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チリ共和国における銅鉱山の権益取得について 

 

丸紅株式会社（以下「丸紅」）は、2008 年 4 月 24 日（米国時間）、世界有数の銅生産

会社である Antofagasta plc（アントファガスタ社、以下「Antofagasta 社」）との間で、

Antofagasta 社が間接的に 100%の権益を保有する Esperanza（エスぺランザ）及び El 

Tesoro（エルテソロ）の両プロジェクト（以下「本事業」）の各々30%の持分を、丸紅が

合計 13 億 1 千万米ドルで取得し、また、今後 19 億米ドルが予定されている Esperanza

鉱山の開発費用のうち丸紅の持分相当の約 6 億米ドルを拠出することについて合意に至り

ました。従い、丸紅としては総額約 19 億米ドルの資金を本事業に投じます。 

 

本事業の可採鉱量は合計で 19 億トンを上回る規模で、年産 70 万トンの銅精鉱（銅地金

換算 20 万トン）と年産 9 万トンの銅地金を生産しますが、丸紅はこのうち日本の総輸入

量の 5%に相当する 21 万トンの銅精鉱を日本向けに引き取る権利を有しております。 

 

本事業への参画により、日本の銅資源確保と言う観点からも大きな貢献が可能になりま

す。丸紅は今後、国際協力銀行、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構と協議を

進めさせて頂き、本事業の円滑な推進を図りたいと考えています。 

 

チリ共和国は多数の大規模優良銅鉱床を有し、世界の 3 分の 1 超の銅を生産する世界最

大の銅産出国であり、カントリー・リスクの低さからも優れた鉱業投資環境を兼ね備えて

おります。その中でも、本事業は Antofagasta 社が今後の重点地域として注力するチリ第

Ⅱ州の Sierra Gorda 地区（シエラゴルダ地区）に位置しており、本地域の鉱物資源量は

30 億トンに達すると推定されております。また、同地区は世界でも有数の乾燥地帯であり、

環境面からも銅採掘に適した地域とされております。本事業はこの地域における銅資源を

総合的に加工・処理することの出来る鉱山設備を保有する事で、将来の拡張を含めた同地

域の開発の可能性を高めるものと期待されています。 

 

Antofagasta 社は、世界でも有数の銅生産会社であり、チリ民間資本の銅生産会社では

唯一のロンドン証券取引所上場会社です。丸紅は Antofagasta 社が 60%の権益を保有する

チリ共和国 Los Pelambres 鉱山（ロスペランブレス鉱山）プロジェクトにも参画し、

Antofagasta 社との良好でかつ長期的なパートナーシップを確立しておりますが、今回の

合意により更にパートナーシップが強固なものになると確信しております。 

 



丸紅の金属資源部門は、鉱山・炭鉱開発や製錬プロジェクトなどの海外投資により優良

資源を確保することで、事業収益の継続的拡大を図っております。本件はその戦略に則っ

たものであり、本件実施により 2011 年には、丸紅の銅事業の持分権益量は銅地金換算で

年産 12 万トンとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考資料＞ 

 

1．Esperanza プロジェクト 

 

世界的にも希少な大型開発案件として注目されている Esperanza プロジェクトは、

2010 年末からの生産開始を目指して開発中のプロジェクトで、銅地金の原料となる銅精鉱

を生産します。同鉱山の可採鉱量は 4 億 8,000 万トンで、生産開始後 10 年間の平均年間

生産量は、銅精鉱 70 万トン（銅地金換算 20 万トン）、金 23 万オンス、銀 160 万オンス

と予定されております。現在開発段階にある銅鉱山案件の中でも特にコスト競争力のある

案件であります。 

 

丸紅は、Esperanza プロジェクトから生産される銅精鉱を日本向けに 30%引き取る権利

を有し、日本の輸入量の 5%に相当する銅資源確保に貢献します。 

 

 尚、Esperanza 鉱山に隣接している Telégrafo 鉱山（テレグラフォ鉱山）の開発により、

当初計画では 2025 年までと予定されている Esperanza プロジェクトの操業期間を 2049

年まで延長させることが可能です。 

 
所在地： チリ北部第Ⅱ州 Sierra Gorda 地区 （地図参照） 

（Antofagasta 市から北東に約 160km） 

Esperanza 鉱山 

可採鉱量：   480 百万トン 

生産量：  約 700 千トン／年（銅精鉱） 

生産開始： 2010 年第 4 四半期(予定) 

操業期間： 2010 年～2025 年 

 

Telégrafo 鉱山 

可採鉱量： Telégrafo Norte 

 404 百万トン（概算） 

Telégrafo Sur  

 898 百万トン（概算） 

生産開始： 2026 年 

操業期間： 2026 年～2049 年 

 

 

 

 



2．El Tesoro プロジェクト 

 

El Tesoro 鉱山は、1999 年に開発を開始し、2001 年から露天採掘及び湿式製錬法によ

る銅地金生産を開始した鉱山で、2007 年には 9 万 3,000 トンの銅地金を生産、431 百万米

ドルの EBITDA を計上し、事業性・収益性が既に確立されております。Tesoro North-

East 鉱山（テソロ・ノースイースト鉱山）を含む El Tesoro プロジェクトの可採鉱量は、

1 億 2,700 万トンです。隣接する Tesoro North-East 鉱山の開発により、本プロジェクト

の操業期間を 2020 年まで延長せせることが可能です。 

 

所在地： チリ北部第Ⅱ州 Sierra Gorda 地区 （地図参照） 

（Antofagasta 市から北東に約 160km） 

可採鉱量： 127 百万トン 

生産量：       約 93 千トン／年（銅地金、2007 年） 

生産開始：   2001 年 

操業期間：   2001 年～2020 年 

 

 

3．Sierra Gorda 地区開発 

 

丸紅と Antofagasta 社は、Sierra Gorda 地区において、El Tesoro プロジェクトの既存

インフラを Esperanza プロジェクトで共同利用する等、両プロジェクトのシナジーを最大

限に発揮しながら、本事業を核にして Sierra Gorda 地区の新規鉱山の開発・拡大を図る

共同開発スキームについても合意をしており、将来的には Esperanza プロジェクトに加え、

更なる銅資源の確保を目指しております。 

 



４．Antofagasta 社の概要 

 

会社名： Antofagasta plc 

本社所在地： 5 Princes Gate, London, SW7 1QJ, United Kingdom   

設立： 1888 年 

代表者： Jean-Paul Luksic（ジャンポール ルクシッチ） 

売上高： 3,827 百万米ドル（2007 年度） 

総資産： 5,855 百万米ドル（2007 年 12 月末時点） 

 

 

５．丸紅の概要 

 

会社名： 丸紅株式会社 

本社所在地： 東京都千代田区大手町 1 丁目 4 番 2 号   

設立： 1949 年 12 月 1 日 

代表者： 朝田 照男 

売上高： 9 兆 5,549 億円（2006 年度） 

総資産： 5 兆 2,317 億円（2007 年 3 月末時点） 

 

 


