
2019年11月26日

豪州の最新鉱業事情
－気候変動、クリティカルメタル、探鉱動向－

シドニー事務所 所長 吉川竜太

令和元年度第6回 JOGMEC金属資源セミナー



１．豪州の鉱業政策
２．気候変動を巡る動き
３．クリティカルメタルについて
４．探鉱動向について

目次 2



豪州の鉱業政策

【連邦政府】
• 通商、課税、防衛、外交等（※）
• 関税、消費税
• 外国投資審査
• 海洋の鉱業権の付与（沿岸から3

海里（5.5km）以遠）
• 労働法（Fair Work Act）
• 連邦環境法に基づく環境規制
• 地質調査

（※通商、課税、防衛、外交等は州
政府との共管的な権限）

【州政府】
• 土地管理

• 陸上における鉱業権び付与（沿
岸から3海里以内含む）

• 陸上ロイヤルティの徴収
• 鉱山保安、労働安全衛生
• 州環境法に基づく環境規制
• 各州内の地質調査

WA州

NT準州

QLD州

NSW州

VIC州

SA州

TAS州

ACT
（首都特別地域）

豪州の資源の分布（イメージ）

非鉄金属

鉄鉱石

石炭

石油/ガス

 豪州は6州と2特別地域で構成（連邦）。それぞれ議院内閣制で、各州政府の長は「首相」
（特別地域は「首席大臣」）。

 州毎に異なる制度（ロイヤルティ、鉱業権、環境規制等）。豪州の鉱業事情を理解する上で
は、州政府の重要性を理解する必要がある。

 連邦と州、共に政権交代に伴う政策変更の可能性あり。
（2020年8月：NT準州議会選挙、同年10月：QLD州議会選挙の予定）
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2019年5月の連邦議会選挙の振り返り①

 5月18日の選挙前、野党労働党が優勢との見方が大勢。ところが実
際には、Morrison保守連合政権が「奇跡的」な勝利。QLD州、TAS州
で労働党が議席を失ったことが大きく影響。

保守連合勝利の要因は複合的であるが、その一因として・・・
➢ 労働党は、気候変動、排出量削減政策を選挙で全面に出し、2030年までに

45％排出量削減（05年比）という大きな目標を打ち出したが、コストなど政策の
具体的な計画を示すことができず、国民の不信を買った。

➢ QLD州の選挙結果には、QLD州労働党政権の印Adani社Carmichael一般炭プ
ロジェクトへの冷淡な対応が寄与した可能性が高い。

• 豪州での大規模鉱山開発では、連邦政府・州政府の双方から環境認可
を受ける必要があるが、同プロジェクトに対しては長年双方とも認可を与
えていたなかった。

• 選挙直前の4月9日、連邦政府は環境認可を付与。QLD州政府は、これに
対応する明確な方針を打ち出すことが出来ず、QLD州地方部の投票者に
産業保護・雇用創出の面での不信感が芽生えた。
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2019年5月の連邦議会選挙の振り返り②

 5月18日の選挙後、QLD州政府はCarmichaelプロジェクトの環境認可
に向けて、矢継ぎ早に対応を実施することを関係機関に指示。6月
13日に認可が付与される。

Morrison首相は、2018年8月に退陣したTurnbull前首相が保守連合

の中でも環境重視であったのに対し、経済・雇用重視の政策を加速
している印象。温暖化対策では、パリ協定で合意された2030年時点
で26-28％削減（05年比）という目標値を維持。Canavan資源大臣によ

る、石炭・ガスプロジェクトの開発を促す発言が、選挙後よりアグレッ
シブになった。

労働党も、選挙後Albanese新党首のもと、対環境・対石炭戦略の見
直しを検討している模様。

一方で、環境活動家によるデモンストレーションはより先鋭化？連邦
政府、QLD州政府が過激な活動を取り締まる法案を導入・検討中。
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州政府のジレンマ：NSW州

（出典：Daily Telegraph紙へのNSW鉱物資源協会による全面広告）

 NSW州では2019年3月に実施された議会選挙で勝利した保
守連合政権が、鉱業への投資促進に意欲を見せている。

 一方、同州の大型プロジェクトの環境許認可プロセスでは、
独立計画委員会（IPC）による審査が必要であり、IPCにより
認可の是非が判断される。

 2019年2月、Gloucester社が計画するRocky Hill炭鉱開発計
画に関する同社の訴えをNSW州土地環境裁判所が棄却
（Rocky Hill判例）。理由は、地域コミュニティへの影響に加

