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伊藤忠商事・伊藤忠鉱物資源開発

金属分野の探鉱、開発担う専門家集団
伊藤忠商事の完全子会社として 5月
に設立された伊藤忠鉱物資源開発。そ
れまで本社内にあった金属資源技術・
開発室を分離独立し別会社化すること
で、機動力ある金属鉱物資源の探鉱 ・
開発を図る方針だ。先端技術に欠かせ
ないレアメタルなどの権利獲得も含
め、与えられたミッションは重い。
一一設立の経緯と業務内容を教えてく
ださい
近藤実質的なス ター卜は 6月から。
まだ新鮮な雰囲気が漂っています。1
7人
の少数精鋭のため兼務者が多く、一人が
抱える守備範囲が広いという状況です
が、それでも早く成果を出していきたい
と業務に対して全員が意欲的に取り組ん
でいます。数年前までの伊藤忠商事の金
属部門は鉄、石炭、アルミなど、が中心
で、鋼、亜鉛などのベースメタルやレア
メタル分野では権益をもっていませんで
した。そこで2
0
0
8
年にそれらの権益への
比重を高めるため、専門家を集めて金属
資源技術・開発室を設置。探鉱 ・開発と

ともに他部門の鉱物資源開発を技術支援
する業務を続けてきました。さらに活動
領域を匹大するためには、より動きやす
い体制のほうが効率的との考え方から独
立したわけです。今後も、より有望な鉱
物資源の上流開発を手掛けていきます。
私自身もプレーイングマネージャーとし
て世界中の現場を飛び回るつもりです。
上出 探鉱・開発に関わるには、どう
しても専門知識 と豊富な経験が必要で
す。十
巨額の投資案件になるので、鉱山の
良し悪しを判断できる専門家集団でな甘
れば、運営できません。私は金属関連一
筋で現在まできましたが、技術的な側面
以外に経営のアシス卜、他部門との協業
サポ ー トなど業務は多岐にわたります。
将来を展望したときに今何が必要かと い
えば、やはり人です。現在は、鉱山会社
などで経験を積まれたベテランの専門家
たちに支えられる面が大きいのですが、
やはり、次の世代を担う若者たちを育
て、質量ともに誇れる専門家集団になる
ことを目標にしています。グロ ーパルに
活躍する、世界に適用するビジネス展開
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伊藤忠鉱物資源開発代表取締役社長
同 副社長・経営企画部長兼技術 ・開発部長
同技術・開発部長代行
同 技術 ・開発部兼財務・経理部

をしていきます。
一一これまでの経歴と資源開発への思
いなどを聞かせてく ださ い
浅田 入社してから長くアルミに携わ
ってきましたが、 2年前に レアアースを
手掛けたのをきっかけに幅を広げてきま
した。昨年はE鉛に取り組み、今年から
銅の開発案件にも携わっています。アル
ミのときはオース卜ラリア、ブラジルな
ど、最近では鋼、E鉛でカナダと現場を
回る喜びは大きいですね。また鉱山側と
の交渉なども、多く の現場を踏み経験を
つけることで、相手のニーズなどを把握
できるようになってきま した。まだま
だ、新しいことをやりたいと いう気持ち
を強く持っています o
星 野 入 社 は2
0
0
3
年です。その後、金
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新たな開発実現ヘ

困、産業界にも貢献 世界に通用のプロ

ぽ

ー金属資源の開発は産業界
にとって重要な役割を担ってい
ます。 新会社が今後成長するためには、
何が必要になると思いますか
近 藤 資 源 開発のためには人材開発が
欠かせません。先ほども触れられました
が、人をどのように育てていくかが大事
なカ ギです。基本的には 「
商社がわかる
技術者であり技術がわかる商社マ ン」を
育ててい くことだと考えています。資源
開発は特殊な世界ですので、 育成には時
聞がかかりま す。音はメ ジャー相手です
から投資判断に重きが置かれてい ました
が、今は、世界で
、1
0
0
0
社を超えるジ ュニ
アも相手にしなげればなり ません。それ
だげに開発 リスクも大きく専門知識と経
験をより 多く積む必要があります。
上出 商社にと って技術はメ ジャーや
メーカーに頼るのが一般的でした。ジ ョ
イン トで事業する場合も商社側は経営面
の役割を担ってきま した。と ころが状況
が変わ りメジャ ーやメーカーが独自で開
発着手し、商社の役割も変わってきたo

