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本書は NSW州の鉱業・鉱物産業における出資可能なプロジェクト
に焦点をあて、現在プロジェクト所有者が積極的に資本やオフテイ
ク契約を求めている案件をまとめたものです。本書の内容は頻繁に
更新を行い、新規プロジェクトや準備中のプロジェクトの進捗状況
について今後もお知らせしてまいります。

ニューサウスウェールズ州の鉱業には長い歴史があり、我が州はさ
まざまな種類の鉱物に恵まれています。1850年代にオーストラリア
初のゴールドラッシュが生じたのもこの州で、1893年にブロークン
ヒルで発見された世界最大の銀・鉛・亜鉛鉱床は一企業と国を繁栄
させる基盤となりました。重要鉱物(クリティカルミネラル)とハイテ
ク産業用金属の需要と重要性が高まるなか、鉱業投資案件が増え
ているNSW州が、大きな可能性を秘める拠点として再び注目され
るようになっています。

連邦政府が2020年オーストラリア重要鉱物ガイドブック(Australian 
Critical	Minerals	Prospectus	2020)で挙げている 24の重要鉱物
の内、NSW州ではポテンシャルの高い探査対象として 17の鉱物を
特定しています。これには電池に必要な金属であるコバルトやニッ
ケル、世界に例のない含有濃度のスカンジウムをはじめとするレア
アースのほか、あらゆる電気部品に幅広く利用されることから 21世
紀の金属と称される銅も含まれています。

現在の投資動向では、安全で安定した鉱物の供給と、責任ある倫
理的な調達が重視されるようになっています。こうした動向から、
ソブリンリスクが低く、環境・社会・ガバナンス (ESG)	面での高い成
果を誘引する規制基準を備えた NSW州の鉱業が見直され、同産
業に新たな価値が生まれています。

ポール・トゥール下院議員  
地方ニューサウスウェールズ大臣 
資源担当大臣

NSW州では、新規の鉱物探査ライセンスと探査地域の数が近年大
幅に増加しています。こうした探査活動の結果得られた大量の掘削
成果は、探査活動の進んでいる鉱物プロジェクトと重要な探査地
域を示した地図、Advanced Mineral Projects and Exploration 
Highlights Map でご覧いただけます。同地図は四半期ごとに公
表され、https://search.geoscience.nsw.gov.au/product/1029
から入手可能です。

州政府はオーストラリア証券取引所に報告される資源やフィージ
ビリティスタディ、開発計画のあるプロジェクトについて、投資家
の方々がより容易に把握できるよう態勢を整えています。こうした
プロジェクトは、投資の観点から十分なリスク回避が行われてい
ることを示しています。

NSW州政府は州内全プロジェクトが確実に最高のESG 基準を満
たすようにしています。州と連邦双方のレベルで統制される環境
と社会の保護は、コンプライアンスのモニタリングによって支えら
れています。
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詳しい情報は 
NSW州鉱業投資投資家レジストリー(投資家向け鉱業プロジェクトリスト)についてより詳しい情報をお求めの方は、 
NSW州鉱業・探査・地球科学局の産業育成コンシェルジュにご連絡ください。

お問い合わせは
メール： MEGIndustry.Development@regional.nsw.gov.au
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図 1
NSW州にある出資可能なプロジェクトの所在地を示した地図
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ノーザンモーロング 
斑岩プロジェクト

投資プロフィール

会社名 Alkane Resources Limited

ASX 銘柄コード ALK

プロジェクト名 Northern Molong Porphyry Project

期待される製品 金、銅

鉱業権 探査ライセンス (4)

ウェブサイト https://www.alkane.com.au/projects/northern-molong-porphyry-project/

担当者 Nic Earner

電話 +61	9	9227	5677

プロジェクトの詳細
アルケインリゾーシズ社は金の生産と探査を行う会社です。
子会社 Tomingley Gold Operationsは 2014年に金の産出
を始め、2030年以降まで操業の予定です。

大型のノーザンモーロング斑岩プロジェクト (NMPP)によ
る開発が実現すれば、アルケイン社は複数の鉱山を有す
る大規模な金産出企業となります。

NMPPは NSW州中西部のダボから 35km東に位置し、 
その面積は 115㎢に及びます。本プロジェクトのプロスペ
クト、カイザー・ボーダ (Kaiser-Boda)	(長さ 5km幅 1km)
で斑岩型の大型金・銅鉱化帯が特定されており、Tier	1の
金・銅大型プロジェクトが実現する可能性を示しています。

この地域における数十年の探査活動を経て、2019年 9月
に初めて高品位の広範な鉱化帯がボーダ・プロスペクト
で発見されました。このコアホールの発見以来、アルケイ
ン社はボーダと周辺地域 (ボーダ2およびカイザー)で掘削
作業の継続と、地球物理学的調査を実施し、鉱化帯の規模
と形を調べています。

ボーダでは掘削作業により、南北最長水平距離 1000m、
幅 400m、縦 1100m以上にわたるほぼ垂直の楕円形金・ 
銅鉱化帯を確定しました (金カットオフ品位 >0.2g/t	を使用)。 
この鉱化帯は北端、南端、深さが未確定です。

