会社、ジュニア企業等と共同

（JV方式）で探査を実施、我が国企業に優良案件譲渡。

-技術開発

回収プロセス確立によるレアアース、リチウムの権益

●ベトナム
（レアアース等の共同調査）

中国
（レアアース等の情報交換）

●ブラジル・Vale
（共同調査）

回収プ セス確立によるレアア ス、リチウムの権益

取得、有効利用支援。

リモートセンシング、SQUITEM等探査技術開発を実施。

-情報提供、人材育成等

連携 鉱山周辺イン ラ / 調査

●ペルー
（鉱害防止支援）

-ODAと連携した鉱山周辺インフラF/S調査

ⅣⅣ長期的視点での投資長期的視点での投資

-海底熱水鉱床の資源量評価と新海洋資源調査船建造
●ボツワナ 南ア

●チリ
（情報交換）

-低品位・難処理化への対応技術研究

ウラン・レアメタル重点地域

●ボツワナ、南ア、
ザンビア、モザンビーク
（レアメタル等の共同調査）

ベースメタル重点地域

●ボリビア
（リチウム開発支援、

共同調査、鉱害防止）
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◎積極的な資源外交展開

平成21年度実績概要①

◎積極的な資源外交展開

◇ボリビア・ウユニ塩湖リチウム資源開発に向けて、日本企業と連携。

・JOGMECトップによる資源外交

ボリビアで経済開発セミナ 開催（H22年2月）

◎資源確保に係る技術・金融支援スキームの連携

・ボリビアで経済開発セミナー開催（H22年2月）

ボリビア・ウユニ塩湖
我が国企業がリチウム生産を検討中

ボリビア経済開発セミナー
（H２２年２月＠ラパス）◎資源確保に係る技術 金融支援スキ ムの連携

(1)カザフスタン

◇カザフスタンのウラン残渣からのレアアース回収プロセス研究を支援。本技術開発の成果
を受けて、我が国企業が事業を推進。

(2)ベトナム

◇金属鉱業事業団が鉱量調査を行 たド パオ 鉱床に 我が国企業に◇金属鉱業事業団が鉱量調査を行ったドンパオ・レアアース鉱床について、我が国企業に
対して、JOGMECは、レアアース分離技術、鉱山周辺F/S調査を通じ支援。

◇ラオカイ地域を対象に、平成１９年１０月ベトナムとMOUを締結し、レアアース等の広域調
査を実施中。うち、一部のレアアース有望地区に我が国企業の参入が決定し、引継ぎを実

カザトムプロムとのMOU締結

シンクエン銅鉱床

ムオンフォン地区を実施中。う 、 部 有 我 国 業 参入 決定 、 継ぎを実
施。その他の有望地区については調査を継続し、データを適宜我が国企業へ開示して、引き
続き鉱区取得を支援中。

(3)アルゼンチン

イェンフー地区ドンパオ鉱床
ハノイ

ハイフォンラオカイ地域
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(3)アルゼンチン

◇塩湖からのリチウム回収案件につき、リチウム製造技術支援、周辺インフラF/S調査、地
質構造調査を通じ多面的に支援。

ベトナムでのレアアース調査地域



◎JOGMEC発足後初の探鉱出資、開発債務保証を実施

平成21年度実績概要②

◇ソロモンのニッケル案件への出資（H22年3月）

◇チリ銅鉱山（H21年8月）、カナダ銅鉱山（H22年3月）の2件の債務保証を実施

◎ 調査 成果

初期剥土中のチリ・エスペランサ鉱山
（債務保証案件）

◎JV調査の成果

◇今年度、レアアース、白金族等のレアメタルを中心に１５件の新規JV調査を立ち上げ、

計４６件のJV調査を実施。
（債務保証案件）

◇このうち、ペルーで有望な鉱脈を捕捉した亜鉛案件を我が国企業海外子会社へ譲渡したほか、

ベトナムのレアアース案件の一部地域に我が国企業が参入し、JV引継ぎは２件に。
引継案件

◎リモセンセンターを核とした南部アフリカ地域の案件発掘

◇平成20年7月、ボツワナ・地質リモートセンシングセンターを設置。

レアメタルのポテンシャルが高いSADC 諸国 との共同調査を展開中。

※SADC：南部アフリカ開発共同体

◇ボツワナとの共同調査の結果、ボツワナでプラチナJV事業を立ち上げ。 ボツワナ・リモートセンシングセンター
南部アフリカ開発共同体(SADC) 

