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わが国の金属鉱物資源の動向②

～とくに海外依存状況について～

4.海外の鉱物資源事情

世界的にみた金属鉱物資源の分布状態は地質条件に

よって決定されるため鉱種によって分布地域が比較的

限定されている.たとえば主要な銅鉱床は環太平洋

地域のホｰフィリｰカッパｰ地帯とアフリカのカッパｰ

ベルト地域に集中しておりまた主要なボｰキサイト鉱

床は赤道を中心として北緯30｡と南緯30｡の間に分布し

ている.これらの鉱物資源の国別の埋蔵量をみた場合

銅はアメリカ･チリ･ザンビア･ペルｰ･ザイｰル･カ

ナダの6カ国で全世界の埋蔵量の75%を占めボｰキサ

イトはギニアとオｰストラリアの2カ国のみで77%ニ

ッケルはニュｰカレドニアのみで50%というように偏在

しているといえよう(第12･13図参照).

一方地金の生産量を国別にみると鉱石の埋蔵量お

よび生産量とは打って変わって電気銅はアメリカ･ソ連

･日本で全世界の生産量の50%以上アノレミニウムはア

メリカ･ソ連･カナダ･日本の4カ国で68%ニッケノレ

はカナダ･ソ連･日本の3カ

国で約66%を占めている.

さらに国別の地金の消費量

についてみると鋼や亜鉛は

地金の生産量に対応している

がニッケノレはアメリカ･日

本･酉ドイツで49%アノkミ

ニウムはアメリカ･ソ連･日

本で58%を占め地金の生産

量とは違ってくるものもある

(第58→62表参照).
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このようにみたとき鉱物資源の供給国と消費国は鉱

種によって一致する国もあるが一般には分かれており

供給国の多くが開発途上国で南半球にあり消費国は先

進国で北半球にあるものが多いという傾向がある.

また鉱物資源の供給の実態は自由世界では小数の大

企業が独占して彼等の支配体制下に置かれているとい

っても過言ではたい.これらの小数大企業は20世紀初

頭から国外に進出して鉱物資源を確保し長年月にわた

って収奪を欲しいままにして利益の大半は自国に持帰

るという植民地方式を実施してきた.資本カや技術力

に優れた小数大企業の支配体制はとくに銅･アノレミニ

ウム･ニッケル等の鉱物資源についていちじるしく資

本カの乏しい日本の企業の海外進出に対して大きな障壁

となっている.

一方資源を保有する開発途上国の大半は過去におい

て植民地の歴史を有しその鉱物資源は宗主国の権益に

属していたが独立後もその状態に余り大きな変化はな
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第12図

世界の主要資源分布状況(資源問題の展望1971)

第13図

世界の銅鉱床賦存可能地域(資源問題の展望1971)�
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策58表世界の銅の埋蔵量･生産量･電気銅生産量･消費量(金属鉱物探鉱促進事業団資料)

鰹蔵銅量(千Sトン〕���銅鉱生産量(含有量子Sトン���｢瓦量1千･1ン〕�����一

���������電気銅消費量子Sトン��

国名�1970年�比率%�国名�1970年�比率%�国名�1970年�比率%�国名�1970年�比碓%

1.U.S.A�85.OOO�28�1.U.S.A�1,705.8�24.9�ユ､u.S.A�2,274.4�276�1.U.S.A�2,030.6�25.8

2.チリ�60,OOO�19�2､･ソ通�990.O�14.�2.ソ連�1,150.8�14.0�2.ソ連�1,058.2�13.5

3.ザンビア�30.OOO�10�3.ザンビア�764.8�1112�3.日本�7771�9.4�3｡日本�9一元1�11.7

4､ペル_�25.OOO�o�4.チリ�7470�1o.9�4.ザンビア�636.0�77�4.西ドイツ�764.O�9.7

5.コンゴ�2i.OOO�7�5.カナダ�673.4�9,8�5.カナダ�543,1�6,6�5.イギリス�604.3�77

信一カナダ�ユO.OOO�3�5.コンゴ�424.9�6.2�6･チｰ4�508.5�6.2�6.フランス�364.5�4.6

���7.ペルｰ�233.7�3.4�7.西ドイツ�44τ3�5.4�7.イタリア�300.1�3.8

���8､フィリピン�176.7�2.6�8.ベルギｰ�372.一�4.5�8.カナダ�252.4�3.2

���9.南ア共和国�164.5�2.4�9.イギリス�2273�2.8�9.中共および共産諸岡�220.5�2.8

���iO.オｰストラリア�15一.7�2.2������

I������10.コンゴ�209.7�2.5�10.共産ヨｰ日ツバ�198.4�2.5

������

小計(A)�231.OOO�75�小計(A〕�6,032.5�88.O�小計(A〕�����■一一

�������7146.3�86.7�小計(A〕�6,710.1�85.3

その他の自由諸岡'�30.OOO�io�一1.円本�131.6�1.9�11.オｰストラリア�1579�1,9�11.ベルギｰ�123.7�,.6

その他の自由詩国�48.000�15�12.ユｰゴ�100.1�1.5�12.中納よび共産諸国�132.3�】､6�12.オｰストラリア�122.2�I.6

���13.中共�100.一�1.5�13､ユｰゴ�98.4�一､2�13.東ドイツ�99.2�].3

(日本)�{1.99店�`O.6〕�14.メギ.シコ�個73�1.o�14.スペイン�91.O�1.1�14.スウェｰデン�90.2�1.1

���15.ポｰランド�55.1�O.8�15.南ア共棚国�72.8�o.9�14.スペイン�日6.6�1.1

���16.ブルガリア�40.0�o.6�16.ポｰランド�61.7�O.7�16.ユｰゴ�86.2�,.1

���17､フィンランド�33.7�O.5�17.メキシコ�60.3�0.7�17.メキシ]�72.7�o.9

���18.トルコ�30.5�O.�18.スウェｰデン�56.4�O.7�i8.ブラジル�54.5�O.7

���19.南西アフリカ�30.5�o.4�19.ブルガリア�44.1�O.5�19､スイス�53.O�0.7

���20.スウェｰデン�25.O�o.4�20.東ドイツ�44.1�･O.5�20.オｰストリア�52.5�O.7

小計(B〕�����'･������

�78.000�25�小計(B〕�613.9�9.o�小計(B〕�819.0�9.9�小'計(B〕�840.8�10.7

針(A+B)�309.O00�1go�討手A+亘)�6,646.4�970�言十(A+眉〕�Z965.3�96.6�計(A+B)�7550.9�96.O

その他計���その他計�2075�3.O�その他計�280.ヨ�5.4�その他計�312.O�4.o

全世界埋蔵量�309.O00�100�全世界生産翼�6,853.9�一00�全世界生産量�8,245.6�100�金世界消費量�τ862.9�100

｢瓦量1千･1ノ〕

第59表世界の鉛の埋蔵量･生産量･鉛地金生産量･消費量(金属鉱物探鉱促進事業団資料)

蟻蔵鉛歴1千Sトン〕���鉛鉱生産量1凸宥嵐千Sトン〕���鉛地金生産量子Sトン���鉛地金消費量子Sトン��

国名�1970年�比率%�国名�1970年�比率%�国名�､1970年�比率%�国名�1970隼�比確%

1.u.S,A.�36.OOO�35.O�lIソ連�585.O�15.6�1.u.S.A.�734.4�18.3�1.U.S,A.�880.5�22.7

2.カナダ�14.O00�13.6�2.U.S.A.�578.7�一5.4�2.ソ連�5β5.5�14.6�2.ソ連�515.0�13.3

3､オｰストラリア�13,OOO�12.6�3､オ白ストラリア�482.6�12.9�3.オｰストラリア�373.O�9.3�3.西ドイツ,�428.O�11.O

4.メキシ'コ�4.000�3.9�4.カナダ�383.2�.10.2�4.西ドイツ�336.4�8.4�4.日本�232.0�6.O

5､ペルｰ�3.O00�2.9�5.メキシコ�194.7�5.2�5.･n本�230.4�5.7�5｡フラ!ス�2!2I2�5.5

���固.ペルｰ�170.9�4.6�6､カナダ�204.6�5.1�6.イギリス�168.8�4.3

���7.ユｰゴスラビア�124.2�3.3�7.メキシコ�198.8�4.9�7.イタリア�160.O�4.1

���8.中共�i20.O�3.2�8.フランス�1873�4.7�8.メキシコ�103.9�2.7

���9.ブルガリア�110.O�2.9�9､ユｰゴスラビア�1237�3.1�9.スペイン�80.O�2.1

���10.スウェｰデン�88.O�2.3������

一������lO.中共�120.O�3.O�11O.ベルギｰ�68.1�,.8

小計(A〕�70.OOO�68.O�小計(A〕�2.83τ3�75.7�小計(A)�3,094.1�76.9�小計(A)�2,848.島�73.3

上記以外の南米諸国�2.OOO�一.9�11.モロッコ�79.{�2.1�1i.ベルギｰ�1]4.7�2.9�11.ユｰゴスフピア�63.7�1.6

その他の自由諸国�1β.OOO�14.6�12.スペイン�76.8�2.i�12.ブルガリア�lOτO�2.7�12.スウェｰデン�60.0�1.5

ψ自由詩国�16.OOO�15.5�13.南西アフリカ�73.9�2.O�13.ペルｰ�79.9�2.0�13.カナダ�53.7�1.4

���14.日本�71.O�i.9�14､スペイン�75.7�1.9�14.インド�45.O�1.2

(日本〕�い〃6〕�{1.O�15.7イルランド�69.3�1.8�15､南西アフリカ�674�1.7�オｰストラリア15._ニュｰジｰブンド�40.7�1.O

���16.ポｰランド�66.O�1.8�16.南'鮮�値5.O�1.6�16.アルゼンチン�33.1�O.9

���17.南鱗�65.O�1.7�i7.ポｰランド�60.1�i.5�17.オｰストリア�30.O�0.8

���18.西肝イツ�44.1�一.2�18.イタリア�59.8�1.5�I8､スイス�28.5�O.7

���19.イタリア�38.1�1.O�19.スウェｰデン�44.o�1.1�19.オランダ�26.4�o.7

���20.ルｰマニア�35.O�O.9�20.ルｰマ.ニア�35.O�o.9�20.ブラジル�26.O�o.7

小計(B)�33.000�32.O�小計{B〕�618.6�1615�小計(B〕�708.6�1τ6�小計1島〕�40τ1�10.5

言十1A+B)�103.000�100�育十(A+B)�3,455.9�92.2�討(A一ト月)�3,802.7�94.5�計{A+B〕�3,255.6�83.8

その他計���その他言十�290.3�78�その他計�221.1�5.5�その他討�631,O�6.2

金世界埋蔵最�103,OOO�100�全世界生産最�3,746;2�100�金世界計�壬.023.8�100�全世界計�3,886.6�OO

派ユ'ゴを隙く

※共虻悶{ソビエトを除く〕

528･4-3.6�
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策60表世界の亜鉛の埋蔵量･生産量･亜鉛地金生産量･消費量(金属鉱物探鉱促進事業団資料)

埋蔵亜鉛量(キSトン)

国名

�售��

2.カナダ

3.オｰストラリア

4､円本

5.メキシコ

前(A)

一｣

心

その他の自由諸国

共産諸国※

1日木〕

小言t(､B一)