カイザー・ボーダ鉱化帯を完全に確定するための調査はまだ初
期段階にありますが、掘削プログラムの結果から、最長 5kmの
超大型鉱脈の存在が確認されています。

本プロジェクトの重要性が認められ、アルケイン社は最近、 
NSW州鉱物評議会の 2021年度最優秀探査会社に選ばれま
した。

ダボブロークンヒル

オーブリー

ワガワガ

リズモア

ニューカッスル

シドニー

キャンベラ

ウーロンゴン

ナウラ

タムワース

1

NSW州鉱業投資投資家レジストリー6



開発に要する設備投資額
本プロジェクトは現在、探査段階にあります。

資金調達
本プロジェクトはアルケイン社の自己資金で賄われています。

注目すべき掘削成果 
•  ボーダコアホール KSDD003	–	502m金 0.48g/t、211mから銅 0.20%	
• コアホール KSDD007に世界クラスの交差鉱脈	–	1,167m金 0.55g/t、75mから銅 0.25%。96.8m金 3.97g/t、768mから銅 1.52%の優れた交
差鉱脈のある硫化鉱物で固められた角礫岩を含む。 

ESG コミットメント
アルケイン社では、社会および環境面において厳しい基準を維持し、責任の所在が明確な総合的統制システムを採用しています。 
同社はこの地域で事業活動終了後も継続する、長期にわたるポジティブな影響を地元社会と使用地などに残すことを目指しています。

投資機会
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ボーデンズ銀プロジェクト

投資プロフィール

会社名 Silver Mines Limited

ASX 銘柄コード SVL

プロジェクト名 Bowdens Silver Project

期待される製品 銀、亜鉛、鉛

プロジェクト段階 フィージビリティスタディ(2018年完了)

プラニング手続き段階 プラニング許可申請中

鉱業権 鉱山リース申請中

ウェブサイト www.silvermines.com.au/projects/bowdens-silver-project/

担当者 Anthony McClure

電話 +61	2	8316	3997

プロジェクトの詳細
ボーデンズ銀プロジェクトの開発対象は、国内で知られて
いるものの中で最大の未開発銀鉱床で、その資源量は銀
換算量で合計 2 億 7,500 万オンスに上ります。質の高い技
術的作業がすでに相当量完了しており、将来の鉱山開発
に向け卓越した物流環境を提供しています。

本プロジェクトに付帯する複数の探鉱権利は、グレートデ
ィバイディング山脈の西端にある鉱化変質したライルスト
ーン火山岩地域に広がる 2,007㎢ (496,000 エーカー) を
網羅しています。

2018 年 6 月、シルバーマインズ社は1か所の露天掘り鉱山
を当初 16 年間操業する可能性について、フィージビリティ
スタディを完了しました。

この調査で示された本プロジェクトの年間産出量は、
銀が平均 340 万オンス、亜鉛と鉛はそれぞれ約 6,900	 
トン、 5,100 トンでした。開発初期段階の銀の品位は高いた
め、最初の 3 年間の平均産出量は銀が年間約 540 万オン
ス、亜鉛と鉛はそれぞれ 6,000 トン、 5,200 トンとなります。

シルバーマインズ社は特に本案件近くにある高品位の銀含有
区域で積極的な探査プログラムを実施しており、資源量の増
加が予想されます。 
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目的
投資家および全ステークホルダーの方々に対する宣伝とお知ら
せを目的としています。

開発に要する設備投資額
初期の設備投資額である概算 2	億 4,600	万豪ドルに加え、操業
継続資金として鉱山寿命にわたり 5,390	万豪ドル

資金調達
進捗中。開発許可のおりる時期に向けてさらに協議が進む予
定。

オフテイク契約
協議中

プロジェクトの経済性

税引前正味現在価値 3 億 1,720	万豪ドル  プロジェクトIRR (税引後): 
名目

24.1%

AISC (All In Sustaining Cost) 1 オンスあたり 17.53	豪ドル

鉱石埋蔵量 トン数 (Mt) 銀換算量(g/t) 銀 (g/t) 亜鉛 (%) 鉛 (%)

確定量 28.6 102.2 69.8 0.44 0.32

推定量 1.3 84.4 53.2 0.43 0.29

合計 29.9 101.4 69.0 4.44 0.32

投資機会
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ブロークンヒル 
コバルトプロジェクト

投資プロフィール

会社名 Cobalt Blue Holdings

ASX 銘柄コード COB

プロジェクト名 Broken Hill Cobalt Project

期待される製品 硫酸コバルト七水和物、硫黄

プロジェクト段階 フィージビリティ―スタディ(予備的フィージビリティ 2020 年完了) 

プラニング手続き段階 プラニング許可申請中

鉱業権 鉱山リース (2)	、探査ライセンス (4)	、鉱山リース申請中

ウェブサイト https://cobaltblueholdings.com/broken-hill/broken-hill-cobalt-project/

担当者 Joe Kaderavek

電話 +61	2	8287	0660

プロジェクトの詳細
ブロークンヒル・コバルトプロジェクトは、露天掘り鉱山と製
錬所が統合された州西端部ブロークンヒルのプロジェクト
です。年間のコバルト産出量では世界最大級のグリーンフィ
ールドプロジェクトで(コバルト換算量で最高年間 3,500	ト
ン)、鉱山寿命は少なくとも 20 年と見込まれています。

本プロジェクトでは、コバルトを採掘して製錬し、電池に使
用できる製品(硫酸コバルト)を生産することを目指してい
ます。この化学製品は世界の電池市場に直接輸出される
ため、オーストラリアで倫理的に調達されたコバルトの加
工・流通過程が途切れなく管理されます。 

