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世界を巡る写真家たちが見た
もうひとつの地球の顔

本誌に関するご質問は、ホームページの「ご意見・お問い合わせ」まで　▶▶▶　　 https://www.jogmec.go.jp/contact/
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Copper Hunting Story
銅資源開発の全貌─探査から再生まで

ベレストで知られるヒマラヤ山脈は、インド亜大陸がユーラシア大陸に衝突することで生じた世
界で最も標高の高い土地だ。しかし、そこは決して一つの山の連なりではない。いくつもの山脈と

線状の谷が重なった襞のような地形になっている。地球のエネルギーはすさまじく、北と南から強烈な力
で押し潰した結果、地殻の表面がくしゃくしゃになってしまったというわけだ。ヒマラヤ・トレッキングでは
そんな谷筋を辿りながら何日もかけて歩く。造山活動は今も続いているから、その間にも両側の山は少し
ずつ高くなり、谷は少しずつ険しくなっているはずだ。もちろん人間の生活時間で感じられる変化ではない
ものの、地球の胎動を意識しながら移動し続けることで、大地と対話しているような気分になる。イギリス
の探検家ティルマンが「世界一美しい谷」と名付けたランタン渓谷を歩いている途中、ふと振り返るとガ
ネーシュ・ヒマールが目に入った。６つの峰が屏風のように並ぶこの山を谷底から見上げていると、頂上
付近だけが天上の光に照らされ、神 し々いほどの美しさを感じる。5,000メートル近い高地の薄い空気の
中、少しぼんやりした頭のままカメラを構えてシャッターを切った。撮影された写真は、僕が記憶して持ち
帰ってきたヒマラヤの風景そのものだった。
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銅を追え！
特集1

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号
虎ノ門ツインビルディング 〒105-0001
Tel:03-6758-8000
http://www.jogmec.go.jp

特集2
基本の疑問シリーズ
銅と金属の基礎知識
Talk Session　vol.1

福島敦子×石井彰
（キャスター、エッセイスト）　　　　（JOGMEC客員上席研究員）
今、エネルギーの世界で「天然ガス」が注目されている理由とは？

J.Letter
World Photo Report
世界を巡る写真家たちが見た
もうひとつの地球の顔

このページでは世界を駆け巡る
実力派の写真家の作品を紹介
します。彼らがカメラを通して見
た風景にどのような感動を覚え
たのか、その思いを写真と文章
でお伝えします。JOGMECも世
界のさまざまな国で、資源開発な
どの活動を展開しています。

谷口　京（たにぐち・けい） 
1974年京都生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒。
宮本敬文氏に師事後、NYにて独立。2004年、東京に拠点を移し現在に至る。商業写
真のほか、「世界の街道をゆく」（テレビ朝日）のスチール写真を担当。景勝地から辺境地
まで、世界各地を巡りながら土地の人々の表情や風景を撮影。また写真家としての活動
の傍ら、アフガン復興支援や環境保護など、社会的活動にも積極的に参加している。気
鋭の若手写真家として注目されている。
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P14-15 JOGMEQUIZの答
Q1：a)ニッケル　　Q2：c)サクソフォーン

表紙：チリ銅公社が操業する「チュキカマタ鉱山」にて鉱石を運搬するコマツ無人ダンプトラック「930E」

資源とエネルギーの明日を伝える［広報誌］



Copper Hunting Story
銅資源開発の全貌─探査から再生まで

宇宙空間に浮かぶ資源探査衛星が、
「銅のありか」を探っていく。

有望エリアを捉えた時、
銅資源開発の長い旅が始動する。

探査
リモートセンシング

銅を追え！
特集１

action

1

　地上約700キロメートルの宇宙空間を１基の人工衛星が飛行し
ている。北極から南極、そして再び北極へと100分ほどで地球を
一周するスピードは、時速に換算すると約2万7,000キロメートル。
新幹線の100倍もの速さで移動しながら探っているのは、地殻の
中に眠る金属資源だ。中でも今、注目を集めているのが銅であ
る。
　銅は私たちにとって最も身近な金属の一つだ。電気や熱の伝
導性に優れ、加工しやすく、しかも合金や化合物としても多様な
特性を示すだけに、電線、電子・電気機器、自動車、熱機器、家
庭用品などに欠かせない。ところが、同じように広く利用されてい

る金属である鉄やアルミニウムに比べると、供給状況はかなり厳
しい。現在の価格で経済性を有する埋蔵量を年間の生産量で
割った可採年数は約39年しかないのだ。
　もちろんこれは、あと40年足らずで銅が枯渇するという話では
ない。地殻の中には、まだ調べられていない銅資源が存在する。
それを探し出して採掘し、金属資源として活用していく努力を続
けていかなければ、安定した供給は望めない。そこでJOGMEC
の果たす役割の一つが、日本で必要とする銅資源の確保であ
る。

　鉱床（金属元素が濃縮している場所）の探査を最も効率的に
行うには、できるだけ広いエリアから有望な場所を絞り込む方が
いい。その手段として、近年、大きな進歩を遂げているのが、人
工衛星によるリモートセンシング（遠隔探査）だ。
　宇宙にはさまざまな役目を果たす衛星が飛行している。中でも
銅の探査に多く利用されているのが、日本の国産センサー
「ASTER（アスター）」を搭載するNASAの地球観測衛星
「Terra（テラ）」だ。1999年に打ち上げられてから現在まで、光
学センサーによる地表の観測を続け、金属資源の開発に多くの
成果をあげている。そのほか、2006～2011年に運用された国産
衛星の「だいち」や、NASAの「LANDSAT（ランドサット）」に
よる観測記録も貴重な資料だ。
　これらの衛星が送ってきたデータを、ただ漫然と眺めているだ
けでは地殻内部の銅を見つけることはできない。ここからがプロ