計(A+B〕

全世界埋蔵亜鉛最

1970年

比率%

㈷〰　

㈵�〰

工O.OO0

���

�住伀

㈳�

㈱�

ε.5

�　

㌮�

､后｡｡斗5､､

㌱�〰㈶�

㈰�住��

14,676〕{3､り

��〰

��

��住

��　

��住伀

�　

亜鉛鉱生産量(含有量子Sトン)

国名

1.カナダ

2.ソ連

㌮售��

4.オｰストラリア

5.ペルｰ

6､日木

7.メキシコ

8.ポｰランド

9.西ドイツ

10.南鮮

小計(A〕

11.イタリア

i2.コンゴ(共〕

13.中共

14.ユｰゴ

'1≡1.アイルランド

16.スペイン

17.スウ』=一デン

18.ブルガリア

19.ザンビア

20.フィンランド

小言十1B〕

計(A+B)

その他計

全世界生産量

1970年

�㈱�㌀

��　

���

��　

㌳�㌀

㌰�㌀

㈹㌮�

��　

�㌮�

��伀

��㌮�

���

�㌮�

��　

���

���

���

��　

��

��

��

�〰��

����

���

����

比率%

㈲�

��

��

τ5

��

��

��

㌮�

㈮�

㈬㌀

��

㈮�

㈮�

㈮　

㈮　

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�　

亜鉛地金生産量(千Sトン〕

1970.年比率%

�售��

2.回本

3.ソ連

4､カナダ

5.西ドイツ

6.オｰストラリア

7.ベルギｰ

8.フランス

9.ポｰランド

lO.イギリス

���

���

��　

���

㌳㈮�

㈸�㌀

㈵��

㈴��

㈳��

���

�㈹��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

㈬�

��

11.イタリア

12.中共

13.スペイン

14.メキシコ

15.南鮮

1碕.ブルガリア

17.ペルｰ

18.ユｰゴ

19､コンゴ,(共)

20.ノルウェｰ

���

��　

��

��

��

��

��

��

��

��

㈮�

㈮伀

��

��

��

��

��

�㌀

�㌀

��

その他計

全椴界計

����

��㌮㈡�　

亜鉛地金消費量(千Sトン)

国

���

2･日李

3.ソ連

4.西ドイツ

5.イギリス

6.フス

7.イタリア

8.ベルギ

9.カナダ

オｰストラリア

計(A〕

一11.インド

12.スペイン

13､ブラジル

14.オランダ

15.アルゼンチン

16.メキシコ

17.スウェｰデン

18.スイス

19.ノルウェｰ

20.オｰストリア

計(E〕

その他計

全世界消費量

1970年

����

���

��　

���

㌰��

㈴㈬�

���

�㌮�

��㌀

��

����

��

冒0,0

��

��

㌸�

㌸�

㌶�

㌰�

26.一5

㈴�

���

����

燕63319

�〴㌮㌀

比率%

㈳�

��

��

��

��

��

㌮�

㈮�

㈮㌀

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

祭ユｰゴを除く

��

��

�　

※共産圏アジア●ヨ`ロッパ

�㈬���

第61表世界のニッケル鉱の埋蔵量･生産量･ニッケノレ生産量･消費量(金属鉱物探鉱促進事業団資料)

埋蔵金属量子Mトン���ニッケル鉱生産量含有量子Mトン)���ニッケル生産量く千Mトン)���ニッケル消費量ζ千Mトン〕��

国名�1970年�比率%�国名�1970年�比率%�国名�!970年�比率%�国名�1970隼�比率%

1､一一ユｰカレド_ア､�50.OOO�50�1.力.テダ�27τO�42.8�1.カナダ�i89.3�32.9�1.U.S.A.�一41,2�25.3

2.キュｰバ�15.OOO�15�2.ニュｰカレドニア�1378�21.3�2.ソ連�110IO�19.1�2.日本�91.0�16.3

3.カナダ�Z262�?.3�3一ソ連�110.O�170�2｡日本�80.O�13.9�3､西ドイツ�40.9�73

4.インドネシア�5.615�5.6�4.キュｰバ�36.O�5,6�4.ノルウェｰ�38.5�6,7�{.フランス�36.1�6.5

5.フィリピン�5.O00�5�呂.オｰストラリア�279�4.3�5､イギリス�36.7�6.4�5.イ'キリス�34.7�6.2

6.オｰストラリア�4.133�4.1�盾.U.S.A.�14.O�2.2�6.キュｰバ�36.0�6.3�6､スウｰデン�23.1�4.1

7.ソ連�3.ヨ60�3.35�7.インドネシア�10.O�1.5�7.U.SA.�15.5�2.7�7.イタリア�19.8�3.6

8.南ア連�2.OOO�2�8､南アフリソ�9.0�1.4�8.フランス�10.7�1.9�8.カナダ�12.3�2.2

9.コロンビア�1.400�i.4�9.ギリシア�8I6�1.3�9.南アフリカ�9.O�1.6�9.オｰストラリア�4.O�O.7

o.ギリシア�一.230�].2����}�����

���o.フィンランド�4.9�0.8�10.ギリシア�8.6�1.5�1O.ベルギｰ�3.2�O.6

小計(A)�95.OOO�94.95�｡小副'(A〕�635.2�98.1�小計1今)�534.8�93.0�小計(A)�406.3�728

11ト､_力�900�o.9�1.ロｰデシア�4.o�P.碕�11Iフィンランド�4.0�O.7�11.オｰストリア�3.1�O.6

12.マダガスカル�870�o.9�2.ポｰランド�1.≡i�O.2�12､ブラジル�1.2�O.2�2.スペイン�2.5�O.4

13.ユｰゴスラビア�665�0.65�3､ブラジル�1.5�O.2�13.西ドイツ�o.8�O.1�I3.スイス�2.O�O.4

14.ベネズェゼラ�640�O.6�������4､オランダ�1.3�O.2

15.ボツワナ�493�O.5�������5.ノルウ里一�1.O�0.2

局.ブラジル�460�O.5�������6.フィンランド�o.4�011

7.ロｰデシア�355�O.3�������7.デンマｰク�0.1�O.02

8.ガテマラ�300�O.3���������

�售�����������

20.インド�110�o.1���������

｣計(B)�4,078�4195�小計{B〕�70�1.1������

`■������小計(B〕�5.8�i.o�小計{B〕�10.4�1.9

言ト(A+B)�99,978�99.90�計(A+B)�642.2�99.2�計(A+B)�540.6�94.o�言十(A+B)�416.7�74■

その他計�84�O.1u�その他計�5.2�O.8�その他計�34.3�6.o�その他計�※141,2�25.3

金世界埋蔵最�100一①62,�100�'全世界生産最�6474�100������

一������全世界生産量�574･9一�100�地1界消費量�5579�100

����������※ソ迦圏;偶･一蓼0･023･3��
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策62表世界のボｰキサイト埋蔵量･生産量･アルミニウム生産量･消費量(金属鉱物探鉱促進事業団資料)

����������I■L1■■�������

��ボｰキサイト埋蔵最(千Lトン〕���ボｰキサイト生産量(ST)���アルミニウム生産量〔ST)����アルミニウム消費量(ST)�����

国�名�1970年�比率%�國�名�1970年�比率%�'国�名�1970年�比率%�国�名.�1970年�比率%��

1.ギ�二�ア�4,500.OOO�38.8�1.�ジャマイカ�12,000.O00�18.8�1.U.�S.�A.�3,976,148�36.3�工.U.�S.A.�3-735,400�35,7

2､�オｰストラリア�4,500.OOO�38.8�2.�スリナム�6,638.051�10.4�2.ソ�連･�1,600,O00�14.6�2.ソ�連�1.3251000�12.7��

3､�ジャマイカ�600.OOO�5.2�3.ソ�連�6.O00,OOO�9.4�4.力�ナ�ダ�1,061-020�9.7�3.日�本�1-015.200�9,7�

4､ス�リナム�200.OOO�1.7�4.�ガイアナ�4,750.O00�75�4.同�本�冒OZ800�74�4.西ドイツ�7“.100�π1���

5.ユ�`�ゴ�200.O00�1.7�5.フ�ランス�9､ヨ62.824�5.3�5.ノルウェ_�584,403�5.3�5.フ�ランス�455.500�4.4��

6.�ガイナア�80.OOO�O.7�6.ギ�ニア�2,750.000�4.3�6.フ�ラ�シス�420.027�3.8�6.イギリス�454.200�4.3��

7､フ�ラ�シス�70.OOO�0.6�7.�ギり�シア�2,513.244�3.9�7.西ドイツ�340-993�3.1�7.イタリア�3-3.100�3.0��

8.U.�S.�A.�45.OOO�o.4�s.ユ�'ゴ�2,313.700�3.6�8.イ�ン�ド�"Z487�工.6�8.力�テダ�235.300�2.3

����9.U.�S.A.�12,272.500�3.6�9､イタリア�1611460�1.5��9.ベルギｰ�207800�2.O���

����ユ｡.�ハンガリｰ�2,228.600�9.5�1O.中�国�135.OOO�1.2�lO.イ�ンド�181.800�i.7��

小�計1A)�10,195.O00�8丑9�小�計1A)�44,828.919�?o.3�小�討(A〕�9,264.338�84.5�小�計(A〕�8,664,400�82.9��

�その他の自由諸国�800.000�6.9�11.イ�ンド�1.49帥32�2.4�11.スペィ�ン�130,953�1.2�11.スペイン�142.OOO�1.4���

�その他の共産諸国�605,OOO�5.2��12.インドネシア�一.354.900�2.1�12.ガ�.�ナ�119.666�1.1�12.オｰストラリア�131.300�1.3��

����13.マ�ラヤ�1,255.876�2.0�13.ポ'一ランド�m8-gOO�1.0�13､ス�イス�109-gOO�i.i���

����14､ド�ミニカ�1,200.OOO�1.9�1卓.ス�イ�ス�100βOO�o.9�14.ノルウェ_�一02500�i.o��

����15,ハ�イチ�724.013�1.1�15.オｰストリア�99-211�oI9��15.オｰストリア�98.OOO�0.9���

�����161ルｰマニア�660■OOO�1.O�16.ルｰマニア�99,ooo�o.9��16.スウェｰデン�97.200�o.9���

����17.中�国�452.O00�0.7�1?.ギリシア�95.869�O.9�17.ユ�一ゴ�83.800�O.8���

����18.ブ�ラジル�350.OOO�0.5�18.オランダ�82.836�O.8�18.オ�ランダ�63.OOO�O.6���

����19.ガ�一ナ�295.OOO�O.5�19.スウェｰデン�72,800�0.7�19､メギ�シコ�39.700�O.4���

����20.イ�タリア�2“688�0.4�20､ハンガリｰ�72,800�o.7��ソ運以外の共産国�716200�6.9���

小�針(逼〕�1.〃5.O00�12.1�小�計(B)�8,038.209�12.6�小�計(B〕�982β35�9.O�小�計くB〕�1,583､ε00�15.1��

�計(A+B)�H.600.OOO�100��計{A+B)�52.86τ128�82.9�計(A+B)�10.2“.173�93.5��計{A+B)�10,248-ObO�98.0���

･その他討�����その他■…1･�10,856.248�171�その他1引'�7刎､1“�o.6��その他計�206.600�2.o���

�金世界埋蔵査�11,600.O00�100��I全世界生産量�63,723.376�100�全世界生産量�10,968.317�100��金世界消費最�10,454.600�100���

かった.しかし1950年代からナショナリズムの意識

に目覚めた開発途上国では自国内の天然資源は自国の

権益下にあるとして鉱物資源ρ主権を主張したため

世界の小数大手企業の支配体制の一画はくずれ始めた.