◎新調査船建造開始

◇今年度新たにザンビア及びモザンビークとMOUを締結し、レアメタル等の共同調査を実施中。 タンザニア、ザンビア、ボツワナ、
モザンビーク、アンゴラ、ジンバブエ、
レソト、スワジランド、マラウイ、
ナミビア、南アフリカ、コンゴ（民）、
モーリシャス、マダガスカル、セーシェ
ル
（赤字はMOU締結国）
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◎新調査船建造開始 （赤字はMOU締結国）



・ ボリビア・リチウム開発への参入を目指す我が国企業を支援
ボ ビ

新規

資源外交

・2商社、JBIC、NEXIを束ねたALL JAPAN体制でボリビアに共同開発を提案、
定期協議実施に合意。（H21年6月）

・企業の行うリチウム回収技術開発、周辺インフラF/S調査を支援。
・鉱害防止セミナー（H21年7月）、経済開発セミナー（H22年2月）開催による側面支援を実施。

・資源国等とMOUを締結
新規

電気自動車等の蓄電池として大幅な需要拡大が見込まれるリチウム資源獲得

ボリビア経済開発セミナー
高橋大臣政務官（右）、カロ大臣（左）・資源国等とMOUを締結

・レアメタルの賦存が期待されるザンビア、モザンビークとの鉱物資源開発分野における
関係強化を図るMOUを締結。

リモセンセンターを中核とした南部アフリカでのレアメタル確保

高橋大臣政務官（右）、カロ大臣（左）

・ペルー、フランスと鉱物資源分野での情報交換等に係るMOUを締結。

レアア スの賦存が期待されるベトナム カザフスタンでの技術 金融支援
新規

中期目標・計画のポイント 平成21年度実績

ザンビアとのMOU締結

・レアアースの賦存が期待されるベトナム、カザフスタンでの技術・金融支援

技術開発支援を金融支援につなげ、レアアース権益確保に寄与

新規

中期目標・計画のポイント

・国営鉱山公社や主要企業
とのトップ会談を実施、協
力枠組み（10件）を構築。

・ボツワナ・リモートセンシング事業の一環として、同国でセミナーを開催し、SADC諸国より80名以上参加

・ウズベキスタン地質鉱物資源国家委員会とウランに係る共同調査を開始（H19年度MOU）

・資源国等有力者招聘を実施。（ザンビア鉱業大臣、ペルー鉱山エネルギー省次官、Raw materials Group社会長）
・日中レアアース交流会議開催支援。中国との関係強化により、我が国企業の長期的かつ安定的なレアアース資

平成21年度実績
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・閣僚レベルが頻繁にいけ
ない鉱物資源国での資源
外交支援。

中 アア 交流会議開催支援。中国 関係強化 り、我 国 業 長期的 安定的な アア 資
源調達を支援。

・ペルー鉱山エネルギー省次官を招聘し、資源探査・鉱害防止分野での協力に係るMOUを締結。また、「ペルー
鉱業投資セミナー」開催等により我が国企業との関係強化を図った。



（１）企業支援・ネットワーク構築・人材育成（１）企業支援・ネットワーク構築・人材育成

情報収集・提供

・鉱山周辺インフラに係るF/S支援を実施。
ボリビア、ベトナム、アルゼンチン等7件のプロジェクト（調査費用 約30～60百万円/件）を実施。

本邦企業による海外での資源開発案件を側面支援

新規

Mining INDABA ミニスターフォーラムでの講演

本邦企業による海外での資源開発案件を側面支援

・国際会議やメタルサルーンでのネットワーク構築
メタ サ をブ ジ 大使館と共催 社 各国大使館関係者 我が国企業などが参加・メタルサルーンをブラジル大使館と共催、Vale社、各国大使館関係者、我が国企業などが参加。