え、炭鉱開発は温室効果ガスの排出増に繋がるというもの。
（ 同社はIPCが同炭鉱開発計画を不認可とした判断に異議
を唱えて提訴していた）

 これ以降、IPCは炭鉱開発計画の許認可において、Rocky
Hill判例を参照しつつ、条件付き認可（United Wamboプロ
ジェクト）、不認可（Bylongプロジェクト）の判断を下す。NSW

州における開発計画の許認可審査に際して、スコープ３排
出量を考慮することを明言。

 一方、認可が得られた炭坑開発計画もあり、IPCによる審査

基準が一定していないとの批判もあり、鉱業団体を中心に
猛烈な批判が寄せられる。NSW州政府も、IPCの審査基準
から気候変動対策を除外する法案を議会に提出。
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州政府のジレンマ：WA州

 WA州の環境許認可プロセスでは、大規模プロジェクトは
環境保護委員会（EPA）による審査が必要で、EPAは環境

大臣に開発計画の是非を勧告、大臣が最終決定を実施
する。

 2019年3月、EPAは温暖化ガス排出量の大きい新規プロ
ジェクト（年間スコープ１排出量100kt以上）への排出量
オフセット義務やスコープ3排出量の考慮義務を盛り込

んだガイドライン案を発表するも、連邦政府、州政府、産
業界の猛反発に合い撤回。

 2019年6月、EPAは新ガイドライン策定の検討を再開し、
12週間の公聴期間を設けることを発表。約７千の意見
書を受領し、現状2019年12月か2020年1月に、ガイドラ
イン案を再公表する予定。

 2019年9月、WA州労働党政権はEPAを牽制するため、連

邦政府の排出量削減政策を支持する方針を表明。一方、
EPAはWA州政府の方針表明に関わらず、スコープ３排

出量の取り扱いをガイドラインに盛り込む方針であると
報じられている。

（出典：WA州EPAによるガイドライン説明書）
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企業独自の取組み

（Whitehaven社の例）
• 2019年9月、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の勧告に整合

した持続可能性報告書を発表。石炭企業としては世界初。

（BHPの例）
• 2019年7月、温暖化ガス排出量削減のため、今後5年間で400mUS$を投資

するとともに、Scope 3排出量の削減目標を2020年に世界で初めて設定す
ることを公表。

• なお、2018/19年度に同社が排出したスコープ1／スコープ2二酸化炭素排
出量は14.7百万tで、スコープ3排出量はその数十倍とされている。

• 二酸化炭素回収貯留技術（CCS）の共同研究や、鉄鉱石LNG運搬船の開発
事業などを独自に実施。

（Rio Tintoの例）

• 鉄鋼業のバリューチェーンで排出される二酸化炭素排出量削減に向けた
共同研究を、中国Baowu Steel社や清華大学と実施。

連邦政府、州政府、企業で温暖化・排出量削減対策への足並みが
揃っていない状況
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クリティカルメタルの現状

 リチウム：2017年、18年に豪州で相次いで新規鉱山が立ち上

がった結果、リシア輝石精鉱は供給過多に。各社とも生産調整
を開始、鉱山拡張・水酸化リチウム製造工場計画は、後ろ倒し
に。

ニッケル・コバルト：BHPはNickel West部門を維持方針。ニッケ

ル価格の高まりを受け、硫化ニッケルの休止案件に再開の動き。
企業再編にも注意が必要。ラテライトニッケル案件は、品位と技
術的な課題をクリアする必要ありか。

レアアース：昨今ドイツ勢が豪州のレアアース案件への関与を
強める傾向。Mt Weld鉱山の次の案件立ち上げなるか。豪米や、
その他の枠組みでの協力関係に留意が必要。
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リチウム市場の現状

リチウムの需給バランス予測

（出典：Benchmark）

（Mt）

（出典：Resources and Energy Quarterly – June 2019

 豪州では、採掘した鉱石を選鉱してリシア輝石
精鉱を製造。ほぼ全量が中国に輸出されてい
るが、水酸化リチウム製造工場を豪州内に建
設する動きあり。

 新規鉱山の生産開始が相次ぎ、一方で中国の
リシア輝石精鉱需要の鈍化・処理施設の建設
遅れから、現在は供給過多。

 リチウム需要がタイト化するのは2020年代中盤
以降との予測が多い。

リチウムの生産量と消費量
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豪州のリチウム鉱山

Mt Marion鉱山
(Mineral Resources社（50％）、中国Ganfeng

Lithium社（50％）)