たとえばアフリカのザイｰルではベルギｰのユニオ

ン･ミニエｰル社の開発した銅山を国有化して政府所

属の鉱山開発公社のジェコミンに全部吸収し南米では

チリの主要銅山の国有化が断行されペノレｰでは政府に

よ亭休眠鉱区の没収等とくに最近の国有化の動きが激

しくなってきている.このように世界的に動揺して

いる鉱物資源事情の中で日本は1965年以降の経済発展

に伴い鉱物資源の需要が増大し海外鉱石の輸入が急増

したが鉱物資源の安定供給を意図して種皮の方式に

よる海外進出を試みるに至った.しかしたがら先に

も述べたように小数大手企業の支配体制の壁は厚く

また開発途上国のナショナリズムによる国有化の動きは

投資に関する安全性の保証が得られないという隆路に逢

着し鉱物資源の安定供給には欠くことのできない開発

輸入は努力に見合った成果が余り上らないという実庸

にある､

それとともにわが国にとって今一つの問題点は鉱石

を輸入して製錬する方式が資源供給国の現地製錬の願望

と矛盾していることで将来は鉱石輸入方式が鉱害問題

ともからんで是正されて行くことも考えられる.

これらの小数大手企業の支配体制開発途上国のナシ

ョナリズムによる鉱物資源の国有化および現地製錬の問

題について今少し掘り下げてみよう.

1)小数大手企業の支配体制

金属鉱物資源の分野では銅･アノレミニウム･ニッケ

ルが小数の世界の大手企業の独占的在支配体制におか

れている傾向かとくにいちじるしい.

(1)銅独占資本体制

銅資源に関してはケネコット･アナコンダ･フェル

プスドッジ等の国際産銅合杜9社で自由世界の産銅量

の46.3%カミ占有されている(第63表参照).

今ケネコット社1社とわが国の大手企業産銅8社の経

営規模を比較してみると電気銅の生産量についてはケ

ネコット社と産銅の8社の合計がほぼ同じであり売上

高は日本の産銅8社の方がケネコットの2倍近くである

のにもかかわらず利益率は格段の相違がみられる.

また留保利益を比較したとき日本の産銅8杜の合計

がケネコット1社の何と1/30にほぼ相当する.探鉱費

についてみるとケネコヅト社の方が少し下廻るが産

鋼8社の計とあまり遜色がない(第64表第14･15図参�
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第63表世界主要産銅合杜の国別生産量および集中度(1970年)(日本の資源問題)

(単位:千ショｰト･トン)

アナコンダケネコット

9社1汁(米)(米)

搬1(%川剛(%)僻j叶%)榊11%)

アメりカ

ザンビア

チリ

カナダ

サイｰル

ペルｰ

蘭アフリカ共和｢日

日木

フィリピン

オｰストラ'リア

メキシコ

南西アフリカ
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第64表米国主要産銅5社とわが国産鋼8社との比較(1970年)(金属鉱物探鉱促進事業団資料)

�������利益球(%)�

会社名ケネコット�廉銅駐(T･ST)713�(A)先ト高(億円)4,079�(B)税州奉純利益(徳川543�(C)nU資木(徳川4222�(D)f州総資木(億1-1)6254�(C/DnJ資本比卒(%〕67.5�売1二■吉1利益卒(B/A)13.3�斐川総資木利滞卒(B/D)

������

アナコンダ�425�3,519�230�4,278�6425�66.5�6.5�3.5

アマックス�215�3,027�301�2,195�3,840�57.1�9.9�7.8

ヘルプスドッジ�605�2,791�405�2,362�3,235�73.0�14,5�12.5

アザルコ�502�2,584�402�2,436�3103�78.4�15.5�12.9

11木産銅8祉言1'�719�7,995�131�1,731�8,728�19.8�1.6�1.4

照).

ある国際入札で日本の会社が加わったときアナコン

ダ社の代表が｢これは戦艦とヨットの戦争である｣とい

った話を聞いたことがあるがまさに日本の企業1社で

は世界の大手企業とは比較にならないほど競争力が弱い

といえよう.

�　

�　

�　

�　

�　

�　

ユOO

�

ケネコット留保利益

!'口木産銅8祉探鉱飾

/ケネコット探鉱搬

吉!自ク'□本産銅8祉留保利益.着

����

第14図探鉱費および留保利益の推移(金属鉱物探鉱促進事業団資料)

を目標として努力を重ねているが

地帯がすでに小数の大手企業の手中にあり

わが国の企業は世界の大手企業の網からもれた小魚を探

してすくい上げているといったような状態におかれてい

る.さて世界の産銅独占資本のチャンピオンである

アナコンダ社およびケネコット社の発展過程と最近の状

況についてみてみよう.1864年アメリカのゴｰルドラ

ッシュ時代にモンタナ州のシルバｰ･バウ･クリｰク

付近で銅鉱床が発見されビュｰト地区で鋼製錬カミ試み

られ1867年ビュｰト町が建設されたがその後失敗に

終わりビュｰト町はゴｰストタウンとなった.しか

'この利益率が低く留保利

益も少ないというわが国の企

業の性質は製錬を主として

おり採掘部門での付加価値を

あまり持たないということが.

原因している.鉱物資源の

安定供給および利益率の上か

らも海外における鉱山の開

発輸入方式はもっとも望まし

くまたわが国の企業もこれ

世界の主要荏銅資源

後発部隊の

ケネ=1ヲト

アナコンダ

～レプス･ドザジ

イソヨ

第15図

��

��

獺｡｡｡

1船

�

鍛獺雛鍛鰯｡｡｡

㈲

.萎灘鰍｡市

�

著205

��

内外企業の留保利益と探鉱費(1970年)(金属鉱絢探鉱促進事

業団資料)�
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し1870年同じ地域で酸化銀鉱が発見されて開発が始ま

りビュｰト町は再び活気をとり戻した.アイノレラン

ド移民の鉱山技師であったデｰリｰがこの地を訪れたの

は銀鉱山の開発が軌道に乗った時期である.デｰリ

ｰは最初銀行の鉱山投資顧問をしていたかやがてアリ

ス銀山を買収して鉱山業を始め次々に探鉱に成功した.

1891年ビュｰト地区のシンジケｰトの4グルｰプカミ合

併して｢アナコンダ鉱山会社｣を設立したが1895年デ

ｰリｰは新しく｢アナコンダ鍋山会社｣を作り前身の

｢アナコンダ鉱山会社｣の全資産を引き継いだ.また

新しい技術を導入して廃ガスからの硫酸の製造沈澱

銅の回収電気製錬法の採用等により生産コストの低下

を計った.この当時アメリカは電化時代を迎えて銅

の需要が急速に伸びたためアナコンダ社の銅企業は時

流にうまく合致した.

1899年アナコンダ社は｢アマノレガメイテッド銅山会社｣

に統合されたカミ1914年再び独立し1922年アメリカン

ブラス会社を合併し1929年一連の電線工場を統合して

原鉱石から地金の生産さらに製品加工までの一貫した

システムを作り発展の基礎を完成した.

戦後は引き続き拡大を計り支配合杜は事業部を含め

て29に達し1969年の生産は銅量にして54.2万トンに達

した.

アナコンダ社の海外進出は比較的早くから行たわれ一

部の株式を保有していたメキシコのグリｰン･カナネア

鉱山を始めとしてアメリカンブラス仕合併後積極的

に海外進出を企図し1915年チリのチュキカマタとポト

レリｰロスの2鉱山の入手を計った.チュキカマタ鉱山

は当初｢チリ銅合杜｣に属し第1次世界大戦の最中に

“リｰチング法"の完成による酸化銅回収の成功により

操業が開始されたかアナコンダ社は｢チリ銅合杜｣の

資本51%を買収して経営権を握り､1929年には完全に

アナコンダ杜の支配下に置いた.

チュキカマタ銅山の生産量(銅量)は1929年15万トン

第2次大戦中は24万トン1969年には28万トンとなって

おり!915年から1955年までの40年間に576.5万トンの

銅を産出している.わが風の各鉱山から産出する銅量

の合計が年間12万トンでありチュキカマタ1山の年間

生産量の!/2以下であることからみて如何に大規模の

鉱山か想像できよう.少しデｰタが古いが1962年に

おけるチュキカマタ鋼山の粗鉱総埋蔵量が約10億トン

銅品位は2.17%である.

またギトレリロス鉱山は1916年アナコンダ社がブラ

ｰデンから鉱区権を買収し当時4,500万ドルの設備撃

資を行なって1922年から1955年の問に鋼量にして約162

万トンを生産した.ポトレリロス鉱山の規模はチュキ

カマタに比べて小さく第2次大戦後は鉱量カミ洞渇した

カミインディオ･ムエノレト(死せるインデォオ)地区に

新鉱床が発見されこれをエノレ･サノレパドｰル(救世主)

と命名して開発カミ行なわれている.このエノレ･サルパ

ドｰノレ鉱山からの年間銅の生産量は約7.2万トンである.

またエキソティカ鉱山はアナコンダ社に属し1966年5

月から採掘が開始されたが年間の生産量は約13万トン

である.この他1927年にアフリカｰナ鉱山等を所有

してきた.

1969年アナコンダ社の銅の生産最の65%がチリから供

給された.しかし･ユ966年以来チリではナショナリズ

ムの動きが強くなり.チュキカマタおよびエル･サルバ

ドｰルについてそれぞれのアナコンダの子会杜の株式

の51%をチリ政府が取得しエキソティカは25%を取得

したがさらに1970年左翼に属するアジェンデ大統領が

選出されてこれらの銅山の完全な国有化が実施され

アナコンダ社はチリから撤退を余儀なくされた.

またペノレｰでも政府の休眠鉱区の没収によりセロ･

ベルデ等の鉱区を失い開発途上国のナショナリズムの

前にさすがのアナコンダ社も南米諸国から敗退した感

がある.ちょっと余談によるがアナコンダは南米の

アマゾン流域にすむ大蛇の意味でありこの国有化によ

って戦艦も巡洋艦程度に変身したようである.しかし

目下カナダのブリタニアン･ビｰチで大鉱山を開発中で

ありチリで失った資源を他地域で回復しようと努力し

ている.

一方同じく産銅独占資本の雄であるケネコット社は

1915年｢ケネコット鉱山会社｣と｢ビｰストン銅合杜｣

の2杜カミ合併して発足した.この年すでにチリの｢ブ

ラｰデン鋼山会社｣を子会社にしている.ケネコット

社はもともとアラスカの銅山開発から出発したが1923

年｢ユタ銅合杜｣の支配権を獲得して以降飛躍的な発

展をとげ192q年から種々の会社を併合して黄銅およ

びその製品部門に進出しさらに電線部門もその傘下に

加えた.

先に述べたブラｰデン銅山会社はチリのアンデス山中

に高品位の銅山を保有していたのを契機としてケネコ

ット社はチリで探鉱を進めエル･テニエンテ鉱山の開

発に成功した.この鉱山士は年間産銅量18万トンの大規

模なものであるが1966年チリ政府はケネコット社の子

会社ブラｰデン銅山余杜の株式の51%を取得し｡1970年

には国有化した.これで.ケネコット社も年間ほぼ30

%の産銅量を失ったことによる.