の仕事になる。
　例えば、地表における赤外線の反射状況を波長帯ごとに細か
く調べていく。するとそこにある鉱物・岩石の種類が分かり、さら
に「このような地形で変質岩があるということは地中の熱水によ
る変質を受けたはず、すなわち、銅の鉱床の存在が期待できる」
といった推測に至る。
　言葉にすれば簡単だが、遠い宇宙からの観測データを基に地
中の様子を推理していくには、地質の専門家としての多くの知識
や経験が必要になる。決して一朝一夕にできる仕事ではない。
　日本のような工業国では金属資源が不可欠であることから、
JOGMECではいち早くリモートセンシングの研究を始め、技術と
ノウハウの蓄積を進めてきた。そして、南米やアジア、アフリカな
ど世界の広い地域で銅の探査を続け、安定供給に向けて努力を
欠かさないのである。

探査 生産調査
評価

利用
再生

⇨ ⇨⇨

日本の優れた資源探査技術を世界に！
ボツワナのリモートセンシングセンター

レアメタルを含めたさまざまな金属資源の開発が期待される南部アフリカ開発共同体（SADC：
Southern African Development Community）参加14カ国との関係強化を目指すプロジェクトの
一環として、JOGMECでは2008年７月、ボツワナ共和国のロバツエ市に「ボツワナ・地質リモートセン
シングセンター」を開設しました。センターでは現地への技術移管を目的とした研修を行うだけでなく、参
加国と共同で金属資源の探査や開発を進めていく予定で、日本とアフリカ諸国との両方にとってメリ
ットのあるプロジェクトを展開していくことにより、継続的な友好関係を築いていこうとしています。

column

チリ-アルゼンチン国境付近のＡＳＴＥＲ画像解析事例

ASTER可視近赤外画像
高分解能画像

ASTER短波長赤外画像
変質岩がピンクや緑色で示される

ASTER比演算画像
鉱物が各色で示される02 JOGMEC NEWS  vol.29 03JOGMEC NEWS  vol.29



調査
評価
地質調査、物理探査、
ボーリング調査、
鉱床評価

action
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探査 生産調査
評価

利用
再生

⇨ ⇨⇨

足で歩き、目で見て、頭で判断する。
地道な調査が鉱床の正確な位置を突き止める。
　その昔、有望な鉱床の発見は「せんみつ」と言われた。このあ
たりに銅がありそうだ…と期待されても、鉱山として事業化に成
功する可能性は1,000件のうちの3件くらいしかなかったからだ。
　リモートセンシングが可能になり、探査の効率は飛躍的に高
まった。宇宙からの探査で銅の存在はかなり正確に判断できるよ
うになったのだが、それでも分かるのは、数キロメートル四方のど
こかに銅の鉱床があるはずだといった程度の精度にすぎない。
従って資源開発を本格的に進めるには、実際に現地に赴き、鉱床
の規模や採掘のしやすさなどを調べなければならない。
　最初に派遣されるのは多くて4人ほどのパーティだ。もちろん
JOGMECからのメンバーは、全員が地質調査のスペシャリストで
ある。
　事前に十分な準備はしている。リモートセンシングでは、日本
の一地方が入ってしまうほどの広いエリアの中にいくつかの候補
地（関心領域）を発見するのだが、調査メンバーはそれらの全て
について入手できるあらゆる情報を検討し、優先順位を付ける。
地質の条件や周囲の鉱山の稼働状況、さらに現地の生活情報な
ども重要になる。なぜなら、宿泊できる施設があるのか、あるい

は調査地の近くでキャンプを行うのか、それによってもスケジュー
ルが変わってくるからだ。
　そして有望だと判断した土地に向かうと、あとは足と目、そして
自分たちの知識や経験を活かした調査がすぐに始まる。銅鉱石
だと思われる石があれば、ハンマーで割って断面を観察する。地
形の様子なども考えながら、鉱床の場所を正確に特定していく。
　ここでもさまざまなノウハウが導入されるのだが、その一つで
ある沢砂地化学探査について解説しておこう。鉱床の一部が地
表にまで到達している場合、長い風化活動によって金属鉱物が
広い範囲の土壌に分布される。特に沢などの水流があれば、移動
の仕方には一定の法則があるはずだ。従って、数カ所で採取した
試料の金属濃度を調べることで、上流に位置する鉱床の場所を
特定することができる。
　ほかにも、関心領域の中を50～100メートルごとの升目に区
切って、場所ごとに試料を採取して、金属濃度から鉱床に近づい
ていく方法や、表土を溝状に取り除いて、岩石層を直接観察して
いくトレンチ調査など、状況に合わせてさまざまな手法を駆使して
いく。

JOGMECが開発した最先端の物理探査機器が、
地中にある銅鉱床の姿を浮き彫りにしていく。

　地表からの地質調査によって鉱床の存在位置が確実になって
くると、探査は次の段階に進む。その鉱床がどのくらいの深さ
に、どのくらいの規模であるのか、さまざまな物理探査手法を用
いて探っていくのだ。
　具体的には空中物理探査、磁気探査、重力探査、電気探査＊

などの方法があるが、ここではJOGMECが機器開発まで手掛け
ている高精度電磁探査について紹介しておきたい。
　もともと地殻内部に広範囲に、そして低品位に分布する銅元素
が鉱床として一カ所に濃集するためには、地中のマグマや熱水な
どによる熱水活動が重要となる。この熱水活動によって岩石の物
理的な性質が変化し、伝導率や磁気特性が周囲とは異なってく
る。ただこの差はわずかなので、判別するには超高感度のセン
サーが必要だ。JOGMECでは平成13年度（2001年度）から高温
超電導磁力計を用いた高精度電磁探査技術の開発に着手し、5
年目に「SQUITEM」を完成させた。

　「SQUITEM」の導入により深い位置まで詳細に探査できるよ
うになり、鉱床の位置や規模の把握に大きく役立っている。この
ためJOGMECでは、継続して装置の改良を行い、現在、3号機が
現地調査に投入されるのを待っている段階だ。
　物理探査は、このような専門の機器に関する知識や技術を持
つスタッフと、地質調査を手掛けてきた資源地質学のスペシャリ
ストとの共同作業によって進められる。そして、ここで得られた膨
大なデータを日本に持ち帰り、鉱床の探査はいよいよ最終段階を
迎える。
　鉱床が十分な大きさを持つと推測されたら、最終的にボーリング
調査を経て鉱山の開発となる。ただし事業化に向けては、非常に高
度な評価ノウハウが必要だ。技術・経済・マーケットなどの知見を
駆使したフィージビリティ・スタディ（F/S）、資金調達計画の立案、
環境影響評価（EIA:Environmental Impact Assessment）、企
業の社会的責任であるCSR（Corporate Social Responsibility）
の検討など、膨大な作業を通して総合的な判断を下せなければ、
安定した操業はできないからだ。金属資源開発に長い実績を誇
るJOGMECはこの分野のエキスパートであり、自ら権益の獲得に
向けて活動しているだけでなく、民間企業のサポートなども積極
的に行っている。