コバルトブルー社は黄鉄鉱の内部にコバルトの存在を確
認し、その後、次の特徴を有する専用の冶金工程を開発し
て特許を取得しました。

• 高いコバルト回収率 (85-90%)

• 二酸化硫黄無排出

•  20.8%	のコバルトと高純度の元素硫黄を含有する 
高品質の硫酸コバルト (CoSO4x)	を生産

• 他の製錬方法に比べて設備投資と操業費が低額

コバルトブルー社の試験プラントは現在、商用サンプルを生産
し、ヨーロッパ、インド、韓国、アメリカ、日本、中国および国内
に出荷しています。
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コバルトブルー社に対する投資は、倫理的に調達されるコバルトという大きな優位性を提供します。

目的
コバルトブルー社はオフテイク契約や出資もしくは融資に関心のあるパートナー候補を求めています。 
2022	年には、実証プラントの操業開始とフィージビリティスタディ完了に伴い、詳細な協議が進む見込みです。

プロジェクトの経済性

税引前正味現在価値 
(7.5%)

8 億 6,100	万豪ドル 税引後IRR (7.5%) 18.9%

回収期間 4.5 年 AISC (硫酸コバルト) 1 ポンドあたり
12.13 米ドル

鉱物一覧 トン数 (Mt) コバルト (ppm) 硫黄 (%) コバルト換算量 (ppm)

精測量 18 928 9.9 1,094

概測量 64 619 6.7 731

予測量 40 604 6.9 720

合計 123 660 7.3 792

含有鉱物量 (Kt) - 81.4 - -

表 2：ブロークンヒル・コバルトプロジェクト鉱物一覧表

投資機会

サンプル提供契約
LGインターナショナルや三菱商事、双日株式会社など複数の 
企業と既にパートナーシップ契約を締結しています。

開発に要する設備投資額
産出開始前の設備投資5億 6,000	万豪ドル 
(7,000	万豪ドルの予備費を含む)
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ダボプロジェクト

投資プロフィール

会社名 Australian Strategic Materials Limited

ASX 銘柄コード ASM

プロジェクト名 Dubbo Project

期待される製品 レアアース、ジルコニウム、ハフニウム、ニオブ

プロジェクト段階 資金調達 (進捗中)

プラニング手続き段階 開発許可取得済み

鉱業権 鉱山リース取得済み

ウェブサイト https://asm-au.com/projects/dubbo-project/ 

担当者 David Woodall

電話 +61	8	9200	1681

プロジェクトの詳細
オーストラリア・ストラテジック・マテリアルズ社 (ASM)は、
統合された原材料生産会社で、クリティカルメタルの採掘
から製造に携わる新興企業です。 

同社のダボプロジェクトは、NSW州中西部で確認されてい
るレアアース、ジルコニウム、ハフニウム、ニオブという長期
的資源を対象としています。同プロジェクトでは、多岐にわ
たる先端・クリーン技術に必要不可欠なこうした金属をサス
テナブルかつ安全に調達できる代替的供給元を提供します。 

建設を始めるために必要な、州および連邦政府からの主
な承認やライセンスはすべて取得済みです。最適化に関す
るフィージビリティスタディは 2021 年 12 月に完了し、以前
のフィージビリティスタディの内容に最新の価格設定と設
計上の改善が加えられました。この最適化作業では、ダボ
プロジェクトの工程フローシートが簡略化されたほか、操
業費を削減し、ESGパフォーマンスを向上させる戦略が導
入されました。

ASM は韓国で金属化プラントの開発を行っており、長期的に
はこのプラントがダボプロジェクトからのオフテイクの大半を
受け入れ、将来的に金属酸化物を同社の金属化プラントに供
給し高純度の金属や合金を製造する見込みです。ASM は国内
や韓国その他の世界各国にあるテクノロジーメーカーと、金属
や金属粉末に関する一連の供給契約を結ぶ予定です。こうした
クリティカルメタルの継続的安定供給を求める主要戦略パート
ナーとの協議が進捗中です。
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開発に要する設備投資額
設備投資額の概算は 16	億 7,800	万豪ドルで、その内訳は直接設備投資 13	億 700	万ドル、間接設備投資 2	億 800	万ドル、予備費 1	億 6,300	万ドル
です。最近の最適化作業により、年間操業費の削減とESGパフォーマンスの改善、ネオジム、プラセオジム、ジルコニウム、ハフニウム、ジスプロシ
ウム、テルビウム、ニオブ酸化物の生産最適化が加えられました。再エネ発電を利用した塩素アルカリプラントを本プロジェクトに直接提供でき
る世界企業を複数特定し、その建設、所有、操業を含む開発を進める予定です。

ESG コミットメント
ASM は本プロジェクトの二酸化炭素排出量ネットゼロを目指しています。ASMには、環境・社会・ガバナンス (ESG)においてNSW州政府の基準
に従った責任ある慣行を長年実施してきた確固とした実績があります。

資金調達
本プロジェクトの資金調達については、ASMの自己資本分をほぼカバーするために、合弁による複数の戦略的パートナーシップが結ばれます。
ほとんどの設備投資にはプロジェクト融資シニアローンが利用され、借入総額は概算で 6	億～ 7	億 5,000	万米ドルになる予定です。
連邦政府の所有するオーストラリア輸出金融保険公社は、重要鉱物産業育成に向けて連邦政府が最近発表したイニシアチブに本プロジェクト
が合致するとして、融資に対する関心を確認しています。 
本プロジェクトの資金調達については、複数のオフテイク候補先とも協議中です。