しかしケネコヅト社は最近パプアニュｰギニアでオ�
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鮒㍑:､r楓.畠.､昌.号一アルミ杜等6社で世界の71%の

第16図世界産銅大手会杜の資本支配状況(但しチリ政府の国有化前)(日本鉱業鶴余資料)アルミニウムの生産量を支配してい

る(第!7図第65表参照).

クテデイ鉱山の探鉱に成功しておりまた海洋開発にも今世界最大の大手企業であるアルコア社と日本のアリ

乗り出すなど各方面での活躍は目覚しい.

アナコン･ダケネコットを初めとするアメリカの産銅

独占資本についてみた場合まず自国内の資源を支配し雫65表棋界ボ^キサイトの生産能力と6大国際資本のシェア(1969年)

(資源問題の展望1971)

各種部門を統合して成長しているカミそれと同時に早く

から海外にも進出して優秀な資源を確保している.(〕附:千tノ年〕

一方ヨｰロッパ系の大手企業は当初から植民地系の

海外鉱物資源開発に乗り出しこれによって獲得した利

益の下に発展してきた.これらの代表的な会社はザイ

ｰル(旧コンゴｰ)における斗ニオン･ミニエｰル社で

箏1

ありまたザンビアの口rン･セレ

クション･トラスト社であるが紙数

の都合上その成長過程は省略する

(第16図参照).

しかしアフリカにおけるこれら

の会社もナショナリズムの昂揚によ

りザイｰノレではユニオン･ミニエ

ｰル社が所有していた鉱山は完全に

国有化されて政府の鉱山分社であ

るジェコミンの経営に移管されザ

ンビアではロｰン･セレクション･

トラストとアングロ･アメリカン両

社の2大企業の株式の51%が政府の

所有となっている.
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第17図6大国際アルミ会社の勢力(金属鉱拘探鉱促進

事業団資料)

州所:■■t粋主睡能力はMe舳IBuH刮inWintel･1969h帖直mtioninA､而i口ium…

注:6大使木の一ト唯能力は投資北李によって幕出�
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第18図アルミニウム新地金生産の国際比較(1968年)

(資源問題の展望1971)

ミニウム製錬5仕合計の地金生産量を比較した場合目

本はアノレコア社1社の40%の生産をしているに過ぎ枚い.

アノレコア社の成長過程をみた場合最初アノレミニウム

製錬法の特許を独占しこれを50年間緯持するとともに

開発途上国のボｰキサイト鉱床の開発とアノレミニウム製

錬には欠くことのできない電源の開発にも努力してきて

いる.その海外進出は1914年英領ギアナにまた!916

年にはスリナムにその後はブラジル･仏領ギアナ･メ

キシコ･ノｰルウェｰ等にも勢力を伸ばしている.

アルミニウムにおいてはアメリカをはじめ各国とも

小数企業の独占という産業形態が維持され世界で6大

企業グルｰプカミ成立しているカミこれらの大手企業はボ

ｰキサイトおよび電源資源を確保し資本カも充実しか

つ技術的にも優れておりしかもボｰキサイトの開発か

らアルミナアノレミニウムの製造製錬に加えて加工品

の生産に至る一貫した体制を形成しておりしかも現在

なお世界各地で探鉱開発に意欲的でありリスクの大

きい資源開発に努力を重ねている.これらの国際大手

企業はわが国にも進出してきておりアルキャン社が日

本軽金属の株式の50%を保有している他わカミ国企業に

対して技術輸出も行なわれている.

しかしこのようた大手企業の独占的支配体制に対し

て最近は先進国でアノレミニウムの製錬企業数が増加し

ておりニュｰエントリｰとしてオｰメット･インタ

ルコ･ハｰベイ･アナコンダ･コナノレコ等が新規に登場

してきた.また一方開発途上国においてもアノレミニ

㌢手製鋼ヰ国策として企業化され最初はアメリカ･イ

キ)ス･ドイツ･フランス･スイス･オｰストラリアの

6カ層でのみ製錬されるが漸次増加して1967年にはメ

キシコ･スリナム･ガｰナが加わり29カ国に拡大してき

た.この結果アルミニウム製錬はソ連を中心とした

共産圏諸国･アフリカ･オｰストラリア等での比重カミ高

まり日本もその一翼を担ってアルミニウムの生産量は

増加の一途をたどっている.

(3)ニッケル独占資本体制

ニッケノレは独占資本の支配体制がもっとも強力であり

自由世界のニッケルの生産量の中インコ･ファルコン

ブリッジ･ルニッケル･シェリヅトゴノレドンの4社のみ

で実に95.2%のシェアを占めている.さらにこの

申でのインコ社1社のシェアは65.4%に達する.

インコ社は年間7億ドルの売上を計上し利益金は1.2

億ドル売上高利益率は1.7%で1969年の鉱石生産量

(金属含有量)は17万3千トンで地金生産量と等量と

なっておりバランスカミとれている.また年間探鉱

費は115億円でケネコット社やアナコンダ社より若干

下廻るカミ留保利益ははるかに上廻っている(第19図参

照).

先にインコ社のストライキによって世界のニッケノレ

の供給が不足したためクレｰマｰケットか出現したこ

とを述べたがそれほどインコ社はニッゲノレにおいて独

占体制をとっているといえよう.またインコ社はカ

ナダのオンタリオ州およびマニトバ州でサドベリｰを

始め7鉱山を開発しているがこの他英領ソロモン

インドネシアのスラウェシ島およびニュｰカレドニアで

も新鉱山を開発している(第20図参照).

ル･ニッケル

��─

ファルコン

ブリッジ

14･5%､紗

1:自由世界莱

ニッケル生産

345千t.

ンコ

��─

シェリットゴｰドン

㌮�

その他

��

第19図4大国隊ニッケル会社の勢力(金属鉱街探鉱促進事業団資料)�
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世界のニッケルの探鉱開発状況

(探鉱⑱)

一方ルニッわレ社は1880年ニュｰカレドニアのニ

ッケノレ鉱床開発のため創設され爾来採掘カミ続けられて

きているが日本はニッケノレ製錬の原鉱石の85.8%をこ

のニュｰカレドニアに依存している.しかし最近は

ニッケノレ鉱石の品位が低下してきており現地製錬や輸

出規制の動きも出てきている(第66表参照).

2)資源ナショナリズム

1962年の第6回国連総会において｢天然の富と資源

に対する永久的主権｣宣言が採択されその本文の第1

に｢天然の営と資源に対する永久的主権に関する人民お

よび民族の権利は彼等の国家的発展とその国の人民の

福祉のために行使されたけれぱなら恋い｣と規定された.

これまで開発途上国の多くが植民地または属領当時から

その宗主国資本が天然資源を収奪して本国に大量に持帰

りそれに伴う利益を還元し低かったが独立後も経済

的に従属させられ天然資源の権利が依然として先進国

第66表ニュｰカレドニアの鉱石生産と品位

ぺ��鉱石生産量鉱石品位

�(年平均1gqOM/T)�(%)

1818～99�600�9

1900～20�2,436�7.3

1921～30�973�5.3

1931～40�2,231�4.51

1940～50�1,776�3.6

1951～60�10,O00�3.3

1961～65�9.795�3.0

����〰��

����㌰��

出所:科学技術庁資源調査会資料

の小数大企業の手中にあり開発途上国の政府および人

民の福祉とは抵らなかった.

とくに鉱物資源は再生産が不可能で採取すればす

るほど資源が枯渇して行くものでありしかも採掘に伴

う高収益は原始資本の蓄積に有効で他産業の育成の根

源によることなどから開発途上国の経済的独立をかち

取る上にもっとも重要であるといい得る.

したがって開発途上国が経済的独立を目標として

自国内の天然資源の主権を回復しようとする動きには

歴史的必然性があり資源ナショナリズムの正当性が国

連総会の決議にまで発展したとみることができる.

資源ナショナリズムは第2次大戦後各国で活発化した

がその先鞭をつけたのは戦前のメキシコおよびベネズ

エラの石油に対する国有化や国家権益の保護政策であ

り戦後は中近東の産油国および南米やアフリカの産

銅国で鉱物資源の国有化または政府の資本参加等が実

施され小数企業の独占体制の一画がくずれた.

銅に関するナショナリズムの動向については南米の

ペルｰ･チリおよびアフリカのザイｰノレ･ザンビアのケ

ｰスでその国有化や政府の資本参加についてはすでに

述べだがこれらの4カ国は銅輸出国政府間協議会(CI

PEC)を設立し開発途上国の国際的団結の場を作り

従来の小数大企業への対抗と変動のいちじるしい銅価

格への関与等を目的として行動を起こした.しかし

他の銅資源を保有する開発途上国一だとえばフィリピ

ンやイラン等一は加盟しておらずまた主要産銅国であ

るアメリカカナダ等も参加していな､いので銅価を規

制するほどの勢力は持っていない,�
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CIPECの最近の動きとしては1970年11月パリで理

事会と特別会議カ欄催され銅価の暴落について討議さ

れまた新市場一とくに中共一獲得のための共通の政策

確立についても相談がもたれた.また1971年5月ザ

イｰノレのキンシャサで会議が開催され銅め需給予測

生産計画鉱山法等カミ討議された模様である.

これらCIPECに加盟している4カ国の現状をみると

まず国有化を断行したチリでは197ρ年以降生産計画ど

お'りには生産が伸びずむしろ減産傾向にありこの原

因が鉱山労働者のストライキや外国人技術者の引揚げ等

にあるといわれ日本の技術援助を要請している.ま

た一小数大企業から休眠鉱区を没収したペルｰはミチキ

ジナ!･セロベルデ･ケジャベコ等の鉱山開発を計画し

ているが新鉱業法によれば協同体として労働者の経営

参加を認めさらに政府機関による鉱石版宛価格の決定

や鉱産物取引の国営化等を規定しており従来の商業べ

一スによる開発参加には需要国の企業としても二の足

を踏む状況にある.ペルｰ政府も日本に対する経済お

よび技術協力を強く望んでおり先ごろ日本のミッショ

ンによるミチキジァイ鉱山のFR調査が実施されたが

それ以上の発展はまだ見られない.

面の差し迫った問題ではないためわが国にはまだ大き

な影響を与えてい荏い.

しかし1970年にカナダのブリティシュ･コロンビア

州で州政府が｢鉱石加工法｣を成立させ鉱石の50%

め輸出制限と製錬所建設の義1務づけ等一連の鉱業化政策

が決定されわが国の産鋼業界の海外資源開牽にとって

焦眉の問題が持上っ定.`これは先にも述べたように

わが国の輸入銅鉱石の30%をカナダに依存しており将

来カナダが最大の供給源になる可能性のあるためである.

この｢鉱石加工法｣に対して融資輸入契約の成立し

かかったロｰネックス銅山への融資決定をストップさせ

てわが国がこれの阻止を行なっ一たため鉱石の輸出制

限が12.5%とする政令が出されて一応この問題はおさ

まりた.しかし州政府はこの12.5%の制限をいつで

も変更し得る立場にあり状況の変化によっては輸出制

隈を強化して製錬所を建設する可能性が残されている.