＊電気探査
電気抵抗を調べるだけでなく、硫化銅鉱物などはわずかながら電気を蓄える性質がある
ため（分極効果）、時間による電流・電圧値の変化などからも地下の地質状況を探査で
きる。

民間の鉱山開発も支援
JOGMECのファイナンス機能

JOGMECの金属ファイナンス部では、日本国内への金属資源の供給に役立つ民間プロジェクトに対
して資金の支援を行っています。支援制度としては、探鉱資金に対する出融資、開発資金に対する債
務保証、開発中や生産中の鉱山買収に対する出資があり、現在、支援中の大型プロジェクトは国内
外20件以上に及びます。金属資源開発を自ら手掛けるJOGMECは、フィージビリティ・スタディなどの
評価が正確に行えるだけでなく、事業に伴うさまざまなノウハウの提供も可能で、強力なパートナーシッ
プを発揮することが可能です。

column

Copper Hunting Story
銅資源開発の全貌─探査から再生まで

銅を追え！
特集１

探査測定状況

SQUITEM2号機

SQUITEM解析図＋コア
赤い部分が電気を通し、鉱物の賦
存状況が確認できる。しかし、土地
表層部分は鉱物（酸化鉄等）の濃
集により電気を通しやすいが、探査
のターゲットにはならない。その下の
電気を通しやすい物性が鉱物（硫
化鉱物）に対応するだろうと
SQUITEMで推定され、ボーリング
により確認されたという事例。
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生産
採掘、製錬
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探査 生産調査
評価

利用
再生

⇨ ⇨⇨

銅鉱石の大半を占める硫化銅鉱は、
乾式製錬によって99.99パーセントの金属銅になる。
　日本では古来、長い坑道を掘る坑内掘の鉱山がほとんどだっ
たことから、金属資源の採掘というと深い地下世界の話と思いが
ちだが、現在は、地表からすり鉢状の穴を広げていく露天掘で大
規模に鉱石を採掘する方法が主流となっている。ダンプトラック
が行き来する、螺旋状の道路が連なる階段状の斜面に囲まれた
広大な凹みは、まるで古代遺跡のコロシアム（円形闘技場）のよう
だ。ただし、その直径は数キロメートルにも及ぶ。
　海外の採掘現場における最先端の鉱石運搬システムをご紹介
しよう。広大な穴の底で巨大なパワーショベルなどによって1日10
万トン以上の鉱石が採掘され、300トンクラスの超大型ダンプト
ラックによって選鉱＊場へと運ばれる。驚くのは、これらのクルマ
が無人運転されていることだ。高精度GPS位置情報システムやミ
リ波レーダー、光ファイバージャイロといった先端技術を組み合わ
せたユニットを搭載することで、積荷の上げ下ろしや輸送といった
作業を、ほぼ自律的にこなす。この技術は日本の企業により開発
されたものである。
　採掘される銅鉱石は、生成や変化の過程によって、一次硫化鉱
（黄銅鉱など）、二次硫化鉱（輝銅鉱など）、酸化鉱（孔雀石な
ど）の3種類に分けられる。
　金属鉱石は採掘された後、選鉱・製錬の工程を経て商品であ
る地金に加工されていくのだが、銅の製錬法は大きく2つに分け
られる。一つは「乾式製錬」法で、簡単にいえば熱を伴う化学反
応によって鉄や硫黄などの不純物を取り除く方法だ。そして最後

に電解精製工程を経て99.99パーセント（フォーナイン）の電気銅
にしていく。黄銅鉱などの硫化銅鉱に対して有効な方法である。
　ただし、「乾式製錬」法では炉に投入する前の選鉱工程で精鉱
（銅品位20～40パーセント）にする必要がある。
　そもそも、現在採掘される銅鉱石の品位は0.2～2パーセント＊

しかないため、これらを粉状にして、わずかしか含まれない有用
鉱物だけを分別するには、多くの大型装置やズリ＊を捨てるため
の広い敷地を用意しなければならず、開発時の初期投資や操業
コストが多く掛かるという問題を抱えている。

column

＊選鉱
採掘した鉱石を有用鉱物と不用鉱物とに分離する作業。または、異なる複数種類の有
用鉱物を互いに分離する作業。製錬に持ち込む前の工程である。鉱石や鉱物の種類
に応じてさまざまな選鉱方法があるが、最も広く行われているのは浮遊選鉱である。これ
は、岩石と金属の親水性の違いを利用して選鉱する方法で、採掘した鉱石をミルで粉
砕し、粉末状にしてから捕集剤を加えて攪拌すると鉱石部分だけが泡の表面に集まり、
分離できる。

＊0.2～2パーセント
銅の大量利用が始まる前までは、2パーセントを超える品位の銅鉱石も多く産出したが、
現在ではこの程度の低い品位の銅鉱石しか採れない。それだけ貴重な資源になってい
るということだ。

＊ズリ
採掘や選鉱によって目的の鉱物を採取したあとの有用ではない部分のこと。品位1パー
セントであれば残りの大部分はズリとして鉱山周辺に廃棄されるため、それによる環境へ
の影響を考える必要がある。

■ヒープリーチング
整地した土地に高密度ポリエチレンシートを敷き、その上
に酸化銅鉱石を野積みした山（ヒープ）をつくる。ヒープ
の上部から強酸を散布することで、鉱石中の銅を浸出
（リーチング）させる技術。もともとは酸化鉱を対象として
確立された技術であるが、現在は二次硫化鉱へも応用さ
れている。

