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2010年11月22日

JOGMECロンドン事務所 萩原 崇弘

平成2２年度 第９回 金属資源関連成果発表会

ロンドンから見た日本の鉱物資源戦略の選択肢
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2ＪＯＧＭＥＣとは･･･。

経済産業省（所管）、JOGMEC法

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC)

1963年発足 1967年発足

2004年2月

金属鉱業事業団
(MMAJ)

石油公団
(JNOC)

目的は、日本への石油・天然ガス、金属鉱物資源の安定供給のため。
本部(川崎)の他、2つの研究所、13の海外事務所。
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JOGMEC ロンドン事務所（金属）管轄地域(欧州・アフリカ・中東・(ロシアCIS))

ＪＯＧＭＥＣロンドン事務所の管轄地域

ロンドン事務所
（132の国・地域）



4（参考）鉱山開発の流れ

マイニングライセンス

探鉱ライセンス

事前段階 生産段階探鉱段階 開発段階

・情報収集 ・地質調査
・物理調査
・ボーリング調査
・プレF/S調査

・F/S (事業化調査)
・鉱山施設の建設

・鉱山の操業
・採掘(鉱石の生産)

製錬・精錬段階

・地金の生産

ジュニア(探鉱)企業

メジャー企業

鉱業ライセンスの種類

企業の分類

川上エリアから 川下エリアへ



5（参考）JOGMECの鉱物資源開発推進スキーム



6金融危機以降の世界経済

出典：IMF, World Economic Outlook

•金融危機以降、各国の経済対策により、経済は回復基調へと移行。

（総額1,750BUS$(150兆円)超）内訳：US800BUS$、中国
600BUS$、欧州200BUS$、日本100BUS$等）

•今後の世界経済は、BRICs等新興国の経済規模が拡大すると予測。

•一方、構造改革なき多額な財政出動により、OECD諸国を中心に中長期
的な成長リスクが生まれている。



7金融危機以降の市場動向（金属価格の急速な回復）

• 金属価格は、金融危機に伴い
2008年下半期に急落。

• その後の価格の回復は、早く既
に多くの産業用金属は、2008
年当初の水準を回復。ただし、
金属毎の差が大きくなってきて
いる。

• 一方、金、銀等貴金属の価格は
堅調に推移。

• 2010-2011年以降の需給予測に
ついては、産業用が堅調である
との見方が一般的。

• 2009年の金属価格の回復には、
中国の在庫の大幅な積み増し
(2009年上期)が大きく寄与。

出典：2010.9.IFC講演資料



8主要な非鉄金属のLME価格の推移（2008.1～2010.10）
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出典：2010.11.LMEサイトから作成



9近年の為替動向（ドル、ユーロ、ポンド、円）

• 昨年の金融危機以降、ドル、ユーロ等の主要通貨の下落は顕著。円高傾向は、相対的
なものの可能性もあるが、海外直接投資の絶好のチャンス（投資リスク軽減） 。

• 今回の金融危機を受けて『金属鉱物資源企業は、資金源の多様化の一環として、アジ
アの企業、金融機関・ファンド等からの投資を重視すべき』とのレポートあり。

• 2010年８月以降、円は80円/$前後まで高騰、ユーロ、ポンドは対ドルで回復傾向。

（出典：THOMSON REUTERS）

￥/＄ ￥/€
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•資源関係企業・国の市場リスクは、金融危機で急激に上昇。
•その後、リスクは下がってきているが、金融危機前よりも高い水準で推移。

資源関係の企業や資源国のリスクに金属資源の価格ボラティリティ・リス
クが影響。

•なお、OECD諸国のリスクも依然として下がってはいない。

出典：2010.9.IFC講演資料

金属鉱業分野の市場リスクの推移（資源企業と資源国のリスク）

資源国リスク及び資源企業リスクの推移



11金属鉱業分野のシンジケートローンの推移

•金融危機、金属価格の暴落以降、シンジケートローンの数・金額の減
少傾向に変化なし。

•貴金属、金属等の先物市場への短期投資資金は回復しているが、３～
５年以上の中長期の資金供給は回復できていない。

•ジュニア等鉱物資源開発企業の大半が資金面で問題を抱えている状況。

出典：2010.9.IFC講演資料

金属鉱業分野のシンジケートローンの数・金額の推移



12非鉄金属分野での探鉱開発投資額の推移

出典：IFC、MEG資料から作成

• 2009年の非鉄金属分野の探鉱開発投資は７年ぶりに前年比４割減と大幅
に減少(2008年12.6BUS$→2009年7.3億US$)。

• 探鉱ジュニアによる投資が大幅に減少。

• 2010-2011年の投資は、回復基調と予測。
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13世界における探鉱開発投資額の分布（地域別・段階別）
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中南米 カナダ アフリカ 豪州 米国 東南アジア