また休眠鉱区を国有化したペノレｰ政府も国有製錬

所の建翠とその製錬所に対する畔石拠出の義務を決定し

ており鮮石輸入を立前とするわが国の企業にとって

ペルｰの大型鉱山開発のプロシクェ･トに参加することを

困難にしている一

一方アフリカではザイｰノレ共和国でユニオン･ミニ

エｰルの鉱山の固有化後ムソシおよびキンセンダ鉱山

の開発に日本鉱業を中心とする日本の合弁企業に開発を

許可しさらにテンケ･ワングノレメ鉱山開発にはスタン

ダｰド･んへC･BRGM･三井物産等の合弁外資の進出

を許可するなど弾力的政策をとっている.またザン

ビアでも政府所有鉱区を日本企業に開発させるのではな

いかと噂されたが実現には至っていない.このよう

に開発途上国では銅資源について主権を回復したもの

の経済および技術面に問題があり他の先進国一とく

に日本に一援助を求めている現状にあるとい乏よう.

3)現地製錬問題

わが国では鉱物資源を輸入する場合原鉱石を輸入

して製錬し加工するという加工部門偏向的産業体制をと

っているが鉱物資源を保有する開発途上国では現地

製錬を行匁い地金または加工品として輸出したいとい

う希望が強い.これは製錬および2次加工による付加

価値を取得する他開発途上国には多い失業者の救済を

ねらったいわば一石二鳥の政策といえよう.

したがって開発輸入方式のプロジェクトｰたと完は

ザイｰノレのムソシ鉱山インドネシアのハルマヘラ島の

ニッケノレ鉱山エクアドルのチャウチャ鉱山一では開

発に伴う製錬所建設の義務づけカミ行なわれているが当

しかしながら資源保有国での現地製錬の動向はナシ

ョナリズムの昂揚とともにますます強くなる傾向にあり

わが国の産業体制とは矛盾するもののこれを強力に阻

止することが困難とすれぱこれに対応して体制を変更

して行く必要があろう.とくに最近は公害問題の渦

中に国内製錬所が巻き込まれており深刻な様相を呈し

てきているがこれらの問題ともからみ合わせて野地

製錬の問題を再検討する時機にあるといえよう.11一

ユわが国の海外鉱物資源開発の現舛三

昭稲40年以降わが国の経済の発展により鉱物資源

の需要が急増したため海外依存度が急速に高まりま

たその輸入方式としては単純輸入･融資輸入･開発

輸入があり安定供給を図るためには開発輸入奉もっと

も望ましいことぽ先に述べた通りである.このため

わが国の企業が世界各地で探鉱開発に努力している牟

企業体質も弱く海外進出に立遅れているため三まだそ

の成果は十分であるとはいえない.

昭和28年から45年までの銅･鉛･亜鉛･ニッケンレ･

ウラン･ボrキサイトについての海外における申別の探

鉱費と開発費を見た場合とくにカナダ･オｰストラリ

ア･ペノレｰ･フィリピンの増加率は伸びておりこんら

の国に探鉱開発が集中している傾向がみられる.ま在

ザイｰルおよびマライシアでは具体的な開発プロジミエ�
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策67表わが国企業

の海外活動状況(単位･百万円)(日本鉱業協会資料)

年度.��28�29�50�51�52�;5�;4･�;5�56�57�58�59�40�句1�42�4;�44�45�計.

�探鉱費���������109�61�49��15�17�210�18�145�585�tO05

オｰストラリア�開発費��������128��5`�69�314���16�1`�51�15』12�156`2

�計��������128�109�1〃�118�;14�15�17�226�;4�194�9�

�探鉱費��������142����97�1;ア�210�265�70;�1.000�5`5�5.119

カナダ�開発箪������57���5価�,620��452�1.089�5298�200�蝸〃�2が4�1M40�25“4

�言†｡������57��142�540�｡620��549�1,226�弱08�“5�4577�蛎94�12.005�28285

�探鉱費��������157�125�50�51�55�185�､�61�2;6�15�451�M05

ペルｰ�開癸奥�����������462�252�708�569�2,550�1,451�591�2229�8引2

�計��������151�125�;o�515�507�895�510�2.411�t687�6“�2ム80�10017

�探鉱費��������21�“1�65�228�129�151�1"�298�191�41�1�一“5

チ1�開発費�����62�284�126�������765�t165�2,891�側20�羽20�156;5

�計�����`2�284�126�21�141�65�228�129�151�9`4�t465�5082�鯛“�弱21�1109`

�探鉱費�������54�26�404�171�����一���4�659

ボリビア�開発費��������184�506�`10�2“�109�145�513�57�55���2〃5

�討一�������54�210�710�781�2“�109�145�51ヨ�57�55��4�2484

������������������一一��

�探鉱費��������58�59�����50�2�79�175�506�907

フイリピソ�開発費�270�1蝸���720�184�80�3η�η00�612�15��1-008��190�494��姻40�1弘51

�計�270�1仙���720�182�80�455�2.75ヴ�`12�15��tO08�50�192�575�115�閑46�14558

�探鉱費���������������299�900�2〃8�tg09�5'0`

コンゴ�1開榮焚一�����������������t955�3302�10257

�箭���������������299�800�蝸55�10211�1邸“

�探鉱費���������������仙�576�425�1.041�2』89

マライシア�開発費������������������似50�伽;o

�飾���������������一■5�516�425�5'177�仙19

�探鉱費����1仙�58�15�58�40�48�72�ω�71�6`�156�;07�2`8�868�2502�棚70

その他�開発費｡��������帖1���178�282�26�254�“o�1`�15�砂20�5300

�董f!����千44�58�15�58�η1�48�72�247�55;�92�590�725�5仙�8ε5�“22�"70

�探鉱費=����144�58�15�92�424�886�597�;97�;52�552�595�t485�2;871�5.119�ア;68�20151

員十=�.開菱奥�270�“5���702�525�20`�820�鯛“�2βg8�%8�胴09�2.916�5,199�侶9`�8日57�12,02`�55〃5�100114

�甜■�270�悩5��1仙�840�558�298�一2仙�仙52�;295�閑65�t7`1�ζ528�5192�瑚81�11.728�1Z145�6軸`1�12μ65

淺一44隼慶重1;災総.45隼慶桑幽屍込

2｡灘感籔;駐雀災.幽交災による`級欧交は含重元い

翻繁賀.磁劃.薗社金駿分を含む

対象脇.鉛,更幽.ウヲソ.呂〃ル.〃一wれの6蝿

クトがあるため昭和42年以降探鉱開発費が急遠に増大

している(第21図参照).またこれらの海外におけ

る探鉱費の総額は昭和41年に比べて45年には12倍以上

開発費は10倍以上となりその伸び率はいちじるしい

(第67表参照).

以下鉱種別にその現状について述べよう(第22図参

照).

1)銅

銅に関しては第2次大戦後銅の需要カミ伸び比較的
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�ト�山市キ�米干�助ナ�捉�ヒラl1“〃的岳�ス}��

�レ�よ7シ�ヤ]庇}ム操マ�聞尭旧･山�グ晒����
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�イ�止,｣�剖�助1』一ヒ^冊お�����
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�伍�出肚�l11几�式�並･てム括1:�ム���

��石阯ア�山〕�切テ�����

�山�1二�������

��加外工�出ラ覗舳尭上�届�����
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λ

ら融資輸入および開発輸入の努カが続けられ

てきた.す次わち昭和28年にはフィリピ

ンのトレド鉱山の開発に対する融資が行なわ

れ昭和32年にはチリのポノレテセロ鉱山の開

発輸入に初めて成功した.また昭和35年

わが国の企業によりカナダのベスレヘム鉱

山の探鉱に成功して開発に参加している.

その後開発輸入方式としてはムソシ･マム

ｰト融資輸入ではエノレツベルグ･ブｰゲン

ビノレ･ロｰネヅクス･サガスカ･リオブラン

コ等の大型プロジェクトがあげられるがこ

れらのうちサガスカおよびリオ･ブランコを

除いてはまだ開発準備段階にある(第68表

参照).

昭和45年までの銅の開発輸入を目的とした

海外プロジェクト数は102あるがこのうち

成功したものは14に過ぎず成功率は1/5程

度でありこれによって供給される銅量は年

第21図海外鉱山に対するわが国企業の探鉱開発の歴吏(資源問題の展望1971)�
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策68表わが国企業の海外銅鉱床探鉱開発状況(単位:首万円)(日本鉱業協会資料)

年摩=��28�29�50�31'�52�53一�54�55�56�37�38�39�40�41�����

�探鉱費���������������42�45�44�45�五

����������109�“�49��15������

�開発費二��������������17�����

オｰストラリア����������������210�18�95�140�710

�����㈸������������

�計������������������帖川2�15〃2

���������128�109�117�118�羽4�15�17�226�M�1“��

�探鉱費������������������15.152�1ω72

����������������㌵��

�開発費�����������������'25�510�

カナダ��������������������t999

�������57���540�1,620��452�1.0帥�理98�200�珊74���

�十�����������������25舳�1μ40�25.1“

�������57��142�540�t`20��54g�"2`�“86�“5�4.109�5.019�1t950�

�探鉱費�������������������2〃65

�������㈵�〉�������㈵�����

�開牽興�������������������881

ペル]������������426�“8�590�121�50'�1,580�215��2962

�計��������1;7�125�S0.�477�176�一128�122�565�1,616�28`�101�

�探鉱費�������������������蝸63

���������21�141�65�228�129�151�199�287�191�41�1�t蝸2

チリ�開発費�����62�284�12`�������165�.165�2.891�榔20�班20�1則55

�十�����62�283�12`�21�141�65�228�12?�151�9“�､』52�5月ε2�棚“�覗21�1ア085

�探鉱費�������54�26�404�171��������4�`59

ボリビア�開発費��������184�;06�`10�2“�109�145�51;�57�55���'刎25

�十'1�������5月�210�710�781�246�109�165�31;�57�55��4�那ω

�淋鉱質��������58�559�����50�2�79�155�386�7'9

フ千リピン�開発費�270�145���120�184�80�;77�2-700�“2�15��1.q08��190�一9'��ω伽�i51

�詐�270�145���720�184�80�455�2.759�612�15��1.008�50�"2�575�"5�z26�1仙80

�探鉱賢一���������������299�800�2β98�t909�540`

コンゴ�開発費�����������������一955一�蝸02�10257

�討���������������299�800�仙55�1㎎11�1則63

�探鉱費���������������“�57`�425�to岬�刎89

マライシア�開発費������������������榊50�他30

�討���������������4;�576�425�卵77�鰯､9

�探鉱費����144�58�5�8���52�69�71�“�100�99�1;5�532�t455�ψ22

その他.�･開発費��������151������25一�州8�76��弘00�似79

�計����1“�58�5�8�151��52�`9�フ1�“�;54�517�211�352�ω5;�8051

�探鉱費����144�58�5�62�384�858�577�397�325�405�555�t266�2270�珊20�鴫51�1個17

許�闘'発費�270�1-15���782�525�20`�6室O�3.5“�刎98�754�t02;�幽52�415､�2350�8186�“655�5ζ1“�9惚63

�言十�270�145��144�840�5;0�268�㎎04�個84�5,275�t151�1548�5辺57�528`�5州6�1t056�1距55�5㎎75�1i0180

第22図金属鉱物資源の供給状況
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間4万トンに過ぎたい.また融資輸入による年間銅量

は約!0万トンであり両者を合わ世でも全輸入量の22%

にしか相当しなレ).1安定供給のための海外鉱物資源確

保対策として昭和37年非鉄金属関係企業と海外経済協力

基金の出資による｢海外鉱物資源株式会社｣が設立され

また昭和43年金属鉱物探鉱事業団に海外部が加設されて

政府の補助金融資債務保証等の支援体制が実現された.