オフテイク契約
本プロジェクトの生産物の大半は、ASMの金属化プラントで金属と合金に変換されます。同社は最近、韓国の磁石製造コンソーシアム、MagnetCo
と 10	年間のオフテイク契約を結びました。 
このオフテイク契約では、年間 2,800	トンのネオジム-鉄-ホウ素 (NdFeB)	の合金が韓国の ASM の金属化プラントから供給されます。 
国内製造業者との同様の協議も歓迎します。

プロジェクトの経済性

正味現在価値 23 億 6,100	万豪ドル IRR 23.5%

フリーキャッシュフロー 74億豪ドル 総収入 158億豪ドル
2021年12月7日付け Alkane Resources Ltdによる豪証券取引所への発表文「Dubbo Project Optimisation Delivers Strong Financials 」より

鉱物一覧 トン数 (Mt) ZrO2 (%) HfO2 (%) Nb2O5 (%) Ta2O5 (%) TREO* (%)

精測量 42.8 1.89 0.04 0.45 0.03 0.88

予測量 32.4 1.90 0.04 0.44 0.03 0.88

合計 75.2 1.89 0.04 0.44 0.03 0.88

*TREOとは、ZrO2,	HfO2,	Nb2O5,	Ta2O5	(Y2O3を含む)を除いた全希土類酸化物を合わせた%

投資機会
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ヒルグローブプロジェクト

投資プロフィール

会社名 Red River Resources Limited

ASX 銘柄コード RVR

プロジェクト名 Hillgrove Gold Mine

期待される製品 金塊、アンチモン-金精鉱もしくはアンチモンインゴット

プロジェクト段階 第一段階実施中。第二および第三段階フィージビリティスタディ(2021年完了)

プラニング手続き段階 承認済み

鉱業権 鉱山リース取得済み

ウェブサイト https://www.redriverresources.com.au/operations/hillgrove.html 

担当者 Mel Palancian

電話 +61	409	946	118

プロジェクトの詳細
ヒルグローブは設備投資額の少ない操業再開プロジェクト
で、世界クラスのアンチモン-金-タングステンを産出します。
本プロジェクトでは、すでに古いストックパイルの再加工を
開始しており (第一段階)、鉱山操業を再開して金とアンチモ
ンの精鉱を産出する計画です (第二段階)。第三段階では、
下流事業としてアンチモンを再利用し、アンチモンインゴッ
トを産出する事業を再開します。

ヒルグローブミネラルフィールドには 200 か所以上の既知
の金-アンチモン (Au-Sb)	鉱床があり、この内、本格的な採
掘活動が行われているのは 18 か所に限られます。アンチ
モンの資源量では世界9位の規模で、国内全体の資源量
の約 55%	に相当します。

全鉱物資源について、その深さや長さは未確定です。現代的
な探査はほとんど実施されておらず、今後発見を重ねて既
知の資源量が増える十分な可能性があります。

ヒルグローブは高品位の鉱物資源を基盤としており、最高 100 万
オンスの金と90キロトンのアンチモンに恵まれています。この
鉱山の過去の産出量は金が 730	トロイオンス以上、アンチモ
ンが 50 キロトン以上で、副産物のタングステンも産出されて
いました。

2004 年以来投入された資本は 2 億豪ドルに及びます。産出量
年間 250 キロトンのヒルグローブ地下鉱山と現地インフラは現
在保守作業中です。
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金とアンチモンのオフテイクや、直接投資を行って本プロジェクトを進めたい企業に大きな機会が存在します。アンチモンは重要鉱物に
分類されています。

開発に要する設備投資額
レッドリバー社は第二段階の操業再開に向けた設備投資額を概算中です。第二段階では、地下鉱山の操業を再開し、加工処理プラントを
活用してアンチモン-金と金の精鉱を生産し、これを輸出向けにブリスベン港へ道路輸送する計画です。

資金調達 
事業再開の第一段階に必要な資金は、すでにレッドリバー社が社内調達しています。

オフテイク契約 
オフテイクや、精鉱からアンチモニー合金や金塊を生産するための追加投資についての第三者との協議を歓迎します。

鉱物一覧 (2012 年 JORC) トン数 (Mt) 銀 (G/t) アンチモン (%)

精測量 0.4 3.6 3.8

概測量 3.8 4.8 1.3

予測量 3.0 4.2 0.8

合計 7.2 4.5 1.2

含有鉱物 - 1,037	koz 90 kt

表 4：ヒルグローブプロジェクト鉱物一覧表 2012 年JORC

投資機会
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マクフィラミス金プロジェクト

投資プロフィール

会社名 Regis Resources Limited

ASX 銘柄コード RRL

プロジェクト名 McPhillamys Gold Project

期待される製品 金塊

プロジェクト段階 確定的フィージビリティスタディ作成作成済み (2021 年完了)

プラニンング手続き段階 プラニング評価報告書回答待ち

鉱業権 鉱業許可申請中

ウェブサイト https://mcphillamysgold.com/

担当者 Tony McPaul

電話 +61	8	9442	2200

プロジェクトの詳細
レジスリゾーシズ社は豪国内最大級の未開発露天掘り金
資源を対象とするマクフィラミス金プロジェクトを完全所
有しています。 

本プロジェクトの鉱石埋蔵量は 6,080	万トン、品位1.04g/t 
での産出量は 202 万オンスで、約 10 年間の採掘と加工処理
が見込まれています。

本プロジェクトのプラニング許可と鉱山ライセンスについ
ては、現在決定待ちです。 

本プロジェクトでは、最終的に深さ約 460m に及ぶ円形露
天掘り鉱山を1か所、通常の露天掘り方法で開発します。
剥土比は 4.29	(w:o)で、処理プラントでは従来の CIL工程
が使われます。 