探鉱 開発 生産

地域別の探鉱開発投資（探鉱・開発・生産段階別）単位：M$地域別の探鉱開発投資額（$7.32B(2009)）

中南米26.5％
$1,936.2M

カナダ16％
$1,173.2M

アフリカ15％
$1,094.5M

米国6.5％
$474M

東南アジア6.4％
$469.5M

豪州12.5％
$913.8M

その他17.1％
$1,255.1M

出典：MEG資料から作成 出典：MEG資料から作成

•地域別の探鉱開発投資額を比較すると、中南米、カナダ、アフリカ、豪州
の順。

•一方、探鉱、開発、生産という段階別に比較すると、中南米、アフリカ、
カナダ、豪州の順。



14資源メジャーの資金余力の回復

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2008.6. 2008.12. 2009.6. 2009.12. 2010.6.

• 2008年以降、世界的な金融危機、金属価格の下落、M＆A等の影響により、資源メ
ジャーの収益力、資金余力は一時的に減退。

• しかし、この１年で金属資源メジャー5社の純負債合計額(EBITDA比)を比較すると、
減少傾向。全体では、78BUS$(123%)→52BUS$(72％)に減少。

• 今後、新規投資、M&Aへの準備が整いつつあるが、ターゲットは市場の大きいベース
メタル、鉄鉱石、石炭等が中心。レアメタル系は基本的に戦略外。
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（出典）各社Financial Reportから作成

金属メジャー各社の純負債額(BUS$)、EBITDA倍率（純負債/EBITDA(％)）、EBITDA (BUS$)の推移



15近年の中国政府・企業のアフリカ鉱山開発関連投資

• 2008年以降に発表された中国のアフリカ投融資額は２５０億US$超（２兆円超）。

• アフリカでの投資対象は鉄鉱石、銅、PGMs、クロム、コバルト等が中心。ただし、
近では撤退案件も出てきている。

出典：Mining Journal（9 Oct. 2009）等から作成 ($：US$)

⑤

④

⑥
②

②

③

①

⑩
⑨

⑧

⑦

① 2008.1 中国政府ギニア水力発電所建設10億$出資(ボーキサイト鉱区獲得）

② 2008.1 中国アフリカ開発基金0.9億$出資(ガーナ水力発電、ジンバブエ FeCr
プラント等)

③ 2008.1･4、2009.7･10 中国鉄道G 29億$出資・60億$融資＋中国輸出入BK 
50億$融資＋コバルト精鉱長期契約（DRC 銅・コバルト鉱山）

④2009.1 中国五砿集団 南アフリカ クロム鉱山会社ヴィジラマ社株式70％取得

⑤2009.4･9 中国企業・政府 3億$出資＋1億$融資（ニジェール ウラン鉱山権益）

⑥2009.6･7 中国有色砿業集団等40億$出資（ザンビア 銅鉱山、銅・コバルト鉱
山権益）

⑦2009.8 中国Jinchuan Group、ザンビア・ニッケル鉱山に参画

⑧2010.1 中国中鉄株式有限公司、シエラレオネ鉄鋼石探鉱プロジェクトに15億
US$出資。

⑨2010.5 中国Jinchuan Group・中国アフリカ開発基金等、南アWesizwe 
Platinum社買収(8.78億US$投融資)

⑩2010.7 中国華東有色地勘局、ナミビア鉛･亜鉛鉱山に7百万$出資(65%)
⑪2010.8 Chinalco、ギニアSimandou鉄鋼プロジェクト(Rio Tinto)に13.5億$投資

(株式44.6％)
⑫2010.10 Citic Dameng Mining社、ガボン・マンガン鉱山に参画

⑪

⑫



16欧州を中心とした鉱物資源政策の動向

１．欧州の動向
• EU全体としての当面の課題は、欧州版IMF等ユーロの安定（独 VS 独以外）。
• 原材料戦略(Raw Materials Initiative：①原材料アクセス確保、②EU域内供給に

向けた環境整備、③リサイクル等消費削減の加速化)は、EU2020の成長戦略の柱。
• 2010年6月、クリティカルな原材料14鉱種を選定。特に、レアアース・タングス

テン(中国)、パラジウム(ロシア)、コバルト(DRCコンゴ)等の供給リスクを懸念。
• 2010年末までにコミュニケを取りまとめ予定。 新情報では、アフリカ対策、代

替技術・リサイクル（日米連携を模索）等を強化。他方、金属備蓄は否定的から変
化の兆し有り。

• EU各国の中国のレアアースの輸出規制への反応は、基本的に楽観的。しかし、
近、独産業界は化学業界などが中心となり、官民による原材料会議で取り上げ
(10/26)。欧州委員会としてはWTO提訴に本件を加えるかどうか検討中。