「乾式製錬」法は、短時間で銅を回収できるため、浮遊選鉱
が可能なタイプの鉱物であれば優先的に適用されますが、鉱
石の低品位化に合わせて選鉱施設を増強しなければなりま
せん。一方、SX-EW法に代表される「湿式製錬」法では、硫
酸に浸出できるタイプの鉱物であれば、回収に時間がかかる
ものの、銅の品位にかかわらず適用が可能です。

Copper Hunting Story
銅資源開発の全貌─探査から再生まで

銅を追え！
特集１

「エスペランサ鉱山」（写真提供：丸紅）

■電解採取の原理
SX-EW法の電解採取工程では、電解槽に
強電解液を絶えず供給しながら電流を流し
て、電解液中に溶けている銅を陰極(カソード)
に析出させ、電気銅として回収する。カソード
には純銅またはステンレス合板を、陽極(ア
ノード)には鉛を主体とした合板を用いる。

乾式製錬法

製錬方法

溶鉱炉などで銅鉱石を溶かし、
銅地金を生産する方法。

湿式製錬法
銅鉱石に硫酸をかけて銅を浸
出させ、SX-EW法※などにより
銅地金を生産する方法。

主な対象鉱種

酸化銅鉱
世界の銅埋蔵量
の約30％

メリット

硫化銅鉱
世界の銅埋蔵量
の約70％

デメリット

※SX-EW法：溶媒抽出電解採取法。銅の浸出液から銅イオンを選択的に回収（溶媒抽出）し、この硫酸銅液から電解採取により銅地金を生産する方法。

銅資源の製錬方法
●銅以外の副産物も
　採取可能

●初期コストが低い

●初期コストが高い
●製錬工程で
　大気汚染対策が必要

●銅以外の副産物は
　採取困難
●硫酸の市場価格が
　生産コストに影響

バイオ技術を活かした湿式製錬が、
銅の生産方法を大きく変えていく！
　もう一つの製錬方法である「湿式製錬」は、簡単にいえば硫酸で
銅を溶かした溶液から電気を用いて直接電気銅として銅を取り出
す方法である。もともとは、酸化鉱が酸に容易に溶けることから、発
展した手法である。この手法が導入される以前は、採掘した鉱石の
2割近くを占める酸化銅鉱は、浮遊選鉱で処理できないので、ズリと
して捨てるしかなかった。
　代表的な方法としては、銅鉱石をそのまま積み上げ、上から希硫
酸をかけるヒープリーチングという方法で浸出貴液を回収し、有機
溶媒（Solvent）を使って銅分のみを抽出（Extraction）し、最終的
に電解採取（EW：Electrowinning）を行う。浸出工程の手法にか
かわらず、溶媒抽出工程以降が一緒であることからSX-EW法とも
呼ばれている。
　銅の「湿式製錬」法は、「乾式製錬」法に比べて、概して設備が
簡単で済むことから開発や操業のコストを抑えることができるもの
の、浸出速度が遅く経済的に銅を回収できないという問題があっ
た。現在、酸化鉱と二次硫化鉱にはヒープリーチングが適用されて
いるが、一次硫化鉱への適用は実用化の段階には至っておらず、
銅鉱石の大半を占める一次硫化鉱は「乾式製錬」法に頼るしかな
い。従って、もし一次硫化鉱にヒープリーチング技術を適用できれ
ば、銅の製錬法に革新的な変化が起きる。

　そんな変化を求めて、JOGMECではバイオ・リーチング技術の開
発を進めている。バイオ・リーチング技術とは、バクテリアを利用して
浸出反応速度の加速化や銅回収率を向上させる技術で、もともと
硫化鉱のリーチングではバクテリアが関与していることから、二次硫
化鉱では既に実用化されている技術である。一次硫化鉱に対して
も以前より各国で研究が進められているが、いまだ実用化された事
例が無く、世界中から早期実現が望まれている。
　秋田県の小坂町にあるJOGMEC金属資源技術研究所で平成
17年度（2005年度）から始まった研究プロジェクトでは、既に有望な
バクテリアを見つけ、数キログラムの試験から数トン規模へスケール
アップさせた試験を実施している。今後はさらに数百トン規模へス
ケールアップさせた実証試験を実施し、そのデータを基に幅数百
メートル、高さ10メートル前後という実操業の条件でどのような成果
が得られるか、研究を進めていく予定だ。バイオ・リーチングの技術
において、ヒープ内部でバクテリアが活発に活動できるような条件を
整えていくことが非常に重要となる。
　銅は古くから利用されてきた金属だが、探査、採掘、選鉱、製錬に
必要な技術は今でも日々 、進歩している。それにより、私たちは安心
してこの資源を利用していけるのである。

SX-EW法による
電気銅生産のフロー

＋
　
　
鉛

－　
銅・ス
テ
ン

陽極
（アノード）

酸素/水素イオン 銅イオン

陰極
（カソード）
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1万年以上前からずっと身近にあった銅と、
これからも「いい関係」を続けるために。
　ここでもう一度、身の回りにある銅製品について考えてみよう。
最初に思いつくのは銅貨の代表である十円硬貨だが、実はほか
の現行硬貨も高い比率で銅が使われている。
　外見上分からないものが多いが、電気を運ぶもの、電線や電
気製品の内部配線は、重量の関係でアルミニウムを使う高圧送
電線を除いては、全て銅だと言っても過言ではない。銅より電気
伝導率が高いのは貴金属である銀だけなので、ほかの材料で代
替するのは難しい。
　また熱伝導率の高さを利用してラジエーターや給湯器などの
熱機器には欠かせないし、黄銅、白銅、青銅のような合金のかた
ちでも多くの建材や生活用品に使われている。
　しかも、これからの時代、銅の需要はますます高まっていくと
いわれている。BRICsやNEXT11＊などに分類される新興工業国
において、電力インフラの整備が進めば多くの銅が必要になる
し、先進諸国においても、電気自動車やハイブリッド車など従来
の自動車に比べて、銅の使用率の高い交通手段の比率が増える
可能性がある。いずれにしろ電気を多く使う生活をする限り、銅
は必需品なのだ。このため、新しい銅鉱山の開発は継続的に行っ
ていかなければならない。
　一方、開発と併せて大切なのが利用した銅を再び再生するリ
サイクルだ。
　鉄道・電力・通信関係の公共工事などで排出される銅スクラッ
プは、ほぼ100パーセント回収され、新たな銅製品として再利用さ