生産中（2017年~）

Wodgina 鉱山
(Mineral Resources社（40％）、米国

Albemarle社（60％）)

DSO生産（2017）も、生産中止（2019）

Greenbushes鉱山
(中国Tianqi Lithium社（51％）、米国

Albemarle社（49％）)

生産中（1983年~）

Mt Cattlin鉱山
（Galaxy Resources社）

生産中（2016年に生産再開)生産調整実施

Mt Holland(Earl Grey)鉱山
(Wesfarmers社、チリSQM社)

2020年Q1にFID予定

Pilgangoora鉱山
(Altura社) 

生産中 (2018年~)

Pilgangoora鉱山
(Pilbara Minerals社)

生産中 （2018年~）生産調整実施

Bald Hill鉱山
(Alita社※２０１９年経営破綻。再建中)

生産中（2018年～）

西オーストラリア州（WA州）

Finnissプロジェクト
(Core Lithium社)
2019年Q4にFID予定

北部準州(NT準州）

 リチウム鉱山は主に西豪州（WA州）に分布。
 生産調整を開始する鉱山、生産を中断する鉱山も出ている状況。
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水酸化リチウム製造工場の現状

【Greenbushes鉱山関係】
中国Tianqi Lithium社がKwinanaに水酸化リ
チウム製造工場を2019年9月に操業開始も、
拡張工事はスローダウンすると発表。

Kwinana

【Mt Marion鉱山関係】
Neometals社がKalgoorlieに水酸化リ
チウム製造工場の建設を計画。

【Mt Holland（Earl Grey）鉱山関係】
Wesfarmers社・SQM社がKwinanaに水酸化リチウ
ムの製造工場の建設を計画。

【Greenbushes鉱山関係】
Albemarle社・Mineral Resources社がKemerton

に水酸化リチウム製造工場を建設中も、拡張工事
は白紙化すると発表。

【Wodgina鉱山関係】
Albemarle社・Mineral Resources社が
Wodgina鉱山に水酸化工場の建設を計画も、
現状では建設開始の見通し立たず。

 かん水（主に南米）と比較してコスト競争力が期待される水酸化リチウム製造工場
の建設計画は、多くがスローダウンを余儀なくされている。
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豪州のニッケル・コバルトについて

【Nikel West部門】硫化Ni-Co

BHPのニッケル鉱山、製錬所、精錬所で構
成、資産の一つとして維持することを明言。
Kwinanaのニッケル精錬所を拡張、硫酸
ニッケルの生産を2020年から開始予定。
硫酸コバルトの生産も検討中。

【Ravensthorpe鉱山】ラテライトNi-Co

First Quantum社は2017年10月に操業を
休止も、2020年第1四半期に再開予定。

【Murrin Murrin鉱山】ラテライトNi-Co

Glencoreにより操業中。

【Nova鉱山】硫化Ni-Co

Independence Group社により操業中。硫
酸Ni工場建設を検討してたものの、11月に
検討中止を発表。

【Savannah鉱山】硫化Ni-Co

Panoramic社が2018年から操業を再開。
Independence Groupからの買収提案あり。

 豪州のNi・Co生産のほとんどは、WA州から。硫化Ni鉱化とラテライトNi鉱化に分
類。コバルトは、Ni鉱床の副産物として生産されている。

 近年のニッケル価格高騰に伴い、休止鉱山の再開や企業再編が実施されている。

（出典：WA州地質調査所）

 WA州、NSW州、QLD州に多くの
ラテライトNiプロジェクトが存在す
るものの、資金調達に苦慮か。

 硫化Niプロジェクトは、生産再開や

新規開発に向けた動きが活発。
Western Areas社のOdysseusプ
ロジェクトが建設開始。

【Forrestania鉱山】硫化Ni

Western Area社により操業中。
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 前回のレアアースショック時から開
発を待つプロジェクトが多数存在。
本格生産に至っているのは、Lynas
社が操業するMt Weld鉱山のみ（中

国外では、ほぼ唯一の大規模レア
アース鉱山）。

 各プロジェクトとも、中国勢がエクイ
ティファイナンスやオフテイクで存在
感を示していたが、最近ドイツ勢が
巻き返しを図っている印象（例：独
Schaeffler社のYangibanaオフテイクMOU、独
Thyssenkrupp社のYangibanaオフテイク契約、