２．その他の留意点
• DRCコンゴに関するUN安保理制裁の継続、米国の制裁法、OECD企業ガイドライ

ン等により、鉱物資源のトレーサビリティが求められる可能性あり。
• ウランについてはロシア・国営企業の脅威拡大（ナミビア、カザフ、トルコ等）。



17近年の所管地域における日本企業等の動向（１）

日本企業は、商社を中心とした探鉱･開発への参入が活発。
全体として、企業の上流への関心は増大傾向であるものの、本社におけるアフリカ
に対する優先度が低い状況。

【アフリカ】
○南アフリカ
－三菱商事 ハーニック･フェロクロム社の株式５１％取得（2002）
－住友商事 鉄鉱石・マンガン・クロム資源会社 アソマン社の株式13％取得（2008.6）
○ナミビア
－伊藤忠 ロッシングサウス・ウランプロジェクト（権益16.3％）2011年開発移行予定。
○マダガスカル
－住友商事 アンバトビー・ニッケルプロジェクト（権益27.5％）2007.11建設着手、

2010.４Q  生産開始予定（その他、Kores22.5％、Samsung3％、Hyndai Heavy 
Industries1.5％、Hyndai Corp0.5％）

（JOGMEC）
○共同探鉱JV 南アフリカ PGMs３件（2009.3･10･12）、ボツワナ ニッケル・PGM共

同探鉱JV（2009.10）、モザンビーク ValeとのJV PGMs（2010.11）
○各国とMOU締結（ ボツワナ(2007.11)、ザンビア(2009.7)、モザンビーク(2009.12)、

アンゴラ(2010.5)マラウィ・ナミビア(2010.7)）
○ボツワナ リモートセンシングセンセンター開設（2008.7～）



18近年の所管地域における日本企業等の動向（２）

【欧州】
○ポルトガル
－双日 バナスケラ タングステン鉱山(100％)(2007｡8）、増産予定（2011目処）

【ロシア･CIS】
○カザフスタン
－住友商事 ウェストムィンクドゥック鉱床におけるウラン生産開始（権益：住友商事25％、東

京電力10％）2008年6月
－住友商事 レアアース・レアメタルの回収についてカザトムプロムとJV設立（2009.10合意･

署名、2010.3設立）、東芝もカザトムプロムとJV設立に合意（2010.6）

○ウズベキスタン
－三井物産 サバドゥノ・コクバタスカヤ鉱区でウラン共同探査（2008.7）
－双日 国内のウラン資源の探鉱・開発に向けて、合弁企業の設立を趣旨とした基本合意書に調印

（2008.10）
－伊藤忠商事 3鉱区のFSを実施中。2011年以降、年間約500ｔUの生産予定

（JOGMEC）
○ウズベキスタン 、ウラン共同探鉱契約締結（2009.6）、掘削開始（2009.9）、政府との

MOU締結（2010.4）
○カザフスタン 国営鉱山会社Tau-Ken SamrukとのMOU締結（2010.7）
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鉱山
組立

メーカー

製錬
･材料

メーカー
小売卸売

部品
メーカー

業種間の切磋琢磨（技術面、コスト面）が
日本の強みの源泉

日本企業の今後の目指すべき方向（１） 日本企業の強み

商社

• 日本の産業は、鉱山から製品製造まで各業種間のシビアな技術･コ
スト要求に伴う切磋琢磨の結果が強みの源泉。

• 近年、上流企業の寡占化、中国投資、金属価格のボラティリティ等
に伴う価格・供給リスクの増大は、日本の個別企業の競争力ではど
うしようもないレベルに。
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鉱山
組立

メーカー

製錬
･材料

メーカー
小売卸売

部品
メーカー

資源メジャー
中国資本

価格ボラティリティ
資源安全保障上の制約

販売店の大規模化
競争激化
消費の低迷

＞＞ ＜＜日本企業の相対的な競争力の低下

日本企業の今後の目指すべき方向（２） 現状の課題と対策

商社

今後は、商社、金属メーカーだけでなく、製造業全体として
の上流分野への進出が、市場リスクの低減にとって重要。
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金属鉱物資源開発への投資は以下に大別。

①探鉱段階への投資
–リスクは高いが、投資額は比較的小さい。
–探鉱企業への資本参加、買収も選択肢。
–資金規模は、数十億円～数百億円。
–アフリカ、グリーンランド等を除きグリーンフィールドに限りあり。

（例）世銀IFC モザンビーク テテ鉄鉱石鉱山の権益15%を取得(US$5M:4.5億円(2009.1))

②開発・生産段階への投資
–いわゆるブラウンフィールドへの投資は、事業リスクは高くない。
–一方、開発生産段階のM&A＋インフラを含めた追加開発投資では１,０００