れている。これに対して日用品などに使われる銅は生産や出荷の
状況が多岐にわたるため、排出の実態がなかなか分かりにくい
状況だ。それだけに、一人一人の消費者がリサイクル率を高めるよ
うに努力することで、銅の安定供給に協力できる。
　青銅器時代＊という歴史区分があったように、銅ははるか昔か
ら人類の身近にあった金属だ。紀元前8800年ごろには既に利用
した形跡があり、そこから数えると1万年以上の付き合いだ。
　有史以前から現在に至るまで長い期間にわたり、銅は貴重な
資源であると認識されていることから、繰り返し再生され使われ
ている。そう考えると、身の回りにある銅製品にも、もしかすると1
万年前に利用された銅の原子が1つぐらいは混ざっている可能性
だってあるはずだ。
　銅がなければ私たちの生活は成り立たない。これからも銅と
私たちの関係はより深まっていく。だからこそJOGMECでは、金
属資源の利用と再生に向けた活動を続けていくのである。

金属資源を安全に利用するために
JOGMECの環境技術と鉱害防止活動

　日本の鉱業の歴史において、過去に大きな鉱害事件が起きた
のは事実だ。しかしこれらの反省を踏まえ、事後処理の対策を
進めることで蓄積してきた技術が、その後の鉱害防止に役立っ
ている。そしてJOGMECはその中核となって活動してきた組織
だ。代表的な事例では、岩手県の旧松尾鉱山における鉱害の克
服がある。
　金属鉱山では主に硫化鉱物を採掘しており、そこから数パーセ
ント程度含まれる有用鉱物だけを採取すると、残りの約90パー
セントは廃棄物となり堆積場に置かれることになる。これらが雨
水や地下水と反応することにより、酸性で重金属を含む鉱山廃
水が発生するわけだ。
　松尾鉱山では1972年の閉山後も、ヒ素を含む強酸性の坑廃水
が流出し、下流の北上川の水質や生態系にも大きな影響を与え
ていた。しかし事業者が既に倒産していたため、公共事業によっ
て鉱害防止策を進めるしかなかった。
　そこで年間坑廃水処理量900万立法メートルという日本最大
の処理場を1982年に建設し、以来30年近くにわたってJOGMEC
が運営管理を担当している。それにより再び鮭の遡上が見られ
るようになるなど北上川水系の豊かな自然が復活した。

＊パッシブ・トリートメント
（Passive Treatment）
静的処置の意味。これに対して動力
プラント設備を用い、中和剤や凝集剤
などの薬剤を連続的に添加していく坑
廃水処理をアクティブ・トリートメント
（Active Treatment＝動的処置）と呼
ぶ。

ペルーでの鉱害防止政策アドバイザーセミナー 鉱害セミナー（カンボジア） エコツアー

鉱害防止技術の蓄積と普及・啓蒙もJOGMEC
の重要な役割だ。情報交換会や研修、エコツ
アーなどを通して一般への情報提供を積極的に
行っているほか、多様な国際協力プロジェクトに
よって日本の優れた鉱害防止技術を海外に伝え
世界規模で環境保全に努めるなど、この分野に
おけるJOGMECの活動は、ますます重要になっ
ている。

＊BRICsやNEXT11
BRICs：ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国
NEXT11：イラン、インドネシア、エジプト、韓国、トルコ、ナイジェリア、パキスタン、バング

ラデシュ、フィリピン、ベトナム、メキシコ

＊青銅器時代
紀元前3500年ごろから紀元前1500年前後までを示すことが多い。ただしメソポタミ
ア、エジプト、ヨーロッパ、中国・アジアではその後に鉄器時代が来るので明確な歴史区
分があるが、アメリカ大陸ではヨーロッパ人が製鉄技術を持ち込むまで青銅器が使われ
てきたので青銅器時代とはいわない。

■日本最大の坑廃水処理施設を運営管理

　旧松尾鉱山のケースでは既に起きてしまった鉱害への対策とし
て、大型の坑廃水処理施設（中和処理プラント）が必要になった
が、理想的には鉱山を開発する時点でさまざまな環境施策を進
め、操業中はもちろん閉山後も鉱害が発生しないように努めるべき
だ。そんな考えからJOGMECではさまざまな活動を展開している。

　一つは鉱害防止技術の開発で、薬剤や動力をほとんど使用し
ないパッシブ・トリートメント（Passive Treatment）＊による処理
施設を完成させようとしている。中でも中核となる技術の一つが
バイオリアクター（生化学反応装置）で、硫酸還元菌などの微生
物を用いて有害物の処理を行おうとしている。

■優れた鉱害防止技術を世界へ

Copper Hunting Story
銅資源開発の全貌─探査から再生まで

銅を追え！
特集１
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銅地金消費量
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銅地金消費量（千 t）

＊LME（London Metal Exchange）
「ロンドン金属取引所」のこと。銅・鉛・亜鉛などの主要非鉄金属の取引が行われる場所で、その価格が国際的指標となっている。

金属って何だろう?