建設期間は約 1 ～ 2 年を要し、プロジェクト全体の実施期間
は 15 年です。
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マクフィラミス金プロジェクトは、利益率の高い金の産出・探査会社レジスリゾーシズ社が所有するプロジェクトのひとつです。同社は世界
有数の低コスト金産出企業で、産出量増加の明確な実績をもつほか、配当の支払いも着実で、 2013	年以来の累積配当金額は 4	億 8800	万
豪ドルに及びます。
開発許可申請については現在決定待ちですが、いずれの規制当局からもその内容に異議は出されていません。地元住民とステークホルダ
ーとの広範な協議は継続的に行われています。レジスリゾーシズ社は受け取った意見書に対して、確定的フィージビリティスタディ (DFS) 
の一環として検討した回答を提供しています。同DFSでは、フィージビリティスタディに操業パラメーター、設備投資、操業費の概算と開発
日程案が加えられます。 
本プロジェクトは地元、地域、さらには州の経済に多大な恩恵をもたらします。建設関連雇用では年間 600	人(水パイプラインの建設を含
む)、操業関連では年間 260	人の雇用創出が予想され、地域経済には年間 6,700	万豪ドルの直接・間接的世帯収入をもたらすことが見込
まれています。

開発に要する設備投資額
本プロジェクトの処理プラントは、立証済みの従来の鉱物処理工程を利用し、資本の効果的利用を実現する設備を使用しながら操業費
を最低限に抑えることを目指します。 
生産前の設備投資額は概算 2 億 1,600	万豪ドルです。
処理施設は名目切削率1時間あたり 841	トンで設計され、年間処理能力は 7	メガトン、操業寿命は 10	年以上です。

鉱物一覧 (2012年JORC) トン数 (Mt) 金品位 合計金属量 (Koz)

概測量 69 1.0 2,280

予測量 1 0.5 10

合計 10 1.0 2,290

表 6：マクフィラミス金プロジェクト鉱物一覧表 

投資機会

プロジェクトの経済性

税引前正味現在価値 (5%) 
(@1600/oz gold)

5 億 2,500	万豪ドル 税引後 IRR 未公開

鉱山寿命にわたる金産出量 1,728,000 オンスあたりAISC 990 豪ドル
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ニンガン 
スカンジウムプロジェクト

投資プロフィール

会社名 Scandium International Mining Corporation

ASX 銘柄コード SCY

プロジェクト名 Nyngan Scandium Project

期待される製品 高品位の酸化スカンジウム粉末

プロジェクト段階 フィージビリティスタディ(2016年完了)

プラニング手続き段階 開発許可承認済み

鉱業権 鉱業許可申請中

ウェブサイト www.ScandiumMining.com 

担当者 George Putnam

電話 +1	925	208	1775	(USA)

プロジェクトの詳細
ニンガン・スカンジウムプロジェクトは、スカンジウムの採
掘に特化した世界初のプロジェクトです。 

浅く、地表から採掘可能なラテライト粘土鉱床にスカンジウ
ムが高濃度で濃縮しています。作業は簡単で、年間を通じて
一回につき4～6週間の短期間の採掘活動が実施されます。

第三者による 2016 年のフィージビリティスタディでは、 
確定資源量(精測量および概測量)の約 8.5%	を使った 20 年
間のプロジェクトを検討し、プロジェクト第一段階にわた
り平均品位 409 ppmのスカンジウムを産出できるという
結果が出ています。
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スカンジウムとアルミニウムの合金では、スカンジウムによる優れた強度と溶接性が得られますが、市場はスカンジウムの供給不
足によりこれまで制約されてきました。この状況は、スカンジウムへの関心が再び高まるなかで好転しています。例えばリオティン
トは、カナダのケベックに商業規模の実証プラントの新規建設を発表しています。 
この金属の最大の機会は、航空宇宙産業、海事産業、防衛産業、自動車産業向けのアルミニウムとの合金にあります。本プロジェ
クトのようにスカンジウムに特化したプロジェクトは、副産物としてではない、スカンジウムの安定供給を実現し、将来の需要増大
を支え、さらに促進する上でも必要です。
本プロジェクトは拡大するスカンジウム市場の供給元となる優位な立場にあります。

鉱物一覧 (2012年JORC) トン数 (Mt) スカンジウム (ppm)

精測量 5.7 256

予測量 11.2 225

合計 16.2 235

含有鉱物 (Kt) - 4

表7：ニンガン・スカンジウムプロジェクト鉱物一覧表 

投資機会

プロジェクトの経済性

税引後正味現在価値 (8%) 2 億 2,500	万米ドル IIR 33%

回収期間 3.3 年 総収入 163 億米ドル

目的
本プロジェクトを資金調達と建設段階に進めるため、スカンジウ
ムインターナショナル・マイニング社は現在、スカンジウム製品の
オフテイク契約を結ぶ顧客候補を求めています。

開発に要する設備投資額
フィージビリティスタディが見積もった設備投資額は 8,700	万米
ドルで、これには次のものが含まれます。
•  予備剥土作業 300	万米ドル 
•  インフラ建設 2,600	万米ドル 
•  予備費 800	万米ドル (11%)