Browns Rangeオフテイク契約）。

 小規模なマーケット、技術革新によ
る需要の変化、分離技術の課題、
廃棄物の問題などが、新たな投資
への足かせとなっている状況か。豪
州政府は、レアアース事業者への資金
援助を計画。

豪州のレアアースについて

（出典：Austrade資料に加筆）

Mt Weld鉱山 稼働中
（Lynas社）

Browns Rangeプロジェクト
試験生産中
（Northern Minerals社）

Yangibanaプロジェクト
DFS完了
（Hastings Technology社）

Dubboプロジェクト
技術経済性評価完了
（Alkane社）

Nolans Boreプロジェクト
DFS完了
（Arafura社）
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豪州政府の動き

連邦政府、州政府ともにクリティカルメタル（バッテリーメタルとも）
産業の育成に力を入れている状況。
➢ 2019年2月、国家資源白書を発表し、クリティカルメタルの下流産業育成を

含めた国家的戦略の構築を提言。

➢ 2019年3月、クリティカルメタルの長期戦略を発表、投資促進、イノベーショ
ンの促進、インフラ整備と活用が必要歳、アクションプランを提示。4月には、
総額135mA$規模の産学官共同研究プログラムであるFBI CRCを立ち上げ。

➢ WA、NSW州が戦略を発表。豪州貿易投資促進庁、豪州地質調査所、豪州
鉱物資源評議会なども、相次いでクリティカルメタル関連の報告書を出版。

米国との間で、クリティカルメタル分野での協力に向けた対話が継
続的に実施されている。
➢ 2019年11月、豪米の地質調査所が同分野での協力を実施するための協定

書を締結。

➢ ワシントン、キャンベラ、シドニー、バンコクなど、機会がある毎に同分野で
の協力に向けた協議が両政府高官の間で実施されている模様。
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鉱物資源の探鉱費推移

 鉱物資源のうち非鉄金属（金及びベースメタル）については資源価格
の回復と共に探鉱への支出が増加している。

 一方、鉄鉱石や石炭の探鉱への支出は大きく伸びていない。
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鉱物資源（金属、石炭等）探鉱支出の推移
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出典: Resources and Energy Quarterly, September 2019, Department of Industry, Innovation and Science
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豪州大陸における昨今の代表的なディスカバ
リー例

Rio Tinto：Winu Cu-Auプロジェクト
WA州Paterson地域。2019年2月公表。地表浅部
の741m間で品位：Cu 0.45％、Au 0.52g/t、Ag 
2.94g/tなど。エアストリップやキャンプ施設を設
置し、大規模な探鉱を継続中。周辺におけるJV
探鉱も積極的に推進。

（出典：豪州地質調査所）

BHP：Oak Dam Cu-Au-Uプロジェ
クト
同社が操業するSA州Olympic Dam鉱山
の近傍。2018年11月公表。1,000m以上
の深部ながら、425.7m間で品位：Cu
3.04％、Au 0.59g/t、U 346ppmなど。発

見にはマシンラーニングが活用された
とされる。

Newcrest社-Greatland Gold社：
Havieron Au-Cuプロジェクト
WA州Paterson地域。2018年に、英
Greatland Gold社がディスカバリー。459m
以深の275m間で、品位：Au 4.77g/t、Cu 
0.61％など。Newcrest社がJVファームイン
して探鉱を継続中。

Stavely社：Stavely Cu-Auプロ
ジェクト
VIC州Starvely地域。2019年9月に発表。
62m以深の32m間で品位：Cu 5.88％、
Au：1.00g/t、Ag 58g/tなど。
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先進的な取り組み：AIの活用

OZ Minerals社：SA州Prominent Hill鉱山周辺で、テラバ
イトレベルのデータセットを提供し、AI・マシンラーニン

グなどを駆使した解析技術を競うコンテスト（優勝賞金
500 千A$）を実施。鉱業界以外のデータサイエンティス

トや研究者も参加。抽出されたターゲットは、実際に試
錐が実施される。

Newcrest社：農業、防衛産業で使用されている技術の

探鉱への応用を図る。国スケールでの鉱物資源マッピ
ングに、世界規模のリモートセンシング解析を活用。ま
た、地質・物理探査データを組み合わせ、マシンラーニ
ングを利用した有望地抽出を実施。
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