スカンジウム
イットリウム

ランタン
セリウム
プラセオジム
ネオジム
プロメチウム
サマリウム
ユウロピウム
ガドリニウム
テルビウム
ジスプロシウム
ホルミウム
エルビウム
ツリウム
イッテルビウム
ルテチウム 

特集２
基本の疑問シリーズ

銅と金属の
基礎知識

本号の特集で取り上げる銅と金属全般に関する基本的な情報をまとめてみました。

資源としての金属の分類?資源としての金属は、用途や使用量などの違いによって次のように分類できます。
開発・生産・流通などの仕方もそれぞれ異なっています。

世界の銅資源の生産の現状（世界の主要銅鉱山）?銅はどこで採れるの？　どのくらい生産しているの？　世界の主要銅鉱山はどこにあるの？　といった情報を紹介します。

金属

鉄 非鉄金属

ベースメタル
（コモンメタル）

レアメタル

貴金属 レアアース

鉄と非鉄金属
全ての金属の中で鉄は生産量も流通量も圧倒的
に多く、社会的に最も重要度の高い金属資源であ
るため、鉄と非鉄金属に分けるのが一般的です。た
だし、ベースメタルに鉄を含める場合もあります。

ベースメタルとレアメタル
比較的埋蔵量が多く、古くから幅広く利用
されてきた金属をベースメタル（コモンメタ
ル）と呼びます。逆に埋蔵量が少ないか、技
術的、経済的に高純度の鉱石を採掘する
ことが難しい金属をレアメタルと呼びます。

貴金属とレアアース
ここまでの分類でいえば貴金属もレアアースもレアメタルに含まれるの
ですが、用途などが多少異なることから、分けて考えることがあります。貴
金属は宝飾用に使われてきた金属で、金、銀、プラチナのほか、パラジ
ウムを含むこともあります。レアアース（希土類元素）は右の17種類の
元素のことで、化学的性質が似ていることから以前は単体で分離する
のが難しかったため、ひとまとめにこう呼ばれていました。

銅
電線、電気・電子機
器、自動車、建材、熱
交換器、調理器具

鉛
蓄電池、無機薬品

錫
はんだ、ブリキ、液
晶ディスプレイ、伸
銅品

亜鉛
自動車鋼板（めっ
き用）、ダイカスト、
伸銅品、乾電池

アルミニウム
サッシ、飲料缶材、
航空機

■主なベースメタルと用途

ニッケル
ステンレス、蓄電
池、磁性材料

アンチモン
難燃助剤、蓄電池
電極、半導体材料、
触媒、顔料

チタン
航空機材料、形状
記憶合金、医療材
料、顔料

タングステン
超硬工具、高速度
鋼、電球フィラメン
ト

リチウム
リチウムイオン電
池、ガラス添加、電
子材料

■主なレアメタルと用途

■銅鉱山での
　生産の現状
銅は、以前日本やヨー
ロッパを含む多くの国／
地域で産出されていた
が、現在は北米・南米大
陸に鉱山が集中し、中で
もチリの生産量が世界
全体の約３分の１を占め
ている。今後はオーストラ
リア、そしてアフリカでも
鉱床の発見と鉱山の開
発が期待されている。

世界の銅地金の消費量と国際価格の推移?私たちの生活から産業まで、日常のあらゆる場面で使われている銅地金の
1960年代から現在までの、消費量と国際価格の推移を紹介します。

■価格の推移
銅価格は、2000年代初めまで1,000US$/t～
3,000US$/tの間で推移していた。しかし、
2000年以降、BRICsの著しい経済成長に伴う
需要増大により、類を見ない勢いで値を上げ始
め、わずか数年で8,000US$/tまで高騰した。
リーマンショックで一時は落ち込みを見せたもの
の、衰えない中国の成長や投機資金の流入に
より、2011年2月には一時史上最高値の
10,148US$/tを記録した。2012年5月現在も
なお、7,500US$/t～8,500US$/tと高値を維
持している。

■銅地金の消費
現在の世界の銅消費は、2000年比22％増の
1,947万ｔ（2011年）。世界的に消費は拡大傾
向にあり、特に中国の成長は著しく、2000年に
は世界の銅消費に占める割合として、13%程度
だったのが今や40％を占めるまでになった。さら
に、まだ割合としては1桁台ではあるがブラジル、
ロシア、インドなど、ほかのBRICs諸国の消費も
堅調に伸びている。日米欧先進国の消費は頭
打ちあるいは減少も見られる中、これからもこうし
た新興国の動向は見逃せない。
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Mount Isa 157.7
Olympic Dam 131.8

■世界の主要銅鉱山は北米・南米大陸に集中
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世界計 16,134.4
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今、エネルギーの世界で「天然ガス」が注目 されている理由とは？

キャスターでありエッセイストでもある福島敦子さんが、エネルギーについて、
資源についての疑問をJOGMECの職員に聞く4回連続の対談企画です。
今回のテーマはエネルギーについて。日本を取り巻くエネルギーの現状とこれからを、JOGMEC客員上席研究員の石井彰が答えます。

福島敦子×石井 彰
キャスター、エッセイスト JOGMEC客員上席研究員

エネルギー不足は
製造業の競争力を失わせ
日本経済の足を引っ張る

福島　東日本大震災とそれに伴う福島の原子
力発電所の事故以来、私たち生活者の間でも
エネルギー問題に対する関心が高まっていま
す。
石井　エネルギーについて考えていただける
のは嬉しいですね。
福島　まずは日本の電力事情について、現状
においては50基の原発全てが停まっている中
で夏の電力需要のピークを迎えるわけですが
…。
石井　はっきり言って大ピンチです。皆さんは
家庭のエアコンが利用できるかどうかといった
点で心配されているのかもしれませんが、日本
全体としては産業用、主に製造業への電力供
給の不安があります。電力が足りなければ企業
は生産拠点を海外へ移転し、産業の空洞化が
ますます進みます。さらに日本に残った企業も
高い電力コストによって競争力を失ってしまうで
しょう。
福島　製造業は日本経済を支える存在だけに
深刻な問題ですね。原子力が使えない状況で

必要な電力を確保するにはどうしたらいいので
しょうか？
石井　規模からいえば、原子力の代替の役目
を果たせるのは火力発電だと思います。しかし
石炭を燃料とする発電所は既にフル稼働です
から、比較的、余裕のある天然ガス火力発電
の出力を上げて対応していくしかありません。
ただ、これからの天然ガスの調達にかかる費用
は年間６兆円以上になりそうで、日本のGDPが
約500兆円であることを考えると、日本経済に与
えるインパクトも非常に大きいと言えます。