資金調達
スカンジウムインターナショナル・マイニング社は本プロジェクト
建設段階の資金調達に関する協議を歓迎します。

オフテイク契約
スカンジウムインターナショナル・マイニング社はスカンジウム製
品オフテイク契約についての協議も歓迎します。
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プラチナ 
スカンジウムプロジェクト

投資プロフィール

会社名 Platina Resources Limited

ASX 銘柄コード PGM

プロジェクト名 Platina Scandium Project

期待される製品
純度 99.99%	の酸化スカンジウム 
第二段階：コバルト、ニッケル、プラチナ、アルミニウム生産の可能性

プロジェクト段階 フィージビリティスタディ(完了)

プラニング手続き段階 環境影響評価書作成中

鉱業権 鉱業許可申請中

ウェブサイト https://platinaresources.com.au/projects-platina-scandium/

担当者 Corey Nolan

メール CN@platinaresources.com.au 

プロジェクトの詳細
本プロジェクトは、世界最大級かつ最高品位のスカンジウ
ム鉱床を対象としています。国内初のスカンジウム生産者
となる可能性が見込まれており、コバルトやプラチナ、ニッ
ケルの生産も可能です。 

本プロジェクトは、簡単で低コストの露天掘りで行われ、従
来形式の処理プラントを使って純度99.99	%の酸化スカン
ジウムを生産します

本プロジェクトのフィージビリティスタディでは、技術面お
よび採算性における実行可能性が確定しており、6,800
万豪ドルの低い設備投資額を要する第一段階では、正味
現在価値 (8%)	は 2 億 3,600	万豪ドル、IRR	29%	が得られ
ることがわかっています。

48,000	メートルを超える掘削作業により、鉱石埋蔵量と鉱
物資源量は極めて明確に判明しています。ラテライト内にあ
る鉱床は、簡単で低コストの露天掘り掘削方法が適してお
り、鉱石あたりの廃棄物の割合も低いという特徴がありま
す。鉱化帯の長さや深さは全方向で未確定です。
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スカンジウムとアルミニウムの合金では、スカンジウムによる優れた強度と溶接性が得られますが、市場はスカンジウムの供給不
足によりこれまで制約されてきました。この状況は、スカンジウムへの関心が再び高まるなかで好転しています。例えばリオティン
トは、カナダのケベックに商業規模の実証プラントの新規建設を発表しています。 
この金属の最大の機会は、航空宇宙産業、海事産業、防衛産業、自動車産業向けのアルミニウムとの合金にあります。本プロジェ
クトのようにスカンジウムに特化したプロジェクトは、副産物としてではない、スカンジウムの安定供給を実現し、将来の需要増大
を支え、さらに促進する上でも必要です。 
本プロジェクトは拡大するスカンジウム市場の供給元となる優位な立場にあります。

鉱物一覧 トン数 (Kt) 
スカンジウム 
(ppm) 

ニッケル 
(%)

コバルト 
(%) 

酸化スカンジウム 
(トン)*

コバルト 
(トン)

ニッケル 
(トン) 

確定量 3.054 575 0.13 0.10 2,696 2,945 4,054	

推定量 972 550 0.08 0.07 816 654 767	

合計  4,027	 570 0.12 0.09 3,512 3,599 4,821	

表8：プラチナ・スカンジウムプロジェクト鉱物一覧表 

投資機会

税引後正味現在価値 (8%) 2 億 3,400	万豪ドル 税引後IIR 29%

回収期間 5.3 年 年間収入 7,700	万豪ドル

目的
建設段階の資金調達はオフテイク契約に依拠しています。プラチ
ナリゾーシズ社はプロジェクトの資金調達、戦略提携、オフテイク
契約を求めており、こうした協議を歓迎します。 

開発に要する設備投資額
プロジェクト第一段階の設備投資額は 4,810	万米ドルで、鉱山、
処理プラント、関連インフラの開発に充てられます。 
プロジェクト第二段階の設備投資額は 1,110	万米ドルです。

オフテイク契約
プラチナリゾーシズ社は現在、本プロジェクトを資金調達と建設段階に進めるため、スカンジウム製品のオフテイク契約を結ぶ顧客を求め
ています。

プロジェクトの経済性
2018	年 12	月に完了した確定的フィージビリティスタディでは、極めて堅調な採算性が示されています。鉱山寿命30年に基づいた本プロジェク
トの実質的な税引後正味現在価値(割引率 8%)	は 1	億 6,600	万米ドル(2	億 3,400	万豪ドル)で、税引後IRRは 29%	、1kgあたり 1,550	米ドルの
酸化スカンジウム平均価格に基づく回収期間は 5.3	年です。
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サウス・コバープロジェクト

投資プロフィール

会社名 Peel Mining Limited

ASX 銘柄コード PEX

プロジェクト名 South Cobar Project

期待される製品 銅、金、亜鉛、鉛、銀

プロジェクト段階 コンセプトスタディ作成中(2022 年前半完成予定)

プラニング手続き段階 コンセプトスタディと環境調査作成中 

鉱業権 探査ライセンス取得済み

ウェブサイト https://peelmining.com.au/ 

担当者 Rob Tyson

電話 +61	8	9382	3955	

プロジェクトの詳細
ピールマイニング社のサウス・コバープロジェクト (SCP)で
は、高品位の卑金属と貴金属を含有する多数のコバー型/
VMS鉱床が 4 地域にあり、これには国内最高品位の未開発
銅プロジェクトも含まれます。 