さて干れまでの融資および開発輸入方式の大型プロジェ

クトについて国別にみてみよう.

(1)フィリピン

わカミ国の銅の消費量の40%を供給しているフィリピン.

はも'つとも重要な銅資源供給国である.この国の銅賢一

源開発プロジェクトに対しては昭相28年から融資が行

荏われ銅鉱石の全量が同本に対して輸出されている.

これまでの大型プロジェクトとしてはトレドおよびシパ

ライの2鉱山があるカミ.この他ノ･カカイ･ケノン･イザ

オピリ等がありまた新規プロジェクトとしてティソン

とバトンブノ･イがあげられる.

トレド･鉱山トレド鉱山はフィリピンのセケ島にあり

その開発に際してアメリカのアトラス社に対し三菱金属鉱業

(株)がその開発費総額288億円のうち44億円を融資してい

る.この鉱床はホｰフィリｰ･カッパｰに属し粗鉱埋蔵

量は4.6億トン銅品位は0,518%で1目当りの選鉱処理量は

3万トンである.選鉱産物である精鉱は全量目本に輸出され

鍋量にして年間約5万トンがわが国に供給されている1

シパライ鉱山シパライ鉱山はフィリピンのネグロス島

にあり三井金属鉱業(株)がマリンズケ社に開発費総額56億

円の中15億円を融資した.この鉱床もホｰフィリｰ･カッパ

ｰに属し粗鉱埋蔵量は65百万トン銅品位は0,79%であり

1目の選鉱処理量は9千トンである.'精鉱は全量目本に輸出

され年間1.8万トンの銅を供給している.

この他三井金属鉱業が融資輸入を行溶っているバガカイお

よびイザオピリ両鉱山からは年間銅量にして1.3万トン目

本鉱業(株)カミ融資したケノン鉱山からは年間約3千トンの銅

がわが国に供給されている.また日本鉱業カミ開発参加を計

画したティソンおよびバトンブノ･イの両プロジェクトは最近

の銅需要停滞のため開発が延期された模様である.

(2)カナ'ダ

カナダもまたわが国に対して重要な銅資源供給国であ

り日本の需要量の約30%を供給しているが近い将来

ロｰネックス鉱山の開発によってさらに供給量は増加

される予定である.またカナダのプロジェクトの中

ベスレヘムとニュｰインペリアノレの両鉱山は開発輸入方

式に属しとくにベスレヘム鉱山の探鉱開発の成功はブ

リティッシュ･コ1コンビア(B･C5州の他のホｰフィ

リｰカッパｰ鉱床開発の端緒を作りわずか数年の間に

多くの大型プロジェクトの発生を見た.

ベスレヘム鉱山カナダのB'C州にあり探鉱段階

から住友金属鉱山(株)が参加し開発段階でベスレヘム･カ

ツバｰ社に30%の資本参加を行なった.開発費は50億円であ

るカミ目本側はこの中26億円を負担している.この鉱床もホ

ｰフィリｰ･カツバニに属し粗鉱埋蔵量は2.5億トンで銅品

位は0.48%1目当たりの選鉱処理量は1.45万トンである.

選鉱精鉱は全量わが国に輸出されており年間2.2万トンの銅

を供給している.

尊貴①フィリピントレド鉱山露天掘全景

ニュｰインペリアル鉱山カナダのユｰコン準州

にありベスレヘム鉱山と同じく住友金属鉱山が探鉱段階から

参加し開発に際しニュｰインペリアル･カツバｰ社に対して

資本参加(18.5%)を行なっている.その開発費は23億円で

その中目本側負担は16億円であり本格的な生産を開始したの

は昭和43年3月である.この鉱床は接触交代鉱床で粗鉱埋

蔵量は約900万トン銅品位は1.65%であり年間7,600トン

の銅を同本に供給している.

以上の2鉱山は開発輸入方式の成功例であるが次に

述べるものはいずれも融資輸入方式に属する.

フォクスレｰク鉱山カナダのマニトバ州にあり

シエリット･ゴルドン･マインズ社の経営下にあるが開発費

86億円の中三菱金属鉱業が59億円を融資した.この鉱床は層

写真②フィリピントレド鉱山選鉱場�
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状鉱床で粗鉱埋蔵量は15首万トンで銅品位が1.48劣亜鉛

品位が乞.18%である.年間の銅生産量1.67万トンは全量精鉱

として日本に輸出されている.

フレンダ鉱山カナダのB･C州にあり所有主のフレ

ンダマインズ社に対して開発費207億円の中25億円を日本鉱

業と三井物産カミ融資し一部資本参加も行なっている.鉱床

はホｰフィリｰ･カツバｰに属し粗鉱埋蔵量は1.6億トン

鍋品位は0,183%モリブデン品位は0,049%でモリブデンの

品倖が高い･選鉱処理量は1目当り2･4万トンであり鋼精

鉱は年間銅量にして1.56万トンが日本に輸出されまたモリブ

デンは年間生産量4,000トンの中140トンが日本に供給されて

いる.

グラナイル鉱山同じくB･C州にあり住友金属鉱

山と三菱金属鉱業が協同でグラナイル･カツバｰ社に対し開

発費44億円の中28億円を融資しまた10%の資本参加を行柱っ

ている.この鉱床もホｰフィリｰ･カッパｰに属し粗鉱埋

蔵量は25.7百万トン銅品位は0.46%であり鋼量にして年

間9,500トンの選鉱産物が日本に輸出されている.

ロｰネックス鉱山B･C州のハイランド･バレｰに

ありベスレヘム鉱山から近い.日本側は産銅6社が協同で

ロｰネックス･マイニング社に融資しており開発費412億円

の中95億円が日本側の負担となっている.鉱床は同じくホｰ

フィリｰ･カツバｰに属し粗鉱埋蔵量は2.9億トン銅品位

は0,427%の大型鉱床である.昭和47年7月から本格的生産

が開始されたが年間銅量5,5万トンが日本に輸出される予定

であったものが日本の銅需要の停滞により昭和47年および48

年の輸入量が11.5%カットされこの2年間で輸入量が9万ト

ンの計画と次っている.

この他日本の産銅合杜各社がカナダで探鉱活動を続

けており三菱金属鉱業の参加しているノレタン･レｰク

をはじめいくつかの有望プロジェクトがある.

(3)ペルｰ

ペノレｰのプロジェクトに関しては比較的小規模のも

のが多いがその多くは開発輸入方式である.

チャピｰ鉱山ペルｰ南部のアレキｰパｰ県にあり日

本鉱業･三井金属鉱業･海外鉱物資源開発の4社の共同出資に

よって現地合杜を設立した.その開発費は23億円で全額

目本側の負担である.鉱床は脈状ないし塊状の接触交代鉱床

写真③カナダベスレヘム鉱山露天掘

写真⑤カナダグラナイル鉱山露天掘

写真④カナダベスレヘム鉱山選.鉱場

写真⑥カナダロｰネックス鉱山遠景�
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であり粗鉱埋蔵量は約250万トン銅晶鉱は2.36男である.

銅精鉱は全量目本に輸出され年間銅量にして5,300トンを供

給している.

コンデスタｰブレ鉱山ペルｰのフニン県にあり

日本鉱業と三井物産の共同出資によりコンデスタｰブレ･カ

ッパｰ社を設立した.開発費9.2億円は100%日本の両社の負

担である.鉱床は接触交代鉱床で粗鉱埋蔵量は173万トン

銅品位は2.39%で年間4,100トンの銅を日本に供給している.

カタンガ鉱山ペノレｰのクスコ県にあり三井金属鉱業

の全額出資で開発中でありその開発費は12億円である.鉱

床は接触交代鉱床に属し粗鉱埋蔵量は85万トン銅品位は

5.77%の小規模のものであるが年間2,800トンの銅を供給す

ることになっている.

この他ペノレｰ政府はミチキジァイやセロ･ベノレデ等

の休眠鉱区を没収した大型プロジェクトについて開発

の協力を日本に期待しているが先にも述べたように

種々の制約が厳しくまた最近の不況による銅需要の停

滞から日本の企業はプロジェクト参加を差し控えてい

る.むしろこれらの大型プロジェクトは政庶間の経

済協力ベｰスによって解決されるべき性質のものであろ

う.

(4)チリ

わが国の企業は昭和43年までチリ国内での探鉱活動を

続けたがチリ政府の強制的な資本参加の実施等により

探鉱は下火となりさらに国有化の線が打出されて完全

に停滞した感がある.現在のプロジェクトとしては融

資輸入方式のリオ･ブランコとサガスカの両鉱山がある.

写真⑦チリリオブランロ鉱山全景(但し開発前)

リオ･ゴラシコ鉱山チリのサンチャゴ県にあり昭

和41年末の開発当初に住友金属鉱山･日本鉱業･三菱鉱業の3

社がセロ社に対して開発費565億円の中115億円を融資した.

鉱床のタイプはホｰフィリｰ･カツバｰで粗鉱埋蔵量は1.1

億トン銅品位は1.6%である.年間銅量6.7万トンの生産

の中日本に4.4万トン輸出されている.この鉱山もチリ政

府により国有化され融資金の返済等が問題となったが鉱石

輸出はもとの契約をチリ政府も尊重している.

サガスカ鉱山チリのタラパカ県にありC.C.S杜に

対して同和鉱業･三井金属鉱業･三菱金属鉱業の3社か開発費

1!7億円中36億円を融資した.鉱床は層状鉱床で粗鉱埋蔵

量は1,155万トン銅品位は1.94%で年間銅生産量2.4万ト

ンの牛その半分の1.2万トンカミ目本に供給されている.

チリではアジェンデ大統領により大型鉱山の国有化

が断行されたが外人技術者の退去により技術力が低下

したため日本の技術協力を期待している模様である.

(5)ボリビア

ボリビアでは開発輸入方式としてチャカリア鉱山が

ある.

チャカリア鉱山本鉱山はボリビアのラパス州にあり

当初目東金属が目東ボリビア社を現地に設立して探査開発を

実施しその後同和鉱業がこれに参加している.開発は昭和

35年に始まり当初開発費は9億円で全額目本側の負担であっ

たがその後本格的生産に至る間に24億円を要している.鉱

床はいわゆるコロコロタイプの層状鉱床であり粗鉱埋蔵量は

109万トン銅品位は2.44%で年間約2,500トンの銅量相当

の精鉱が日本に輸出されている.

(6)インドネシア

インドネシアではニュｰギニア島のエノレッベノレグ鉱

山が融資輸入方式の大型プロジェクトとしてあげられる.

写真⑧ボリビアチャカリヤ鉱山全景�
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エルツベルク鉱山本鉱山はインドネシアの西イリア

ンにありフリｰポｰトサノレファ社が開発費総額432億円を投

じて開発に着手したカミこれに刻して日本の産銅8社が72億円

を融資した.エルツベルク鉱山の鉱床は塊状交代鉱床で粗

鉱埋蔵量は33百万トン鋼品位は2.6%である.年間の銅産

出量は6万トンであるがこの中4万トンカミ目本に供給される

予定である.

(7)英領ソロモン

最近英領ソロモンのブｰゲンビノレ島でホｰフィリｰ'

カッパｰカミ開発された1これは超大型プロジェクトで

日本からも融資輸入カミなされている.