自ら動き、目と足で確かめて投資をする
スタイルです。われわれが商社のピヲネ
スフィ ールドを広げていくとい う実感が
あります。現在の課題は、人材の年齢層
に聞きがあることです。ベテラン と若手
の中間層が極端に少ない。早く若手を育
てたいと思っ ています。
浅田 ベースメタルでは、 鋼、亜鉛な
ど生産段階の案件を増やしたいですね。
その延長で将来独自で鉱山経営を行う実
力を備えた会社を目指したい。そのため
にもこれか ら相当にノウハ ウを積み上げ
ていきたい と思って います。
星野 資源開発に携わる人は、 知的肉
体労働者です。商社に入っ てヘルメ ット
と作業着、腰にハ ンマ ーを下げてい る専
門集団の姿は考えられないかもしれませ
ん。その雄姿にあこ がれて くれる人が出
てくる ようア ピールが必要かもしれませ
ん。また、開発のパ ー トナーとなる人た
ちと 、どのよ うに一体感を つくり出 して
いりばよい のか
、 というのは課題だと思
っています。
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一一将来の夢、展望など聞かせてくだ
さい
近藤 鉱物資源は、今後も堅調な需要
が見込まれてい ます。新会社はベース メ
タル、レア メタルなどの資源権益の拡充
と収益の拡大を目指すた めの戦力 とし
て、着実で迅速な対応が求められてい ま
す。しっ かり と使命を果たすよう探鉱 ・
開発案件に取り組みた い。このほど発表
しま したが、南アフリカ共和国でのプラ
チナ、パ ラジウ ムなど白金族金属の探鉱
・開発事業への参画など、新たな開発実
現に向 げた展開を全力で推進してい きた
いですね。プラチナは自動車の排ガス浄
化のための触媒に使用され、需要は増え
ていくとみ られています。産業界で必要
な資源を開発する ことは、日本の国際競
争力の維持 とい う面から も重要です。 責
任の重さを感じるとと もに、挑戦する意
欲がこみ上げてきます。
上出 資源開発は長期的な ビジネスで
すので、理解を得るのに難し い面があり
ます。投資が大きく 、利益はかなり先に

属資源技術 ・開発室に配属になり 5年
間、しっかりと鍛えられてきました。も
ともと、大学院まで資源の勉強をしてい
ましたので、この知識を生かせる仕事に
つきたかった。それが商社になるとは、
学生時代当初は思いませんでしたが、と
にかく資源開発の仕事がしたくて夢見て
いたので、希望がかなったことが喜びで
あり 、同時に私のモチベーショ ンにな っ
ています。業務の流れは書類で判断し、
現場を視察、先方との交渉、契約という
流れをベテラ ンの専門家の指導を得なが
ら進めていく 。これほどダイ ナミック で
魅力的な仕事は他にはありません。プロ
ジェ クト マネージャ ーとして任されるの
も責任とともにや りがいを感じ
.
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星野裕司さん

理論備えた肌感覚
なるからです。ただ、 昔の投資が必ず生
きてくる。とくに資源のない日本には
、
必要不可欠な取り組みです。有望な探鉱
を進め国、 産業界に貢献できる会社にし
てい きたい。
漫 回 資源開発と簡単に言っ ても、地
質、探査に始まり 、採掘、選鉱などの生
産プロセス 、各国関係法、インフラ、環
境、地域住民のことなど求められる知識
は幅広く 、生涯勉強になるのではな いで
レょう か。やは りプロ でないとい い仕事
はできませんので
、 より多くの現場を歩
いて世界に通用するレベルを目指 した
い。少しずつ積み上げていき ます。
星野厳しくも優しく 叱時激励をうけ
てい ます。厳しさは優しさのため、優し
いために厳しい、という先輩たちの流れ
を、自分は受り継いでいき たい。現場に
行き、石を叩きながら覚えて いくのは職
人のような感じですが、理論を備えた肌
感覚も大事
。 まずはプロジ ェク トを仕上
げてい くことに全力を尽くします。

ベースメタルと レアメタ ル ベースメタルは埋蔵量 ・産出量が
多い鉄・銅 ・亜鉛 ・アルミニウムなど。これに対し産出量が少な
いモリブデン ・クロム ・コバルト ・パラヲウ ム ・プラチナ (
白
金)などをレアメタル と呼んで
、
い る。
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