・アフリカ地域最大級の鉱山関係国際会議Mining INDABAにおいて、担当理事が講演。

資源国関係者との国内外でのネットワーク構築に寄与

・人材育成事業
＜社会人対象＞ ＜学生対象＞

・資源開発基礎講座を開催（年３回） ・東京大学、九州大学、早稲田大学にJOGMEC職員を講師として派遣。

Mining INDABA ブースでJOGMEC事業を説明

・資源大にJOGMEC職員を講師として派遣 ・学生を対象とした座学研修、プログラム開発等を実施。

将来の我が国資源産業を担う若手資源技術者育成に貢献

中期目標・計画のポイント

・企業へのF/S等技術支援を実施。
・国際会議での広報・講演を通じ

て、我が国資源外交を支援。

・経済産業省からの委託を受け、我が国企業の実施する鉱山周辺インフラF/S調査７件を支援。

・豪州等10件の鉱業関係国際会議等でブース出展や講演を実施。

資源国要人来日時や 資源国 の訪問の機会を通じ 以下の要人面談を実施

平成21年度実績

て、我が国資源外交を支援。
・公的知識・情報センターとして、

セミナーや大学の特別講義等
人材育成機能を強化する。

・資源国要人来日時や、資源国への訪問の機会を通じ、以下の要人面談を実施。

ラオス計画投資大臣、豪州北部準州首相、ザンビア財務・国家計画大臣、-ベトナム天然資源環境省副大臣 他
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海外ネットワーク構築資源開発基礎講座

情報収集・提供

有力者招聘
JOGMEC発足以降の主な招聘者：
モンゴル鉱物資源庁長官･原子力エネルギー庁長官
COCHILCO副総裁､国際金属研究会事務局長

金属資源開発分野の若手技術者育成を目的とし
て、平成17年度より「資源開発基礎講座」を開
催。平成19年度からは有料化。

ボリビア鉱業冶金大臣､
ナミビア鉱山エネルギー省鉱山局長
RMG社マグナス・エリクソン氏（H21年度）

ザンビア鉱山・鉱物開発大臣(H21年度)
ペルー エネルギー鉱山省次官(H21年度) 他

開催日 テーマ 参加人数

H18.3 資源開発全般 ２３６名

H18.6 鉱山開発事例紹介 １１８名

H18.10 専門技術者による技術講義 ６７名

鉄鉱石セミナー RMG社エリクソン氏講演

H22年度招聘候補：ボリビア鉱業冶金大臣等を検討

メタルサルーン開催

専門技術者 技術講義 名

H19.3 海外資源開発プロジェクトファイナンス １５６名

H19.6 レアメタル １１８名

H19.11 非鉄金属の価格と取引 １０１名

H20 3 資源獲得競争と鉱山開発 ７５名 H19年度：カナダ大使館
アンゴラ大使館（SADC諸国大使館と共催）

H20年度：ペルー大使館
オーストラリア大使館

H21年度：ブラジル大使館

H20.3 資源獲得競争と鉱山開発 ７５名

H20.7 金属資源開発の動向 １１３名

H20.11 ウラン ７８名

H21.3 電池材料金属（リチウム、ケイ素等） １０６名 ペルー鉱山次官とMOU締結＠JOGMEC

H22年度共催候補：南アフリカ大使館、チリ大使館等を想定H21.7 資源開発A→Z（亜鉛） ６４名

H21.12 レアアース １３４名

H22.3 鉱山開発プロジェクト評価 １２１名

26%
14%

1%
非常に良かった

良かった

今後期待するテーマ （今年度基礎講座アンケートより）

・鉛、ニッケル等の市場動向
・メジャーの動向と日本の対応
・鉱石取引の基礎知識。パートナーシップやオペレーターシップについて
・失敗も含めて、ケーススタディ、資源開発事例

＜基礎講座アンケート＞

59%

普通

悪かった

非常に悪かった

失敗も含めて、ケ ススタディ、資源開発事例
・JOGMECを活用した資源開発、事例等
・日本の製錬メーカーの現状と課題
・プロジェクトファインディングから生産開始までの流れ

メタルサルーン＠ブラジル大使館
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（２（２）情報収集・分析・提供）情報収集・分析・提供