ブｰゲンビル鉱山本鉱山はブｰゲンビル･カツバｰ

杜が開発費総額1,296億円をかけて昭和45年開発を始めたが

日本側では産銅6杜カミ216億円を融資した.鉱床のタイプは

ホｰフィリｰ･カツバｰで粗鉱埋蔵量は5億トン銅品位は

O.51%で1目当りの選鉱処理量は10万トンである.年間

の生産量は銅量にして15万トンに達しこの鉱山のみで･日本

全体の銅の生産量をはるかにオｰバｰしている.日本に最初

9.5万トンの銅量相当の精鉱が輸出される予定であったカミ最

近の不況のため昭和47年は20%輸出量カミカットされその

余剰分がドイツ系の会社に引きとられることになった.

(7)マライシア

マライシアではサバ州で国連の調査によりホｰフィ

リｰカッパｰが発見され国際入札により海外鉱物資源

開発が落札してマムｰト鉱山の企業探鉱と開発準備が行

なわれた.

マムｰト鉱山前述の如くマライシアのサバ州にあり

日本側51%現地資本49男の合弁方式で現地合杜が設置され

開発費279億円の中目本側が267億円負担することになって

いる.鉱床はホｰフィリｰ･カッパｰに属し粗鉱埋蔵量は

78百万トン銅品位は0.66%で年間生産量(鋼量)2.9万ト

ンが貝本に輸出される予定であり操業開始は昭和50年と見込

蘇

灘･一･

写真⑨マライシアサバマムト鉱山事務所

まれている.これは合弁方式の開発輸入プロジェクトである

が今後開発途上国では先方政府との合弁方式による鉱山開発

が益々増加する傾向にありマムｰト鉱山の開発はその先鞭を

つけたものといえよう.

(8)ザイｰル(1日コ'ンゴｰ)

ザイｰル共和国はアフリカのカッパｰベルトに属し

高品位の堆積鉱床が多数存在する.これらの鉱床は以

前ユニオン･ニミエｰル社のベルギｰ資本の手中にあっ

たカミ国有化された.昭和41年ザイｰル政府は日本鉱

業にシャバ地域の(旧カタンガ)の探査権を冬へこの

地域のムソシ鉱山の開発を許可した.

写真⑩ザイｰルムソシ鉱山竪坑遠景

ムソシ鉱山ザイｰルのシャバ州にありザンビアとの

国境近くに位置する.日本側では日本鉱業を中心とする産銅

6杜カミ合同し現地資本15%を加えて現地合杜のソデミザ社

を設置して目下開発起業中であり昭和47年10月から操業が開

始される予定である.開発費は250億円を越えわが国の開

発輸入方式プロジェクトとして最大の規模のものといえよう.

鉱床は層状鉱床で粗鉱総埋蔵鉱量は1.1億トン銅品位は2.1

%で年間銅量にして5.3万トンが日本に輸出されることにな

写真⑪ザイｰルムソシ鉱山目本人杜宅�
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第69表わが国企業の海外鉛･瞳鉛鉱床探鉱開発状況(単位:盲万円)(日本鉱業協会資料)

年度��;5�5ち�55�56�57�58�ヨ9�40�41�42�且5�44�』5�計

�探鉱質開発費���������22��154�67�5�228

カナダ���������������

�討���������22��1“�67�5�228

･ぺjレｰ�探鉱費開発費������56�21104�147引8�448�2.0“�71�578�5502229�5245ム50

�討������56�131�“5�“8�2.046�フ1�57a�2.519�6,154

�探鉱費開猪費�8�50�40�48�20�����11���2�1`9

その他���������������

�計�8�30�40�48�20�����11���2�1`9

�探鉱費開発費�8�50�一〇�48�20���������

言十�������56�27104�141;18�22848�112,O』6�15471�67578�5572.229�91156;O

�計�8�50�40�他�20�56�151�仙5�470�2.057�205�』45�2,586�6,541

っている.またムソシ鉱床に隣接するキンセンダ鉱床も高

品位の優勢が鉱床でありこれが開発されれば開発輸入方式

による供給量は大幅に増加するものと思われる.

以上銅資源に関する主要な海外のプロジェクトについ

て述べたカミ融資輸入方式が先行する傾向がみられ開

発輸入方式のプロジェクトはまだ遅れをとっているとい

えよう.

2)鉛･亜鉛

鉛･亜鉛についてはこれまで世界的に需給関係がス

ムｰスであったため海外開発のプロジェクト数が少な

い.昭和33年以降タイ･メキシコ･カナダ･ペルｰ等

で探鉱が行なわれたカミ現在はペルｰにプロジェクトが

集中した感がある(第69表参照).

(1)ペルｰ

ペルｰは日本に対して鉛の需要量の13%亜鉛の需要

量の30%を供給しており銅の供給よりもそのシェアｰ

は大きい.この国におけるプロジェクトとしては開

発輸入に成功したワンサラ鉱山現在共同開発中のグラ

ン･ブレタニア鉱山および融資輸入のマドリカノレ鉱山が

あげられる.

ワンサラ鉱山ペノレｰのウアノコ県にあり三井金属鉱

業の全額出資により現地にサンタ･ルイザ社が設立され開

発資金25億円も日本側の全額負担である.鉱床は接触交代鉱

床で鉱量は鉛･亜鉛鉱石が185万トン銅鉱石が43万トンで

その品位は鉛･亜鉛が20%銅カミ4.5%となっており銅鉱

石中には鉛･亜鉛が2%含まれている.また最近の探鉱に

より鉱量が相当増加した模様である.現在鉛が年間8,000

トン亜鉛が2万トン相当の選鉱精鉱が日本に輸出されその

他の雑鉱はセロ･デ･パスコ社に販売されている.

グラン･ブレタニア鉱山ペルｰのフニ県にあり

東邦亜鉛と丸紅飯岡が共同出資でグラン･ブレタニア鉱山会社

に70%の資本参加をし開発費17億円は全額目本側の負担とな

っており共同開発輸入方式のプロジェクトである.鉱床は

接触交代鉱床で粗鉱埋蔵量は130万トン亜鉛品位は23.5%

と非常に高品位である.年間亜鉛の生産量は2.6万トンで

その全量カ湘本に輸出されている.

マドリガル鉱山ペルｰのアレキｰバｰ県にあり現

地資本のマドリガル鉱山会社に対して東邦亜鉛と丸紅飯田が

開発資金31億円の中23億円を融資した.鉱床のタイプは銅･

鉛･亜鉛を伴う鉱脈鉱床であり粗鉱埋蔵鉱量は約100万トン

で品位は銅2.58%鉛4.20%亜鉛6110%である.選鉱産

物は全量目本に輸出され年間銅3,500トン鉛5,400トン亜

鉛8,000トンカミ供給されている.

(2)その他

船･亜鉛資源のポテンジアノレの高いカナダおよびオｰ

ストラリアではこれまでわが国企業の探鉱活動が続け

られてきたがまだ単純輸入の線に止まっている.こ

れまでの単純輸入についてはペノレｰのセロ･デ･パス

コボリビアのマチノレデカナダのアンビノレ等が大口供

給鉱山としてあげられる.また最近の開発輸入プロ

ジェクトとして探鉱に成功した例として日本鉱業の実

施したエチオピアのアスマラ地域があげられる.

写真⑫ペルｰワンサラ鉱山遠畏�
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(3)ボｰキサイト

海外のボｰキサイト資源確保のための企業進出は比較

的遅く最近にたって活発化してきた.これは昭和30

年代には消費量もあまり多くなく資源の入手も東南

アジアにおいて容易であったためである.しかし

昭相40年以降のアルミニウムの需要の急増により海外

での探鉱活動が積極的にたってきておりアルミニウム

製錬金杜の共同出資により｢海外アルミニウム資源開

発株式会社｣も設立された.現在進行中の主要たプロ

ジェクトとしてはソロモン離島のレンネノレ英領フィ

ｰジｰインドネシアのビンタンおよびオｰストラリア

のキンバレｰがあげられる(第70表参照).

第70表わが国企業の海外ボｰキサイト鉱床探鉱開発状況

(単位:百万円)(日本鉱業協会資料)

年度

(1)レンネル

ソロモン群島のレンネノレ島は現在イギリスの保護領で

あり三井金属鉱業が同島のボｰキサイの探鉱開発を進

めている.開発に際しては日本側75%および現地資

本25%で現地に新会杜を設立し開発費65億円は全額目

本側の負担となる.鉱床は風化残留鉱床のポケット式

のもので鉱量は3,000万トンアノレミ品位は48%と見

込まれ生産の暁には年間120万トンのボｰキサイトが

日本に輸出される予定である.
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(2)フィｰジｰ

英領フィｰジｰ岳のボｰキサイト資源開発プロジェク

トは日本軽金属･昭和電工･住友化学の3社の共同で進

められ現地に日本側資本100%の会社が設立され開

発費11億円も日本側が全額負担する.鉱床は風化残留

鉱床のブランケットタイプで鉱量は600万トンアル

ミ品位49%の比較的小規模のもので年間25万トンのボ

ｰキサイトが日本に輸出される予定である.

(3)ビンタン

インドネシアのビンタン島のプロジェクトは上記の

製錬3社がインドネシアの国営企業であるアネカタンバ

ンと契約を結び探鉱を実施した.開発は合弁形式に

より行なわれ開発費は相手国の要請にもとづき100

～200億円を日本側が負担し現地でアルミナ製錬を行

ない日本に年間40万トンのアノレミナが輸出される計画

である.

担する.鉱床は風化残留鉱床で鉱量は1.8億トン

アルミ品位は50%の大規模なものであり現地で製錬す

るアルミナの年間生産量120万トンの中60万トンが日本

に輸出される予定となっている.

(4)キンバレ■

キンバレｰはオｰストラリアの西オｰストラリア州に

ありこのプロジェクトに昭和電工と住友化学の2社が

37.5%の資本参加を行なっている.開発費は1,200億

円の大型プロジェクトでその中206億円を日本側が負

4)ニッケル

先にも述べたようにわが国の消費するニッケル鉱石

の大部分がニュｰカレドニアから輸入されているが最

近はニッケルの国内需要が増大しまたインコ社のスト

ライキによるクレｰマｰケットの出現等の不安定な供給

状態さらにニュｰカレドニアの鉱石の輸出規制の動き

等もあり融資または開発輸入の必要性が生じた.

このためインドネシア･フィリピン･カナダ･オｰ

写真⑬エチオピアアスマヲアディネファス鉱床探鉱風景�
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策71表わが国企業の海外ニッケル鉱床探鉱開発状況

(単位:百万円)(日本鉱業協会資料)

年度
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ストラリア等で探鉱活動が行なわれている(第71表参照).

(1)インドネシア

ポ1マラインドネシアのスラウェシ島にあり現在

インドネシアの国営企業のアネカタンバンにより開発さ

れている.このプロジェクトに対して日本の製錬8

社と関連企業10社が共同してスラウェシニッケノレ開発

(株)を設置し開発費4.9億円を融資しP.S方式に

写真⑭インドネシアノ･ノレマヘヲ離島

オビ島調査風景

よる融資輸入契約を行なった.鉱床は超塩基性岩の風

化残留鉱床でいわゆるラテライト･ニッケルタイプで

あり年間60万トンニッケル品位2.7%の原鉱石が日

本に輸入されている.

ハルマヘラインドネシアのノ･ルマヘラ群島にあり住

友金層鉱山･日本鉱業等の合同企業で結成されたインドネシ

ア1ニッケル開発により探鉱中のプロジェクトである.これ

は開発輸入方式で日本側によって開発されるが生産に移行

後10年間に20房の現地資本が加入する予定である.これまで

の経過では相当有望がプロジェクトで将来開発に移行する

可能性が高い.