同社はマリーブル鉱床とワーロング鉱床を対象とする銅
優先戦略を導入し、製錬所を複数の鉱床の中央に設ける
コンセプトを有しています。最終的にはその資源の全金属
を処理できる製錬所の確立を目指しています。

この銅優先戦略により、高速道路や幹線道路、電力など優
れたインフラに囲まれた地域で、段階的な設備投資を行う、
よりシンプルな銅開発が可能となります。 

ピール社は国内最大級の多金属鉱床に恵まれた地域にお
いて、本プロジェクトの 5 か所の内 4 か所の鉱床の資源量を
確定しており、銅の含有率が高い資源を拡張しています。

マリーブル銅鉱床を概測量がほぼ判明している資源にするため
の掘削作業が間もなく始まります。概測量と予測量を含むワーロ
ング鉱床の鉱物資源推計は 2021 年11月に公表され、2.45Mt の
鉱石の品位は銅 2.4%、銀1トンあたり 8.7g	で、概算総産出量は
銅が 57,900	トン、銀は 686,000	オンスとなっています。この両
資源は 2022 年第1四半期に公表予定のコンセプトスタディの
基盤となります。
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投資機会

ピール社のサウス・コバープロジェクトは、鉱業の定着した当州において、リスクの低い採掘作業で高品位の銅と卑金属および貴金属が大
量に得られる案件です。現在、同社は資源量を確定するための掘削作業に重点を置き、プロジェクトのコンセプトスタディの推進を目指して
います。本プロジェクトに関するさまざまな許可申請前の準備については、完了しているか現在実施中で、NSW州の次の銅鉱山開発・銅生
産者になる準備がほぼ整っています。同社のコバー探鉱権も今後複数の成長機会をもたらします。

鉱物一覧 トン数 (kt) 銅 % 亜鉛 % 鉛 % 金 g/t 銀 g/t

マリーブル 6,760 1.8 0.6 0.6 0.4 31

メイデイ 1,070 0.0 0.7 0.5 1.0 26

サザンナイツ 4,140 0.2 5.0 2.0 0.3 77

ワガタンク 810 0.4 5.0 2.4 05 81

合計 12,780 1.0 2.3 1.1 0.4 48

表9：サウス・コバープロジェクト鉱物一覧表 

目的
ピールマイニング社は銅と卑金属への投資を求める出資パートナ
ーを求めています。サウス・コバープロジェクトの銅優先戦略に関す
るコンセプトスタディは、 2022	年第1四半期に公表予定です。同社
はこれに続き、フィージビリティスタディの実施を見込んでいます。 

開発に要する設備投資額
本プロジェクトの開発に要する設備投資額については、コ
ンセプトスタディと予備的フィージビリティスタディ公表時
点で、投資家の方々により詳しい情報をお届けします。

資金調達 
資金調達の要件については、予備的フィージビリティスタディで 
より詳しい情報をお届けします。

プロジェクトの経済性 
2022	年第1四半期に公表予定のコンセプトスタディの一環
としてお知らせします。

ESG コミットメント
事業の成功と地元社会への貢献には、優秀な環境パフォーマンスが必要不可欠であることをピールマイニング社は認識します。効果的な環
境保全管理を通じて、事業活動が環境に与えうる悪影響を最小限に抑えることを目指します。
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サンライズ電池材料プロジェクト

投資プロフィール

会社名 Sunrise Energy Metals Limited

ASX 銘柄コード SRL

プロジェクト名 Sunrise Battery Materials Project

期待される製品
電池グレードの硫酸ニッケル(および/またはカソード前駆体)や電池グレードの硫酸コバルト 
(および/またはカソード前駆体)、酸化スカンジウム、硫酸アンモニウム

プロジェクト段階 フィージビリティスタディ(2020年完了)

プラニング手続き段階 開発許可取得済み 

鉱業権 鉱山リース取得済み

ウェブサイト https://www.sunriseem.com/sunrise-project/

担当者 Sam Riggall

電話 +61	3	9797	6700

プロジェクトの詳細
サンライズプロジェクトは豪最大の電池材料プロジェクト
です。対象地域は長さ約 5km にわたる浅いラテライトで、
世界最大級のニッケル・コバルト資源と、世界最大のスカ
ンジウム鉱床を包含しています。

本プロジェクトでは、こうした固有の鉱物資源と、自社開
発のイオン交換を用いた処理技術で、リチウムイオン電池
産業向けに高品質のカソード材料を提供する予定です。 
航空宇宙市場と自動車市場用の次世代軽量アルミニウム
合金の製造に利用されるスカンジウムも生産する予定です。

事業実施計画(資金調達に利用できるフィージビリティス
タディに相当)は 2020 年 9 月に完成し、建設段階前の設
備投資としてこれまでに約 2 億 5,000	万ドルが投じられて
います。使用電力を 100%	再エネで調達する本プロジェク
トは、電池産業に対し、純度の高いコバルトと硫酸ニッケ
ルの持続可能性に優れた長期間に及ぶ調達先を低コス
トで提供します。カソード前駆体材料の生産とブラックマ
スを再利用した金属回収についても作業が進んでいます。

2021 年 12 月には、サンライズプロジェクトは豪連邦政府から
大型プロジェクトステータスを付与され、オーストラリア経済
とニューサウスウェールズ州地方社会にとっての本プロジェク
トの重要性が公式に認められました。
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投資機会

鉱物一覧 トン数 (Mt) ニッケル (%) コバルト (%) スカンジウム (ppm)