情報収集・提供

・中国関連の鉱業情報の収集・提供の強化
・情報収集強化のため、外部専門家による「中国委員会」を開催（年４回）

・担当理事の「日中東北経済会議」参加。

新規 中国の資源確保戦略

最近１～２年の間に、国際入札や個別交渉による鉱山・油

田等資源権益確保、資源企業買収、Loan for Oil事業、政

府系フ ンドによる資源権益獲得等に合計約1000億ドルの

金属需給や市況への影響力の大きい中国の
より深い情報収集・分析を実施

担 事 中東 経済会議」参 。
府系ファンドによる資源権益獲得等に合計約1000億ドルの

投資を実施。

例）・アフガニスタン・Ainak銅鉱山を44億ドルで落札。

（H20 5）

・ 鉱業関連情報の確実な配信、質・量の向上
・外部有識者による「金属資源情報評価委員会」を通じた改善点の抽出

→「世界の鉱業の趨勢」調査対象国変更等の改善を実施

（H20.5）

・OZ Minerals社（豪州鉛・亜鉛大手）を

12億ドルで買収。（H21.4）

・中国有色鉱業集団有限によるLuanshya 銅・コバル

ト鉱山（ザンビア）を$4億で買収合意（H21.6）
・ホームページ、セミナー等による定常的な情報発信。

海外事業展開に資する基礎情報提供により、我が国企業の資源開発を側面支援

ト鉱山（ザンビア）を$4億で買収合意（H21.6）

中期目標・計画のポイント

・近年の資源情勢を踏まえ、国
・海外事務所と連携し、我が国企業の活動に資する資源国投資環境調査、資源メジャー動向調査、マテリアルフ
ロー調査等の調査研究を実施。それぞれ報告書を発行。

平成21年度実績

の資源外交戦略や我が国企

業の資源戦略の検討･立案に

貢献するため、情報提供を実

・「中国委員会」開催（年4回）、中国での国際会議参加等により、中国に係る情報収集を実施。

・世界的に有名な金属市場調査会社Raw Material Group社から講師を招き、鉄鉱石市場動向等の講演からなる
「鉄鉱石資源確保の現状と今後の見通し」セミナーを開催。（H21年6月、113名参加）

・ホームページ、メールマガジンを通じた定常的な情報発信を実施。ホームページをリニューアルし、記事検索機
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施する。
ホ ジ、 ル ガジンを通じた定常的な情報発信を実施。ホ ジをリ アルし、記事検索機
能を強化。平均アクセス数は6162回／日。

・金属鉱業の専門図書館を運営し、来館者1162名に対し図書貸し出し等のサービスを実施。



調査レポートの発行

情報収集・提供

各種の調査結果を報告書やレポートとして発行。

・金属資源レポート

・資源国投資環境調査

・ウラン投資環境調査ウラン投資環境調査

・ウラン・ハンドブック

・世界の鉱業の趨勢

・鉱物資源マテリアルフロー

・資源メジャーの動向

前中期期間実績 H21年度

定常的な情報発信

・メタルマイニング･データブック 等々

成果発表会

最近の刊行物（金属資源情報センターの新着レポートコーナー）

前中期期間実績 H21年度

ニュースフラッシュ 年平均1560件 1673件

カレントトピックス 年平均 94件 68件

成果発表会 年12回開催 平均39人/回 12回開催 780人参加 平均65人/回

月 テーマ 参加者

４月 主要国の鉱業事情（海外駐在員帰国報告） ４６名

５月 探査成果：チリ・アルゼンチン、ボツワナ、南ア、インドネシア ４５名

成果発表会

成果発表会 年12回開催、平均39人/回 12回開催、780人参加 平均65人/回

金属資源レポート 年６回発行 6回発行、毎号で有料広告を掲載

メールマガジン H19年度末登録者2710名 Ｈ22年3月末現在登録者数3242名

６月 探査成果：メキシコ、カナダ、豪州 ２８名

７月 生産技術；バイオリーチング、レアメタル回収、リサイクル 等 ９２名

８月 深海底調査：海底熱水鉱床 ８６名

９月 デマンド＆サプライ（銅、亜鉛、鉛、ニッケル） ８２名

セミナー

肯定的評価９５％

刊行物

肯定的評価８０％

アンケート結果

32 8%
18.3%

1.5%0.2% 大変良かった

良かった29 5%

4.8%0.2%0.0%

９月 デマンド＆サプライ（銅、亜鉛、鉛、ニッケル） ８２名

１０月 【資源素材学会共催】資源経済シンポジウム １０３名

１１月 主要国の鉱業事情（海外駐在員報告） ３４名

１２月 中国 & 資源メジャー ９７名

月 ブ デ プ 名
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32.8%

47.2%

良かった

普通

やや不満

不満足

29.5%

65.5%

１月 JOGMECの環境への取組み&サステイナブル・デベロプメント ２７名

３月 中国に関するトピックス ７５名

３月 デマンド＆サプライ ６５名