億円以上となり、プロジェクト・ファイナンスによる資金提供が不可欠。
（例）丸紅 チリ・エスペランサ銅鉱山等の権益30%を取得(US$1.9B:1,700億円(2009.5))

③中・大規模の資源企業への資本参加
–リスクは低いが、資源企業の規模によっては大規模な資金が必要。規模が

大きくなるとプロジェクトファイナンスなしでは対応が困難。
（例）中国企業カナダ亜鉛生産大手Tech株式17.5%取得(C$1.7B:1,460億円(2009.7))

日本企業の今後の目指すべき方向（３） 探鉱開発投資の種類
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＜探鉱投資段階＞ リスク メリット 資金
• 自ら探鉱参画(JOGMECとのJV) 高 大 中
• JOGMEC実施の探鉱案件に参入 小中 大 中
• 探鉱ベンチャー企業に資本参加 中 中 中

＜開発投資＞ リスク メリット 資金
• インフラ･開発･生産投資に参加 高 中 莫大
• 生産案件へのマイナーシェア投資 小 中 中

＜資産買収出資(JOGMECスキーム)＞ リスク メリット 資金
• 生産プロジェクトに資本参加 小中 中 莫大

日本企業の今後の目指すべき方向（４） 考えられる選択肢
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在ロンドン金融機関から日本企業の資源投資へのコメント

○日本企業は国民性から慎重でトップの判断が遅い（サラリーマン
社長の限界ではないか。）。

○短期的な株価動向に過敏に反応する。
○M＆Aには専門的なファイナンス・アドバイザーや技術的な

アドバイザーの存在が不可欠（社内での検討が主流。）
○M＆Aの経験と知識に基づき、大胆に行動できる度量

（Confidence）を身につけることが必要。

（参考）中国の資源投資へのコメント
中国は、数年前まで欧米のM&A市場での経験がほとんどなかった。

しかし、判断が非常に早いだけでなく、試行錯誤によりM&A経験を急
速に蓄積。今では中国企業の係わるM&Aは何の問題もなく行われてい
る。

日本企業の今後の目指すべき方向（５） 日本企業の資源投資への評価
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＜共通事項＞

• 自社戦略に応じた鉱種・国選定、分散投資、投資ポートフォリオが重要（鉱種は
集中、地域や段階は分散）。

• Ｍ＆Ａの経験と知識を欧米のファイナンシャルアドバイザーから習得。

• プライオリティの高い鉱種・国がある場合は、一点豪華主義を狙うことも一案。

＜探鉱段階への投資の留意点＞

• リスクを考えた上での大胆な投資行動（アフリカ等へも重点投資）。

• 資金調達面では借入金にできるだけ依存しないことが重要。他社等との連携、
ファンドの活用による出資比率向上などの検討が必要。

＜開発段階・資源企業への投資の留意点＞

• 安定供給のためのマイナーシェア獲得、または、１／３超又は１／２超のシェア。

• 資源メジャーとの連携も一層強化することが必要。

• 資金調達については、プロジェクト・ファイナンスに加え、他社との協調出資･
ファンド活用による出資比率向上の検討が必要（プロジェクトの遅延等の対策）。

日本企業の今後の目指すべき方向（６） 留意すべきポイント
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• 金融危機から金属先物市場は回復。2010年以降、探鉱・投資額は回

復傾向。金属先物市場のボラティリティ・リスク増大により、中長期
の投資資金は減少傾向。資源メジャーの財務・収益は回復。今後の投
資は、資源メジャー・国営企業等中心か。

• 日本企業の強み（商社機能・製錬技術）は、メジャーの市場支配力の
増大、中国投資、金属市場のボラティリティ・リスク、供給制約によ
り、相殺。

• 今後は、上流への投資を加速化することが必要。その際、自社戦略に
応じた鉱種・国選定及び分散投資による投資ポートフォリオの構築が
重要（鉱種は集中、地域や段階は戦略的に分散、探鉱・生産段階の組
み合わせ、リスクの高いアフリカ等も含める等））。

• 特に、製品製造に不可欠な鉱物資源を分析し、供給制約のある鉱物資
源については、鉱山会社、製錬会社、商社等だけでなく、製造業を上
流投資に含めるような仕組み作りを行うべきではないか。

まとめ
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JOGMEC London Office (U.K)   
Address Carrington House, 

126-130 Regent Street, 
London W1B 5SE U.K.   

Tel +44-20-7287-7916   
Fax +44-20-7287-7917   
Email hagiwara@jogmec.org.uk

以上

（参考） JOGMECロンドン事務所

入口は、Regent St.から“Russell & Bromley“(靴屋）と
“Mapping & Webb”（貴金属製品店）の間を入ったところです。
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