小規模で不安定な
エネルギーだけでは
社会を支えられない

福島　中長期的な代替手段として一般的に
は再生可能エネルギー（自然エネルギー）への
期待が高まっていますが…。
石井　再生可能エネルギーのうち、水力発電
はもう大きく伸ばす余地はありません。地熱発
電とバイオマス発電は期待できるので開発を
進めるべきですが、ある程度の規模になるには
もう少し時間がかかると思います。
福島　太陽光発電と風力発電はどうなのです
か？
石井　もちろん導入を進めていくべきでしょう
が、いずれも供給量が少ない上に供給が不安
定であるため、原子力発電の代替という考え
方はせず、まずは小規模電源として考えるべき
でしょう。
福島　そのあたりは一般的なエネルギー報道
を見ているだけではなかなか分かりませんね。
石井　新聞やテレビなどマスコミからの情報だ
けでは、誤解を招きやすいところがありますね。
太陽光発電と風力発電はコストもまだまだ高い
し、大規模に導入しようとすると広大な土地が
必要になり森林伐採などの新たな自然環境破
壊につながる可能性があります。これは、水力
発電所の建設において日本の多くの河川が姿
を変えたことを思い出していただければ分かる
と思います。そう考えていくと現実的には、私は
やはり天然ガスをもっと活用した中長期的なエ

ネルギー戦略を策定していくべきだと思います
ね。

技術革新で資源量が
飛躍的に伸びた天然ガスは
開発から手掛けることで
有利に使える

福島　先ほどのお話では、日本では今、天然ガ
スの調達費が膨大になっているということでし
たが、それでも石井さんが天然ガスに注目して
いる理由はどこにあるのですか？
石井　実は天然ガスは、本来安い燃料なので
す。このためヨーロッパの多くの国では早い時
期から天然ガスをエネルギーの中核と考えてき
ました。日本でも20年以上の長期契約を結んで
購入してきましたが、石油価格にスライドする価
格設定となっていたことと、さらに突発的な原発
代替分を慌てて市場から買い集めているせい
で、結果的に現在ヨーロッパの２倍もの高い価
格になってしまっているのです。
福島　賢い消費者ではないということですね。
石井　四方を海に囲まれている日本では、液
化天然ガス（LNG）にしてタンカーで輸入しな
ければならないため不利だと主張する人がい
ます。しかし、サハリン経由で東京までパイプラ
インを敷くことは、技術的にも事業的にも可能な
のに、なかなか実現しない。だから私はいつも
「そういう思い切ったことをしなければエネル
ギーを有利に確保することはできない」と言い
続けています。
福島　天然ガスは資源として十分にあるので
すか？
石井　油田やガス田から生産される「在来
型」と呼ばれるものに加え、近年の技術革新に
よってシェールガスやタイトサンドガス＊、炭層メ
タン（CBM）＊といった「非在来型」のものも採
取できるようになりました。その結果、今後400年
は持つといわれるほどです。
福島　新しい技術の開発によって資源量が飛

躍的に伸びたのですね。そんな天然ガスを上
手に使うにはどうしたらいいのでしょうか？
石井　大事なのは長期的な戦略を立てて確
保と利用を行っていくことです。例えば電力・ガ
ス会社をはじめとする大口ユーザーや国内の
エネルギー関連企業が、産出国で権益（採掘
権など）を獲得して資源開発を進めれば、市場
の動向に左右されることなく低コストによる安定
した調達が可能でしょう。そして、このような活
動を積極的に支援しているのがJOGMECな
のです。
福島　CO2の問題はどうなるのでしょう？
石井　同じ熱量で比べた場合、天然ガスの
CO2排出量は石炭の３分の１程度です。した
がって、古い石炭火力発電施設を天然ガス用
にリプレイスし、しかもコンバインドサイクルやコー
ジェネレーションなどを含めた効率のよいプラン
トを積極的に導入していくことで、同じ出力を維
持したままCO2の発生を抑制できるのです。
福島　エネルギーのことを考えていくには、客
観的な情報と幅広い知識が必要ですね。
石井　大切なのは日本全体という広い視野で
考えることです。そのためには単純なイメージ
論や感情論に流されるのではなく、できるだけ
広い知識に触れ、エネルギー問題は複雑で奥
深いものだということを理解してほしいですね。

石井 彰
石油天然ガス・金属鉱物資源機構　客員上席研究員
エネルギー・環境問題研究所代表、早稲田大学非常勤講師。上智大
学法学部卒業。日本経済新聞社を経て、石油公団にて1970年代後
半から石油・天然ガス（LNG）開発関連業務、1980年代末から国際石
油・天然ガス動向調査・分析に従事。その間、ハーバード大学国際問
題研究所客員、パリ事務所長などを歴任。著書に『世界を動かす石油
戦略』、『21世紀のエネルギー・ベストミックス』、『エネルギー：今そこに
ある危機』、『石油 もう一つの危機』、『天然ガスが日本を救う 知られざ
る資源の政治経済学』ほか。

福島敦子
キャスター、エッセイスト
津田塾大学学芸学部英文科卒。中部日本放送を経て、1988年、独
立。ＮＨＫ、ＴＢＳなどで報道番組を担当。また、テレビ東京の「ビジネス
維新」や「ミームの冒険～日本経済のＤＮＡを探る～」などの経済番組
のキャスターを担当。週刊誌「サンデー毎日」では５年間に及ぶ企業トッ
プとの連載対談をはじめ、これまでに500人を超える企業経営者への
取材を行っている。経済の他、環境、コミュニケーション、地域再生、農
業・食など現代社会の問題をテーマにした講演やフォーラムでも活躍。
著書に『愛が企業を繁栄させる～ビジョナリーな経営者の共通原理
～』ほか。

Talk Session vol.1
＊ タイトサンドガス（Tightsand Gas）
浸透率が低い砂岩に含まれる天然ガス。一般に地層深
度が深いため、掘削費用がかさむなどの理由で開発があ
まり進まなかったが、シェールガスと同様、フラクチャリング
（地層に坑井から高圧水を注入して割れ目をつくり、ガス
の流れをよくする方法）などの坑井刺激法が普及し、米
国では生産量が増大している。

＊ 炭層メタン（CBM：Coalbed Methane）
石炭の生成過程で生じたメタンガスが地下の石炭層や
その近くの地層に貯留されたもの。従来は炭鉱爆発事
故の原因の一つとして厄介者扱いされてきたが、近年は
資源としての価値が注目され、ボーリングにより採掘され
る傾向にある。米国ではすでに商業生産が始まったほ
か、カナダ、ロシア、中国、オーストラリア、ウクライナ、イン
ド、英国などでも開発の動きがある。
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J.Letter
JOGMECの活動報告

JOGMECからのさまざまなお知らせです。最新の事業やニュース、イベントなどをご紹介します。

JOGMECホームページより各記事の詳細情報をご覧いただけます。
http://www.jogmec.go.jp/news/release/index.html

TOPIC 1.
石油・天然ガス

ベネズエラ国営石油公社と、
石油・天然ガスの開発協力に向けたMOU延長で合意

　JOGMECは、4月24日、ベネズエラ・ボリバル共和国国営石油公社（PDVSA）との間で、今後も石油・天
然ガス分野での協力を促進し、同国での石油・天然ガス事業の発展に寄与することで合意し、2009年4
月に締結した現行の包括協力協定（MOU）の3年間の延長に合意し調印しました。
　これまでJOGMECは、現行のMOUの枠組の下、PDVSAと共同でベネズエラでのオリノコ重質油開
発に係るスタディをはじめとしたさまざまな活動を実施してきましたが、調印式後、
重要課題とされるコストの削減や重質油改質技術の開発に係る事業についてさ
らに協議を進めていくことが確認されました。
　今回のMOU延長により、JOGMECおよびわが国石油開発企業とベネズエラと
の関係が一層強化されるとともに、わが国企業による自主開発原油の増大に寄
与することが期待されます。

TOPIC 2.
石油・天然ガス

カナダ・ブリティッシュコロンビア州（BC州）政府と
相互協力に関する合意書を締結
～BC州内の天然ガス事業の情報収集の協力～

　JOGMECは、5月16日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州（BC州）と、BC州における天然ガスの液体燃
料化（GTL）技術および非在来ガス関連技術の潜在的ビジネスチャンスを発掘することを目指して、相互
協力していくことに関する合意書に調印しました。
　本件合意書に基づき、JOGMECは、非在来ガス分野における技術（GTLを含む）等に関する情報共
有、日本とBC州の人的交流とネットワーク構築のための機会創出など、
さまざまな角度からBC州と協力していきます。
　JOGMECは現在、日本独自のGTL技術（JAPAN-GTL）の実用化
に向けた検討を世界各地で実施しており、その早期実現に向けて、
BC州との連携を強化することが、シェールガス事業者との関係の構
築・強化に貢献するものと考えています。 調印式の様子

（左）河野JOGMEC理事長
（右）クラークBC州首相

TOPIC 3.
石油・天然ガス

アラスカでのCO2置換ガス回収
実証プロジェクトの現地試験、成功裏に終了
～世界初のCO2/CH4（メタン）置換現地試験～

　JOGMECは、2012年1月より米国のコノコフィリップス社と、同国アラスカ州ノーススロープにおいてメタンハ
イドレート層でのCO2置換試験を実施し、メタンハイドレートからメタンガスを生産することに成功しました。試
験の内容は、永久凍土下のメタンハイドレート層に二酸化炭素（CO2）を圧入し、地層中のメタンハイドレートを
CO2ハイドレートへ置換することでメタンガスを生成させるもので、この方法を初めて実在するメタンハイドレー
ト層に適用しました。
　のべ約30日間にわたる現地試験の結果、メタンハイドレートからCO2ハイドレートへの置換挙動および減圧
法による生産挙動に関する貴重なデータが得られました。
　今後は詳細なデータ分析を進め、得られた知見を現在推進中のCCS＊や非在来ガスの挙動に関する研
究、さらには減圧法を補完する増進回収技術として将来のメタンハイドレート開発事業にも活用していく予定
です。

TOPIC 4.
石油・天然ガス

ケニア国営石油公社（NOCK）と
石油の探鉱共同調査契約を締結
～ケニア陸上での「海外地質構造調査」の実施～

　JOGMECは、4月27日、ケニア国営石油公社（NOCK）と、ケニア陸上における石油・天然ガス胚胎
の可能性を評価するための共同調査契約に調印しました。
　本契約に基づき、JOGMECはNOCKと共同で、今後1年半にわたり重磁力探査、地震探査、電磁
探査などの調査作業を実施します。
　ケニアでは石油・天然ガスの商業生産は行われていませんが、現在活発に探鉱が進められていま
す。またケニアの周辺国では、2005年のウガンダでの石油の発見以降、モザンビークと
タンザニアの海域においてガス田が発見されています。
　JOGMECは、今回の調査で有望な結果が得られ、同国でのわが国企業による石
油・天然ガスの開発が進展することを期待するとともに、今後もわが国の資源・エネル
ギーの安定供給確保のため、「海外地質構造調査」により有望鉱区を取得すること
で、わが国企業の事業機会の拡大および創出に努めていきます。 調査対象地域

フレア（生産ガスの燃焼）

調印式の様子。（左）ラミレスPDVSA総裁（兼ベ
ネズエラ石油鉱業大臣）、（中央）枝野経済産業
大臣、（右）河野JOGMEC理事長

JOGMEQUIZ
Q1 Q2地球とエネルギーと

鉱物にまつわる
ビジュアルクイズ

地球の内部構造は、大きく分けて
「地殻」「マントル」「中心核」から
成っています。このうち「マントル」は
約3,000kmの厚さを持ち、主に岩
石で構成されていますが、そのマン
トルに包まれている直径約7,000 
kmの「中心核」を構成している成
分は「鉄」と何？

19世紀初頭から、イギリスの炭坑夫
たちの間で金管楽器と打楽器によっ
て結成され、その後盛んになった「ブ
ラスバンド」。この「ブラス（brass）」
は、金管楽器の主材料である「真鍮
（黄銅）」を意味しています。では次の
うち、英国式ブラスバンドの編成に入
らない楽器はどれでしょう？

a. 鉄と「ニッケル」
b. 鉄と「鉛」
c. 鉄と「銅」

a. チューバ
b. トロンボーン
c. サクソフォーン

技術協議風景

＊CCS（Carbon Dioxido Capture and Storage）：CO2地中貯留技術

地殻

外核

内核

上部マントル

下部マントル

クイズの答は裏表紙にあります。
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