精測量 69 0.65 0.10 62

概測量 89 0.49 0.08 86

予測量 17 0.26 0.09 283

合計 177 - - -

含有鉱物 (Kt) - 935 168 16

表10：サンライズプロジェクト鉱物一覧表 

開発に要する設備投資額
開発前段階の設備投資は概算で 16	億 5,800	万米ドル (23	億 6,800	万豪ドル。予備費を除く)です。 
これには、大幅なエンジニアリング作業の結果得られたリスク回避が反映されています。建設には約 3	年かかります。  

資金調達 
サンライズ・エナジーメタルズ社は建設資金の最低 50%	を、国際銀行コンソーシアムからの標準的ノンリコース型プロジェクト融資でまか
なうことを目指しています。
サプライチェーンの費用を抑えられるように、サンライズからの生産を既存のEVサプライチェーンに組み入れることのできる戦略的出資パー
トナーを求めています。これには電池メーカーやカソード製造業者、自動車の受託製造業者(OEM)や商社などが該当します。

オフテイク契約
サンライズ・エナジーメタルズ社は、資金調達案を進めるために、その製品のオフテイク契約を結ぶパートナーを求めています。

ESG コミットメント
サンライズプロジェクトは必要な電力を 100%	再エネで調達するよう設計されていますので、鉱物産業の中でも二酸化炭素排出量が最低
レベルのプロジェクトです。   
本プロジェクト付近にあるロクラン、フォーブス、パークスの各地域市政局と任意のプランニング協定を結んでおり、これに基づいてサンライ
ズ・エナジーメタルズ社はプロジェクト期間中、地元社会に対する多大な貢献とインフラ整備を行うことになっています。サンライズプロジ
ェクトは、安全で高賃金の雇用、インフラ整備、ロイヤリティ、税収、地元社会への貢献など、広範なステークホルダーに大きな経済・社会的
恩恵を数十年にわたってもたらすことになります。
本プロジェクトの建設ピーク時の雇用者数は3年間に約 1900	人と見込まれており、当初 25	年の鉱山寿命にわたる定常状態の操業に要す
る雇用者数は、約 350	人と予想されています。

正味現在価値 12 億 1,000	万米ドル 税引後 IIR 15.4%

回収期間 5.1 年 総収入 (最初の 25 年間) 163 億米ドル

プロジェクトの経済性
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マウントカーリントン 
プロジェクト

投資プロフィール

会社名 White Rock Minerals Limited

ASX 銘柄コード WRM

OOTCQX銘柄コード WRMCF

プロジェクト名 Mt Carrington

期待される製品 金、銀 

プロジェクト段階 予備的フィージビリティスタディ(2020年完了)

プラニング手続き段階 環境影響評価書作成中

鉱業権 鉱山リース取得済み 

ウェブサイト https://www.whiterockminerals.com.au/mt-carrington-overview 

担当者 Matt Gill

電話 +61	3	5331	4644

プロジェクトの詳細
マウントカーリントンプロジェクトは金 352,000	オンスと
銀 2,300	万オンスを超える鉱物資源を基盤とした着工可
能段階にあるプロジェクトです。

この資源は地表に近い 8 か所の鉱床にあり、この内4か所
は金が主な鉱床、残り 4 か所は銀が主な鉱床です。全鉱床
が取得済みの鉱山リース対象地域にあり、インフラはすで
に開発されています。複数の鉱床はすでに予備剥土作業
が終了しています。

予備的フィージビリティスタディの 2020 年の更新後、本プ
ロジェクトは採掘決定に向けた確定的フィージビリティス
タディと各種許可申請の段階に進んでいます。

マウントカーリントン鉱山リース対象地域の周辺地域には、 
面積 183㎢ の探査ライセンスが付与されており、金、銀、銅の鉱
化帯の存在が示されています。 
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投資機会

金のフリーキャッシュフロー
(第一段階)

1 億 2,600	万豪ドル IRR 82%

回収期間 14 か月 AISC 1オンスあたり
1,327	豪ドル

資金調達 
ホワイトロック社は本プロジェクトを確定的フィージビリティスタディと環境影響評価書の段階に進めるためにトムソンリゾーシズと合弁
契約を結んでいます。同社は本プロジェクトからより大きな恩恵を受けるための手段として、全開発資金を提供しています。 

開発に要する設備投資額
本プロジェクトには、2,000	万豪ドル以上の前所有者のインフラがすでに存在しています。
第一段階の設備投資額は低く、3,900	万豪ドルです。

本件は予備的フィージビリティスタディが進んでいる開発プロジェクトで、同調査には JORC規程に基づいた金と銀の資源量と金埋蔵量
が加えられました。既存の掘削作業用インフラのおかげで必要な設備投資額が低く抑えられたブラウンフィールド開発プロジェクトです。
マウントカーリントンプロジェクトは次段階の確定的フィージビリティスタディに進むところであり、同段階が完了すれば、一定の条件の下
に建設と資金調達に関する情報が公表されます。

プロジェクトの経済性
予備的フィージビリティスタディでは、最初の 5年間(第一段階)で年間 35,000	オンスの金産出が可能であることが示されています。

鉱物一覧 トン数(Mt) 金 (オンス) 銀 (オンス)

概測量 7,620.,000 225,000 8,477,000

予測量 11,150,000 116,000 14,770,000

合計 18,770,000 341,000 23,247,000

T表11：マウントカーリントンプロジェクト鉱物一覧表 
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