(2)その他

カナダ･オｰストラリアおよびフィリピンで各社の探

鉱が続けられてきているカミまだ融資および開発輸入方

式のプロジェクトは成功に至っていたい.

5)鉄鉱石

鉄鉱石は銅鉱石と同じく戦後比較的早くから輸入が定

着したため海外資源の確保の必要性が認められ昭和

26年噴からインドやマライシア等の鉄鉱山に投融資や技

術指導を行ないそれと引きかえに鉱石を輸入するとい

うことが行なわれた.また昭和34年にはチリにも進

出し開発輸入もなされたが最近はオｰストラリアの大

型プロジェクトの開発に参加し大量の鉱石またはペレ

ットが輸入されている.

(1)インド

.キリブル鉱山インドのマデヤ･ブラデッシュ州にあり

その開発について昭和33年目本の鉄鋼業界代表とインド国家鉱

物開発公団間で｢キリブル鉱山長期開発の資金援助基本協定｣

が締結調印された.この協定では800万ドノレの円借款によ

る延払いプラント輸出を日本が援助として行たい昭和39年か

ら年間200万トン(鉄品位62%)の鉱石が日本に供給される融

資輸入方式で融資金の返済は金利6.5%返済期間5～6年

でありこれをキリブル方式と呼んでいる.

シリガオ･コスティ鉱山インドのゴア州にあり

両プロジェクトの設備強化と増産計画に対して日本の製鉄3

社と現地のチョウグノレ社の契約により昭和26年31年および

36年の3回にわたって約21億円相当の機械の無為替輸出を行

放った.当初はシリガオから年間35万ドンコステイから15

万トンの輸出が行なわれたが昭和34年以降は年間70万トンと

放り融資金は鉱石輸入の代金の一部をあてている.これを

いわゆるゴア方式という.

インドは日本から距離的にも近くキリプノレ鉱石の輸

入は確保されているが輸送および労働関係に問題があ

る.ゴアのプロジェクトは北半部の優秀鉱床に集中依�
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存してきたため最近は供給力が低下してきている.

(2)マライシア

ナマンガン鉱山マライシアのケランタン州にあり

このプロジェクトに対して鋼管鉱業が39%の資本参加を行な

った.鉱床は褐鉄鉱鉱床で鉱量は約400万トン品位は鉄

65%マンガン2%で年間35～40万トン目本に輸出されたが

昭和40年に採掘を終了している.

イポｰ鉱山マライシアのベラク州にありこのプロジ

ェクトに丸紅飯田が49%の出資を行ない年間35万トン目本に

出鉱している.鉱量は160万トン鉄品位65%で比較的小

規様の鉱山である.

この他マライシアでは鉄鉱山開発のいくつかのプロ

ジェクトに日本の企業が参加しているが一般に小規模

のものが多い､

(3)フィリピン

フィリピンではルソン島のララップおよびサンタイ

ンスミンダナオ島のシブゲイ等のプロジェクトに日本

の商社および鉱山会社が融資および技術指導を行ない

鉄鉱石がP.S.方式により輸入されている.

(4)香港

馬鞍山鉱山このプロジェクトは八幡製鉄および日鉄鉱

業が共同で昭和29年20億円相当の設備貸与と技術指導を行な

い年間12～15万トン(鉄品位54%)の鉄鉱石カミ目本に輸出さ

れている1

(5)チリ

ラス･アドリアニタス鉱山チリのアタカマ県に

ありこの鉱山の開発には三菱鉱業と三菱商事が100%出資し

てアタカマ鉱業を設置し40億円の開発費も全額負担した.

この鉱山の鉱量は数百万トン品位は65%で年間150万トン

の鉄鉱石が日本に輸出されてきたがこのプロジェクトは終わ

りに近く昭和45年には30万トンに低下した.

(6)オｰストラリア

先にも述べたように最近はオｰストラリアの鉄鉱床

の開発に日本の商社が参加し開発輸入が盛んに行なわ

れている.

マウント･ニュｰマンオｰストラリアの西オｰス

トラリア州にありオｰストラリアの最大の鉄鉱山プロジェク

トである.C.S.R.杜とAMAX杜の共同資本で現地合杜が

設立されたがこれに対して伊藤忠･三井物産･住友商事の

3社が共同で10%の資本参加をし開発には99億円の投融資を

行泣った.鉱山名はホエｰルバックと呼ばれ先カンブリア

系中の層状鉱床で全粗鉱埋蔵量は2～3億トン鉄品位60%の

可採鉱量は1.5億トンで1969年から22年間に1億トンの鉄鉱

石が日本に輸出される契約となっている.

サベジリバｰ鉱山オｰストラリアのタスマニア州に

ありこのプロジェクトには三菱商事と住友商事が50%の資本

参加を行匁いまた開発には46億円を負担している.この

鉱山の鉱量は約9,000万トンでペレットの生産を行なうが

日本には今後20年間に6,000万トンのペレットが輸入されるこ

とになっている.

ロｰブリバｰ鉱山オｰストラリアの西オｰストラリ

ア州にありこのプロジェクトに三井物産が35%の資本参加を

行ない開発に330億円の投融資をした.この鉱山は鉄品位

55%の鉱石が約1億トン賦存しサベジリバｰと同じくペレッ

ト生産をするが日本には7,!40万トンのペレットが1968年以

降21年間にわたって供給される予定である.

以上融資および開発輸入方式のプロジェクトについて

述べたが単純輸入ではブラジルも鉄鉱石を供給してお

り鉄鉱石の供給地は比較的分散されている.また

鉄鉱床の開発輸入は商社の活躍が目立つカミ今後は他の

べ一スメタノレの分野にも進出してくる可能性が高い.

6.今後の問題

これまでわか国の金属鉱物資源の需給関係および海

外輸入鉱石の依存状況について述べてきたカミ紙数の都

合上今後の問題を簡単にとり上げてみよう.

まず資源問題を日本の経済発展の立場から捉えた場

合将来ますます海外依存度が高まる傾向があるにもか

かわらず安定供給体制が確立されていない状況にある.

その理由としては

①単純輸入の比率が融資または開発輸入に比べて圧倒

的に高く世界の需給関係に変化が生じた場合目

本に重化学工業の原材料である鉱物資源の不足する

事態が生じる可能性がありまた銅のように変動の

いちじるしい国際価格に支配される.

②鉱物資源の供給国が2～3カ国に集中しておりこ

れら資源供給国の政庸等の変化が生じたとき供総

量がストップする可能性がある.

③わが国では鉱石を輸入して製錬するという加工部

門偏向産業体制をとっているがこれは資源保有国

の加工部門育成の方針と矛盾しておりすでにこれ

らの国で製錬所建設や鉱石の輸出規制の要求が生じ

ている.

等があげられる.また海外における鉱物資源の現状

に目を転じたとき世界の小数巨大資本の独占支配体制�
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が確立しており一方開発途上国のナショナリズムの台

頭による資源の国有化の動向をいちじるしく出遅れた

日本企業の海外進出を困難にしておりさらに後発先進

国一ドイツ･フランス･イタリア･日本等一間での資源

獲得の競争の激化や石油資本等の金属鉱物資源分野への

進出もあり国際競争力の弱いわが国の鉱山企業の海外

活動の前途は厳しい､一方国内では鉱山および製錬

所の鉱公害多発の問題が深刻化し石油の脱硫による硫

酸の生産過剰から硫化鉄鉱の採掘中止の事態を生じ鉱

山企業は苦境に立っている1

このようた資源問題を解決するためには国家的なバ

ックアップの下に海外鉱物資源の探査開発が行なわれ

る必要があるとする見解が有力と放ってきておりとく

に資源開発につきもののリスク負担が競争力の弱いわが

国の企業には重荷であるため政府の資金面での援助が

強く要望されている.また開発途上国に対しては

資源開発に際して国家の経済および技術協力を必要とし

とくに資源開発と平行して地域開発を援助べ一スで行恋

うことが資源確保のため欠かすことができたい状勢とな

ってきている.さらに安定供給体制ρ一助として

備蓄制度を確立資源需給秩序の円滑化を図ることが必

要であるといわれている.

以上述べたことは当面の問題であるが将来の展望と

しては海洋資源の開発や省資源型産業構造の育成を志向

することも重要在今後の課題であろう.

(筆者は鉱床部探査研究課長)

省

アグリコラ没後400年を記念して1955年にはベルリン科学

アカデミｰから｢ゲオルギウス･アグリコラ｣がフライベル

ク鉱山学校からは｢アグリコラ研究｣が刊行され彼の業績が

新しく評価された.この切手は1955年11月21目に東ドイツ

で発行されたものである.

アグリコラ(GeorgiusAGRIc0LA1494-1555)の生涯はヨｰ

ロッパが中世の封建制度から脱皮しようとする時にほぼ一致し

そのまん中に宗教改革が入っている.彼はGeorgBAUER

が本名であったが当時の習贋にしたがってラテン風の名前を

用いたわげである.彼はザクセンのグライヒョウに生まれ

ライプチヒ大学で神学･語学･哲学を学んだ.1524年から26

年にかけてイタリアで哲学･医学･博物学を修めた.それは

当時医学と自然科学の研究者のあいだでは｢イタリアヘ行く｣

の木版画を用いて正確にそして美的に説明したものである.

ゲｰテはこの本のことを｢私たちは恋お今日でもこの書物の存

在を驚嘆をもってみている｣と述べさらに｢後代への貴重な

贈物｣として称讃した.この本は1912年にかつてのアメリ

カ大統領フｰバｰ夫妻によって英語に完訳された､日本訳

は三枝博音全訳と研究が1968年に岩崎学術出版社から刊行さ

れている.

アグリコラのドイツで確立した採鉱学･冶金学は伝統的に

ヨｰロッパ全体を指導することになり鉱物学･鉱床学は18

世紀においてウェノレナｰなどに継承されてドイツ独自の地

質学を作り上げることになった.

(おもに小林英夫:地質学はいかに発達したか中教出版KK1954

年三枝博音:没後400を記念されたアグリコラについて学鐙

vOI54no.10.1957年による)

90周年記念号No-220｢地質図幅事業の歴史と現状｣

の追加文献は次のとおりである1

恋お地質調査所の事業報告は次の通りである.

農商務卿(1881～1884)第1～4回報告明治

14～17年

地質局事業報告(1887～1888)地質調査所報告

明治20年]号および21年1号

地質事業10年間報告(1890)明治23年

地質調査所事業成績第2～4回報告明治29年

(1896)明治37年(1904)および明治

40年(1907)

明治40一昭和24年(1907-1949)度事業報告は地

質調査所報告にある(数字は号括弧内

は年度)5(明40)12(明41)20(明24)

25(明43)34(明44)42(関45一大元)

49(大2)52(大3)57(大4)64(大5)

68(大6)76(大7)79(大8)83(大9)

85(大10)90(大11)92(大12)94(大

13)96(大14)99(大15一昭元)102(昭

2)105(昭3)109(昭4)110(昭5)

113(昭6)115(昭7)116(昭8)117

(昭9)118(昭10)120(昭11)121(昭

12)122(昭13)123(昭14)124(昭]5)

125(昭6-17)144(昭22-24)

昭25-46年度までの事業報告は翌年刊行の工業技

術院(庁)年報に記述される.

(学術研究報告は省略した)�


