
 



はじめに 

 

中国は飛躍的に発展しており、GDP は 1980 年代以降 10%程度の高い実質成長率

を記録している。社会資本整備も強力に推進されており、基礎産業として重要な鉄

鋼・非鉄金属産業の拡大が顕著である。2005 年において中国が世界第一位の消費

をしている非鉄金属は、銅（世界消費の 22%）・鉛（26%）・亜鉛（29%）・ニッケル（15%）で

あり、1990 年の消費量の 7～8 倍に達している。中国の消費拡大に伴い、従来、輸出

ポジションにあった非鉄金属の多くは輸入に転じている。 

 

このような状況にあって、非鉄金属価格は 2003 年以降上昇傾向にあり、2006 年 5

月中旬には過去最高値を記録した。ピーク時の価格は 2003 年の LME 価格に比べて、

銅が 4.9 倍、亜鉛は 4.8 倍、ニッケルは 2.8 倍も高騰している。 

 

非鉄金属価格の高騰により、鉱業界は過去最高の利益を記録するなど活況を呈し

ている。その一方、資源を海外に依存しているわが国においては、将来の資源の安

定確保について大きな課題となっている。 

 

金属企画グループでは、世界的なベースメタルの需要拡大が見込まれる中で、そ

れに対応した鉱山生産の見通しについて、「サプライサイド分析」として、銅・亜鉛・

鉛・ニッケルの供給構造を明らかにした。具体的には、過去 10 年程度の世界におけ

る主要鉱山別生産状況を把握し、主要鉱山における生産量と価格や生産コストとの

因果関係を分析するとともに、既存文献に基づく 2005～2015 年における将来の供給

の見通しについてその展望を探ってみた。本報告書が関係各位の参考となれば幸い

である。 

 

平成 18 年 10 月           

 

  独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

                                金属資源開発調査企画グループ 

 

おことわり ： 本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物 

資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう

最大限の努力を行っておりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もありま

す。本報告書に基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人石油天然ガス・
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エグゼクティブサマリー 

 

1995 – 2004 年の過去 10 年間の供給構造を分析したところ以下の結論を得た。 

① 世界の鉱石生産供給量（含有金属量）は過去 10 年間で、銅で年率約 5%、亜鉛で

約 2%、鉛で約 2%、ニッケルで約 3%の増加が認められる。鉛の場合は、自動車の

バッテリーからのリサイクル率が高く、地金生産量の 50%に達する。 

② ベースメタルの価格は 1990 年代後半から低迷し、2003 年以降に高騰に転じた。

この価格低迷の間、生産コストは削減された。特に、採掘コストや選鉱コストが大

きく削減され、間接コスト（本社経費等）も多少ではあるが、減少している。銅鉱業

は大規模採掘による経済効果があり、鉛・亜鉛鉱業はジャンボ・ドリルやロングホ

ール・ドリル等を駆使した大量坑内掘りによる採掘コストの削減が行われ、破砕

や選鉱を採掘現場の近傍で行うことで輸送費を削減し、浮選セルの大型化による

電力費の節約によっても選鉱コストの削減が行われた。 

③ 世界の上位 25 鉱山による生産は、銅の場合で 55%、亜鉛の場合で 46%、鉛の場  

合で 49%、ニッケルの場合で 63%を占めている。上位 25 鉱山に対して、過去 10 年

間の生産量と価格の相関を検討した。最近生産が開始された鉱山は本格的操業

後の相関を求めた。その結果、生産量と価格との間で、正の相関を示す鉱山、負

の相関を示す鉱山、相関関係が認められない鉱山があり、全体として鉱山生産

は価格に対して弾性値が低いことが明らかとなった。 

④ 生産コストと生産量の関係については明らかでないが、例外はあるものの生産コ

ストの安い鉱山は価格に敏感に対応した生産体制を行っておらず、中長期的な

判断に基づく生産の可能性もある。 

 

2005 – 2015 年の鉱山生産や需給関係を検討したところ以下の結論を得た。 

① 埋蔵量と 2004 – 2005 年の生産水準の関係からマインライフが計算されるが、銅

が約 28 年、亜鉛が約 25 年、鉛が約 21 年、ニッケルが約 44 年となっている。 

② 将来の供給ソースとして、(1) 確定案件（既存鉱山による公表された生産計画に

基づくベースケース）、(2) 可能性案件（鉱山開発の可能性の高いプロジェクトか

らの生産）、(3) ポテンシャル案件（価格等の条件によっては開発の可能性のある

プロジェクトからの生産）、の 3 ケースが想定される。確定案件の場合は、鉱量枯

渇により減少することが予想されるが、拡大する需要に対しては、可能性案件や

ポテンシャル案件で十分な供給量はあると判断される。 

③ ベースメタルの需要予測は、各国ごとの経済成長（工業生産指数）を推定し、積

み上げ方式により算出される。ただ、世界経済に伴う需要変化に供給側（鉱山生

産）がすばやく対応できないため、供給過剰や供給不足になったり需給バランス

の変化は今後とも続くと判断される。 



④ 2005 – 2015 年の地金の需給バランスは、将来の需要サイドや供給サイドの状況

変化により、常に変わり得るが、現在最も可能性のあるケースとして次のことが予

想される。銅地金需給バランスは 2005/2006 年に供給過剰となり、2009/2010 年

に供給不足となり、2015 年に再び供給過剰と予想される。亜鉛は 2005-2006 年

の供給不足から、2007-2008 年に供給過剰と予想される。その後、2013 年に再び

供給不足になると予測される。鉛は 2005 年でこそ供給不足の状態であったが、

2006 年に供給過剰となり、2007/2008 年以降から 2015 年までは再び供給不足に

なると予測している。ニッケル地金の需給バランスは 2005 年の供給過剰から、

2006-2009 年には供給不足となり、その後、2010-2011 年は再び供給過剰となり、

2012 年以降は供給不足の状態が続くと予測している。 

⑤ 銅・鉛・亜鉛・ニッケルの LME 価格は 2003 年から上昇に転じ、特に、2006 年 4 月

以降、投機資金の流入によって加速度的に上昇し、2006 年の 5 月中旬にはピー

クに達した。ピーク時の価格は 2003 年の LME 価格に比べて、銅が 4.9 倍、亜鉛

は 4.8 倍、ニッケルは 2.8 倍も高騰している。投機資金の短期的運用を目的とした

ヘッジファンドの動きで最近の金属価格は乱高下が激しい。世界経済の動向に伴

い、金属地金の需給バランスのサイクルは今後も続くと考えられるが、年金基金

など長期運用をめざしたファンドの存在によって価格の底上げの可能性がある。 

従って、過去の価格トレンドではなく、スーパーサイクルのようなトレンドが予想さ

れる。 
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第 1 章 銅 
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1. 世界の銅鉱業の推移 
 

 世界の代表的銅鉱床はポーフィリーカッパー（斑岩に伴う大規模・低品位な鉱染状銅鉱

床）であり、埋蔵量の 70％、生産量の 60％を占めている。また、SXEW 生産対象となる銅鉱

床の大半はポーフィリーカッパーである。英国調査機関（B）（2004）では世界の銅鉱山生

産は旧共産圏のデータが一部含まれないため、WBMS の銅鉱山生産量の 78〜88％のカバー率

であるが、1995〜2004 年の 10年間の銅鉱業を概観すると、銅鉱石生産（銅純分）の合計は

1995 年の 7,889 千 t から 2004 年の 12,713 千 t と年率 5％で拡大している。この英国調査

機関（B）のデータは、世界生産量よりも少なく表現されているが、WBMS による世界生産の

伸び率 4％とほぼ同程度の数字である。2004 年における鉱石生産の内訳としては、硫化鉱

（71％）・酸化鉱（20％）・副産物（9％）となっている。硫化鉱の粗鉱品位は 0.91〜0.97％、

銅回収率は 85.7〜87.3％、精鉱品位は 29.9〜30.8％の狭い範囲で推移している。酸化鉱

（SXEW）の品位は 1995 年の 1.24％から 2004 年には 0.79％と低下傾向が明らかであるが、

酸化鉱の銅回収率は 1995 年の 58％から 2004 年の 76.1％と大きく向上している。 

 

 一方、1995〜2004 年の 10 年間においてコスト削減の成果が認められる。例えば、C1 コ

スト（正味直接キャッシュコスト=Cost to Concentrate＋輸送費＋製錬費−副産物クレジッ

ト）では、1995 年の 58.9¢/lb から 2004 年には 47.0¢/lb となった。C1 コスト削減として

は、採掘コストや選鉱コスト（Cost to Concentrate）の削減が大きく貢献しており、1999

年以降の製錬コスト（TC/RC）の低下も影響している。C3 コスト（トータルコスト=C1 コス

ト＋償却＋間接コスト＋金利）でも、1995 年の 81.3¢/lb から 2004 年には 67.2¢/lb へと低

下傾向が認められるが、C1 コストの削減が大きい。ただ、間接コスト（本社経費等）も 1995

年の 7.6¢/lb から 2004 年の 5.5¢/lb と多少ではあるが削減されている他、金利も 2001 年

の 3.6¢/lb から低下傾向にあり 2004 年には 2.1¢/lb となっている（表 1 ）。 
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2. 世界の主要銅鉱山の生産実績 
 

 2004 年における銅生産上位 25 鉱山と Grasberg Expansion（2004 年生産は世界第 34位で

あったが、2003 年生産は世界第 12位）を加えた 26 鉱山は、世界銅鉱山生産の 55％を占め

ている。これらの鉱山のなかには、Antamina（2001 年生産開始）・Batu Hijau（2000 年）・

Los Pelambres（1999 年）・Collahuasi 及び Grasberg Expansion（1998 年）・Radomiro Tomic

及び Alumbrera（1997 年）のように最近になって生産が開始された鉱山もあるため、1995

〜1999 年の 26 鉱山の生産こそ世界の 36〜45％程度であるが、2000 年以降は世界生産量の

50％以上を占めている。世界上位 25 鉱山中、チリにおいては 11 鉱山を占めており、ペル

ー・インドネシア・米国・豪州ではそれぞれ 2鉱山を有している。2004 年の生産実績では、

Escondida 鉱山のみが 1 百万 t を越えており、世界生産の 25 位以内の鉱山はすべて 150 千

t 以上の銅生産実績がある（表 2）。 

 

 世界の主要銅鉱山において、過去、1996〜2004 年の採掘作業に伴う給鉱品位（Head Grade）

が急激に低下している例として、Olympic Dam（3.03％から 2.30％）・Escondida（同 3.03％

から 2.30％）・Andina（同 1.37％から 1.04％）の他、SXEW による生産鉱山の Cerro Colorado

（1.46％から 0.89％）・El Abra（0.95％から 0.59％）等がある。 
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3. 生産量と銅価格の相関関係 

 
 銅生産上位 25 鉱山に対して、過去 10 年間の銅生産量と銅価格の相関を検討した。10 年

内に生産が開始された鉱山については、本格的操業後の相関を求めた。生産上位 10鉱山に

は最近開発された鉱山も多く、Batu Hijau・Escondida・Radomiro Tomic・Antamina・

Collahuasi では生産量と価格に正の相関が認められ、投資金額の返済期間を短縮するため

の利益追求を物語っている可能性もある。ただし、本格的操業が 2000 年に始まった Los 

Pelambres では相関関係が認められない（図 1）。生産上位 11〜20 位の中では、生産量と銅

価格が負の相関を示すものが多く、旧共産圏の Dzhezkazgan や Rudna 鉱山、チリにおける

La Candelaria・Andina といった鉱山が含まれる。本格的操業が 2000 年から開始された

Olympic Dam では高い正の相関がある一方、1997 年に本格操業が始まった El Abra 鉱山で

は低い相関関係を示している。 

 

 

 
 

 

 銅価格と生産量に関する具体的動きとして、過去、非鉄メジャーによって、銅価格低迷

時に協調減産したことがある（表 3）。2001 年 11 月に銅価格が 14 年ぶりの低価格を記録し

た際に、非鉄メジャー4社（Phelps Dodge・BHP Billiton・Antofagasta・CODELCO）は協調

減産を呼びかけた。この減産は、Phelps Dodge（220 千 t）・BHP Billiton（170 千 t）・

Antofagasta（40 千 t）・CODELCO（106 千 t）の合計 536 千 t の規模と推定される。対象と

なった主要鉱山は、Tintaya（90 千 t）・Escondida（80 千 t）・Los Pelambres（40 千 t）等

である。減産に際しては鉱山労働者や地域経済への影響を最小限にするため、カットオフ

品位をさげることにより鉱石処理量を一定に維持し、含有銅量を下げる方法が多くの鉱山

で採用された。 
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 各鉱山の生産計画は、前年の銅価格を参考にして立てられることも想像され、当年銅価

格 vs 銅生産量と前年銅価格 vs 銅生産量の 2ケースについて相関係数を算出した。その結

果、①両者において正の相関を示す場合、②両者において負の相関が認められる場合、③

両者において全く相関がない鉱山と 3つに大別できることが明らかとなった（図 2）。 

 

 

 

 

①  銅価格 vs 生産量に正の相関が認められる鉱山：Collahuasi・Antamina・Batu Hijau・

Olympic Dam・Escondida（SXEW）等。これらの鉱山に共通することは 1990 年代後半以

降に本格生産が開始されていることである。本格操業後の生産量と銅価格に相関が認

められることから、開発費の早期返済を示している可能性がある。 

 

②  銅価格 vs 生産量に負の相関が認められる鉱山：Rudna（ポーランド）・Dzhezkazgan

（カザフスタン）・Andina・La Candelaria・Los Bronces 等。前者の 2 鉱山は旧共産
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圏に属する。Andina では、2003 年 12 月にストライキがあったり、2004 年後半からモ

リブデン高騰によるモリブデン増産を目的とした操業をしているが、負の相関がある

理由は不明。La Candelaria は金・銀を、Los Bronces はモリブデンの副産物を伴って

いるが、相関関係の理由は不明。 

 

③ 銅価格 vs 生産量に全く相関がない鉱山：Chuquicamata・El Teniente・Ok Tedi のよ

うな歴史のある国営鉱山、Alumbrera・Highland  Valley のような金やモリブデンの

副産物が顕著な鉱山が含まれる。 

 

  1995〜2004 年の世界銅鉱山生産と銅価格の相関係数は−0.4397 であり、鉱山生産は価格

に対して弾性値が低いことを証明するものである。相関係数を複雑にする要因として、副

産物のモリブデンが指摘される。2004 年からのモリブデン価格の高騰によって、鉱山の中

には銅よりもモリブデンを重視した生産体制がとられるようになった。例えば、米国の

Bingham Canyon、カナダの Highland Valley、チリの Los Pelambres や CODELCO 保有の鉱

山、ペルーの Antamina では、2004 年始めからモリブデンの生産量が増加している。参考ま

でに CODELCO における四半期別鉱山生産量と銅価格について、2004 年第１四半期〜2005 年

第３四半期の相関関係を求めたが、CODELCO Norte・Salvador・Andina・El Teniente の 4

鉱業所においても相関がないことが判明した（表 4、図 3）。銅価格に対して、鉱山生産が

迅速に対応出来ないため、世界経済の低迷や回復に伴う需要の変化に遅れが生じ、この結

果、供給過剰や供給不足の状態になり銅価格も周期性をもって変化することが予想される。 
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4. 生産量と生産コストの関係 
 

 生産コストは、以下のようにキャッシュコスト（C1コスト）とトータルコスト（C3 コス

ト）に大別される。 

C1 コスト=採掘・選鉱コスト＋輸送費＋製錬費－副産物クレジット 

C3 コスト=C1 コスト＋償却費＋間接コスト＋金利 

2000〜2004 年において、常に生産コストが安い鉱山として、Grasberg /Ertsberg・Bingham  

Canyon・Los Pelambres・Chuquicamata・Batu Hijau・Escondida・Collahuasi・Antamina・

Radomiro Tomic があげられる。2004 年において、C1 コストが安い Andina（世界で 11番目

に安い 34.9¢/lb）は、2003〜2000 年においては、47.0〜64.2¢/lb と比較的高いコストで特

徴づけられる。 

 

 2000〜2004 年における C1 生産コストが安い鉱山の中で、歴史的に古い鉱山は、

Grasberg/Ertsberg・Bingham Canyon・Chuquicamata である。これらのコストの安い鉱山に

おいては、銅生産量と銅価格の相関関係が低いことが特徴である。このことは、生産コス

トが安い鉱山は、銅価格に敏感に対応した生産体制を行っておらず、目先の銅価格の変化

よりもマインライフの維持等中長期的な判断に基づく可能性も予想される。 

 

 

5. 世界の主要銅鉱山の生産ポテンシャル 

 
 現在、世界の銅鉱山における銅埋蔵量は 402 百万 t と推定されており、2004 年の生産水

準（14,487 千 t）で約 28 年のマインライフがある。世界の主要銅鉱山による 2005〜2015

年までの銅生産計画について、英国の調査機関等の文献調査により検討した。将来の銅供

給のソースとして以下の 3 ケースが想定されている。 

 ①  確定案件：既存鉱山による公表された生産計画に基づくベースケース。 

 ②  可能性案件：鉱山開発の可能性の高いプロジェクトからの生産量。 

 ③  ポテンシャル案件：価格等によっては開発の可能性のあるプロジェクトからの生産

量。 

 確定案件の場合、2005 年の 15,140 千 t から 2008 年の 17,200 千 t と増加傾向にあるが、
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2008 年以降減少に転じて、2015 年には 13,317 千 t と予想される（図 4）。可能性案件の場

合、2006 年の 23 千 t から増加し、2015 年には 4,593 千 t に達することが予想される。ポ

テンシャル案件は 2006 年の 51 千 t から急増し、2013 年には 8,889 千 t のピークに達する

が、その後 2015 年までは 8,600 千 t 台で推移する。 

 

 

 
 

 

 2005〜2015 年における生産規模 100 千 t/年以上の主要銅鉱山の生産見通しについて、確

定案件からの銅生産（銅精鉱生産＋SXEW 生産）、可能性案件からの銅生産、ポテンシャル案

件からの銅生産、の 3 区分にわけてリストアップした（表 5）。確定案件からの銅生産のう

ち銅精鉱生産は、現在の大規模鉱山からの継続的生産が期待される一方、Ok Tedi は 2013

年に、Ernest Henry は 2012 年に枯渇する。また、Escondida・Chuquicamata・Antamina・

Batu Hijau 等の既存採掘部分も 2010 年前後以降減産傾向にある。確定案件の SXEW による

生産も Morenci・Radomiro Tomic といった鉱山も 2007〜2008 年以降、減産傾向にある。 

 可能性案件からの銅生産としては、モンゴルの Oyu Tolgoi（2009 年生産開始）やアルゼ

ンチンの Agua Rica（2009 年）のような新規鉱山からの他、既存鉱山の拡張に伴う生産増

（Andina・Olympic Dam・Chuquicamata・Los Bronces・Collahuasi 等の鉱山）に起因して

いる。 

 

 ポテンシャル案件からの銅生産のうち、生産規模が 200 千 t/年を越える新規鉱山は、La 

Granja（2010 年生産開始）・Frieda River（2008 年）・Las Bambas（2009 年）・El Pachon

（2009 年）・Quellaveco（2008 年）・Petaquilla（2008 年）がある。生産規模が 100 千 t/

年を越える案件は 22 件あり、ペルー（7件）やチリ（4件）に集中している。 
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6. 将来の銅供給予測 

 
 銅に関して、鉱山生産・地金生産・地金消費に関する予測を行っている国際的な主要調

査機関として以下のところがあり、それぞれ特徴のある需給予測を行っている（表 6、図 5）。 
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①  国際銅研究会（数年先の需給予測） 

   ②  英国調査機関、（A）（5〜6年先） 

 ③  英国調査機関、（B）（11〜12 年先） 

 

 ① 国際銅研究会は、1992 年、UNCTAD（国連貿易開発会議）の下で、銅に関する統計整

備及び情報交換を通して国際的な銅市場の透明性を改善するための政府間協議の枠

組みの中で設置された。国際銅研究会では、統計委員会・環境経済委員会・常任委

員会がある。統計委員会では、各国から提出されるデータをベースに、銅鉱山生産

予測・銅地金生産予測・銅地金消費予測・銅地金需給バランス予測について 2 年先

まで行われている。2005 年 11 月に開催された国際非鉄金属 3 研究会（銅、鉛亜鉛、

ニッケル）の特別会合において、2006 年 1 月 1 日に 3研究会の統合が決定されたが、

今後とも予測は行われるものと思われる。 

     2005 年 11 月の統計委員会での結論は以下のとおり。 

   — 銅鉱山生産量は、2005 年に前年比 3.1％、2006 年に前年比 5.1％増加する。 

   — 銅地金生産量は、2005 年に前年比 3.1％、2006 年に前年比 8.1％増加する。 

   — 銅地金消費量は、2005 年に前年比-1.4％、2006 年に前年比 5.5％増加する。 

   — 需給バランスは、2005 年で−122 千 t、2006 年に+295 千 tと予想。 

 

 ②  英国調査機関（A）は 1960 年代後半に設立され、鉱業・金属・電力・ケーブル・肥

料・化学薬品に関するビジネスの分析やコンサルタント業務を実施しており、ロン

ドン・北京・シドニー・米国内各地に事務所を有する。150 名以上の専門家を擁する

民間の調査機関であり、事業はコンサルタント・分析・出版・イベント事業の 4 区

分に分類される。 

 同社による分析は、ファンダメンタル分析・市場予測・価格やコスト分析等を実

施しており、オンラインのニュースレター・ジャーナル・雑誌等により全世界の顧

客に有料で提供している。 

     銅予測の分析は、5〜6 年の中期的な観点から行われており、以下のような分析方

法がとられている。 

   — 銅鉱山生産の 2005〜2010 年の予測は、各鉱山の公表済み生産量・可能性鉱山開発

案件（可能性の高い鉱山開発待ち）・ポテンシャル鉱山開発案件（開発可能性のあ

る鉱山開発待ち）の積み上げ方式で実施している。2005 年の 15,556 千 tから 2010

年の 18,663 千 t まで増加するが、2004〜2006 年まで年率 7％弱の伸びから鈍化傾

向にあり 2008〜2010 年は年率 1〜2％となる。 

   — 銅地金生産の 2005〜2010 年の予測は、各製錬所の公表済み生産量・可能性とポテ

ンシャル増産計画から積み上げ方式で推定している。2005年の16,998千tから2010

年の 20,140 千 t まで増加することを予想。 

   — 銅地金消費の 2005〜2010 年の予測は、銅需要と工業生産指数が相関関係にあるこ

とを前提として各国の工業生産指数から銅需要を推定し、積み上げ方式により行っ

ている。2005年の 16,941千 tから 2010年の 20,307 千 tまで増加することを予想。

高い伸びが予想される消費国として、中国（年率 8％前後）・旧共産圏（年率 7％前

後）・インド（年率 4％前後）が指摘されている。反対に、伸び率が低い代表的な消

費国として、日本（年率−3.0〜+1.0％）があげられている。 

 

 ③  英国調査機関（B）は 1975 年に英国で設立された民間の調査機関であり、金属鉱業

や市場における戦略分析を得意としている。調査にあたっては、世界の鉱山会社が保

有する鉱山・製錬所・事業本部を訪問し、現地の調査に基づいたデータベースを構築

するとともに、コンサルタント業務も行っている。 

     銅予測の分析は英国調査機関（A）とほぼ同様な手法がとられているが、現地調査

を重要視することと長期的な観点（10〜11 年）から行われている。 

—  銅鉱山生産の 2005〜2010 年の予測は、各鉱山の公表済み生産量・可能性鉱山開発

案件（可能性の高い鉱山開発待ち）・ポテンシャル鉱山開発案件（開発可能性のあ
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る鉱山開発待ち）の積み上げ方式で実施している。公表済み生産量のベースケース

では、2005 年の 15,140 千 t から 2008 年に 17,200 千 t に増加するがその後は減少

傾向となり、2015 年の 13,317 千 t と予測している。減少の理由としては、米国や

チリに起因している。銅地金生産に対する不足分は、可能性鉱山開発案件やポテン

シャル鉱山開発案件により補填されよう。具体的には、休廃止鉱山の再開・稼行鉱

山周辺の探鉱による鉱量確保・生産拡張・新規発見等により充当されるものである。 

— 銅地金生産の 2005〜2015 年の予測は、各製錬所の増産計画に基づく生産能力から稼

働率を勘案して生産量を推定する手法をとっている。2005年の16,930千tから2015

年の 25,791 千 t まで増加すると予想。乾式製錬による地金生産量は、2005〜2015

年の間で、14,197 千 t から 21,787 千 t に、SXEW による地金生産量は 2,732 千 t

から 4,004 千 t に、それぞれ増加している。乾式製錬による生産増加国としては、

中国（2,525 千 t から 3,735 千 t）や日本（1,473 千 t から 1,701 千 t）等がある。

チリでは乾式製錬及び SXEW による生産が 2009 年にピークを迎え、以降は減少傾向

にある。 

— 銅地金消費の 2005〜2010 年の予測は、国ごとの経済成長を推定し、積み上げ方式に

より行っている。2005 年の 17,119 千 t から 2015 年の 25,089 千 t まで増加するこ

とを予想。世界の銅地金消費量は、2000〜2009 年では年率 3.3％の成長、2006〜2015

年では3.7％の伸びを予想している。中国の消費伸び率は2000〜2009年では13.3％、

2006〜2015 年では 9.2％と、依然として高い消費伸び率を想定している。 

 

 英国の調査機関（A、B）による銅地金の需給バランスは、2005/2006 年に供給過剰となり、

2009/2010 年には再び供給不足になると予想している。英国調査機関（B）では、2015 年に

再び供給過剰となると予想している。 

 

 銅鉱山生産の特徴として、銅価格に対する弾性が低いことが指摘された。このことは、

世界経済に伴う需要変化にすばやく供給が対応出来ないことを意味している。英国の調査

機関（B）によると、既存鉱山の公表済み生産こそ減衰傾向にあるが、可能性案件とポテン

シャル案件を加えると銅地金生産や消費量よりも供給量は多い（図６）。従って、供給リス

クがあるものの、少なくとも 2015 年までには銅需要を上回る供給ポテンシャルがあると判

断される。そのため、すべての可能性案件とポテンシャル案件の鉱山開発が実現すれば、

時間差はあるものの需要に応じた供給が続くものと思われる。このような状況にあって、

中国や世界経済の減速や低迷が将来起きれば、供給過剰に陥り、銅価格の低下が再び起こ

りうる。そのため、銅価格の周期的変動も 2015 年までには十分に有り得ることであろう。 
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7. まとめ 

 
 過去 10年間（1995〜2004 年）における銅鉱山生産を分析するとともに、将来における供

給について検討した。その結果、以下のことが明らかとなった。 

① 1995〜2004 年の 10 年間の銅鉱業を概観すると、銅鉱石生産（銅純分）の合計は年率

5％弱で増加している。鉱石生産の内訳としては 2004 年には、硫化鉱（7％）・酸化

鉱（20％）・副産物（9％）となっている。硫化鉱の粗鉱品位は 0.91〜0.97％、銅回

収率は 85.7〜87.3％、精鉱品位は 29.9〜30.8％の狭い範囲で推移している。酸化鉱

（SXEW）の品位は 1995 年の 1.24％から 2004 年には 0.79％と明らかな低下傾向にあ

る。酸化鉱の銅回収率は逆に、1995 年の 58％から 2004 年の 76.1％と上昇傾向にあ

る。 

②  2004 年の生産実績では、Escondida 鉱山のみが 1 百万 t を越えており、世界生産の

25 位以内の鉱山はすべて 150 千 t 以上の銅生産実績がある。銅生産上位 25鉱山に対

する過去 10 年間の銅生産量と銅価格の相関を検討したところ Collahuasi・

Antamina・Batu Hijau・Escondida（SXEW）では生産量と価格に正の相関が認められ、

これら最近生産が開始した鉱山では早く利益を上げて投資金額を回収している可能

性もある。また、2001 年 11 月に銅価格が 14 年ぶりの低価格を記録した際に、非鉄

メジャー4社（Phelps Dodge・BHP Billiton・Antofagasta・CODELCO）は協調減産に

踏み切った。生産量と銅価格が負の相関を示すのは、Rudna（ポーランド）や

Dzhezkazgan（カザフスタン）といった旧共産圏の鉱山の他、Andina・La Candelaria・

Los Bronces といった鉱山が含まれる。また、Chuquicamata・El Teniente・Alumbrera・

Ok Tedi・Highland Valley といった鉱山では、生産量と価格には相関がないことも

判明した。このような結果、全体的に、銅鉱山生産と銅価格の間には相関がなく、

価格弾性値が低いという結論になる。 
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③  2005〜2015 年までの世界銅鉱山開発について、確定案件（既存鉱山による公表され

た生産計画に基づく生産量）・可能性案件（鉱山開発の可能性の高いプロジェクトか

らの生産量）・ポテンシャル案件（価格等によっては開発の可能性のあるプロジェク

トからの生産量）の 3 件に区分され、それぞれの区分に属する主要鉱山を生産規模

の順番に整理した。 

 

④  英国の調査機関（A、B）による銅地金の需給バランスは、2005/2006 年に供給過剰と

なり、2009/2010 年に供給不足となり、2015 年に再び供給過剰と予想している。英

国の調査機関によると、既存鉱山の公表済み生産こそ減衰傾向にあるが、可能性案

件とポテンシャル案件を加えると銅地金生産や消費量よりも供給量は多い。従って、

供給リスクがあるものの、少なくとも 2015 年までには銅需要を上回る供給ポテンシ

ャルがあると判断される。そのため、すべての可能性案件とポテンシャル案件の鉱

山開発が実現すれば、時間差はあるものの需要に応じた供給が続くものと思われる。

このような状況にあって、中国や世界経済の減速や低迷が将来起きれば、供給過剰

に陥り、銅価格の低下が再び起こる可能性がある。そのため、少なくとも 2015 年ま

でには、銅価格の周期的変動も十分に有り得ることであろう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 亜 鉛 
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1. 世界の亜鉛鉱業の推移 
 

 世界の鉱床タイプ別亜鉛鉱床の埋蔵量は、2003 年ベ－スで、砕屑岩類中の層状鉱床

（SEDEX: Sedimentary Exhalation）が 43％、塊状硫化鉱床が 23％、スカルンが 8％等から

構成されている。英国調査機関による世界の亜鉛鉱山生産量と WBMS の亜鉛地金生産量に基

づき、1995～2004 年の 10年間の亜鉛鉱業を概観すると、亜鉛鉱石生産（亜鉛純分）の合計

は 1995 年の 7,209 千 t から 2004 年の 9,145 千 t と年率 2％で増加している。WBMS による

世界亜鉛地金生産は、1995 年の 7,264 千 t から 2004 年の 10,101 千 t と年率 3％で拡大し

ている。硫化鉱の粗鉱品位は 5.2～5.9％、亜鉛回収率は 83.6～85.5％の狭い範囲で推移し

ている。 

 

 一方、1995～2004 年の 10 年間においてコスト削減の成果が認められる。例えば、C1 コ

スト（正味直接キャッシュコスト = Cost to Concentrate＋輸送費＋製錬費－副産物クレ

ジット）では、1997 年の 45.5¢/lb から 2004 年には 30.2¢/lb となった。C1 コスト削減と

しては、採掘コストや選鉱コスト（Cost to Concentrate）の削減が大きく貢献しており、

1997 年の 22.3¢/lb から 2004 年には 16.7¢/lb に削減されている。2004 年現在、露天掘り

亜鉛鉱山は、Red Dog・Century・Rampura－Agucha・Antamina・Zyryanovsk・Skorpion 等の

大規模鉱山に限定されており、銅鉱業に比べて、露天掘り鉱山数は少ない。そのため、銅

鉱業のような大規模採掘による経済効果だけでなく、採掘や選鉱コストの削減は坑内掘り

鉱山にも起因していると思われる。充填採掘（カット・アンド・フィル法）では、分別し

たずりやサンド・スライムを充填材として利用しており、回収率の向上や尾鉱の減量をも

たらしている。さらに、最近では、ペ－スト充填による新たな充填方法が利用されるよう

になった。ジャンボ・ドリル、ロングホ－ル・ドリル、ロックボルト用機器等を駆使した

大量坑内掘りによって、コスト削減は着実に進んでいる。選鉱コストも採掘コストと同様

に、革新的な技術開発こそないが、コスト削減は行われている。従来、細粒の方鉛鉱（PbS）

と閃亜鉛鉱（ZnS）の選別は難題であったが、選鉱機器や摩鉱機器の改善による細粒粉砕化

技術によって分離を向上させた。また、破砕や選鉱を採掘現場の近傍で行うことで輸送費

の削減を可能にし、浮選セルの大型化による電力費の節約によっても選鉱コストの低減化

が進んだ。さらに、製錬費（TC）の低下もコスト削減に影響しており、1997 年の 24.0¢/lb

から 2004 年には 14.2¢/lb となっている。C3 コスト（ト－タルコスト=C1 コスト＋償却＋

間接コスト＋金利）でも、1997 年の 54.2¢/lb から 2004 年には 37.3¢/lb へと低下傾向が認

められるが、C1 コストの削減が大きい。ただ、間接コスト（本社経費等）も 1997 年の 3.2¢/lb

から 2004 年の 1.4¢/lb と多少ではあるが削減されている他、金利も 1997 年の 1.0¢/lb か

ら低下傾向にあり 2004 年には 0.6¢/lb となっている（表 1 ）。 

 

 亜鉛精鉱の加圧方式による湿式製錬は、カナダの Kidd, Trail, Flin Flon 等で行われて

おり、最近、フィンランドの Kokkola では常圧での湿式装置を搭載している。湿式製錬は

鉱山周辺の現地で行うため輸送費の削減が可能である他、高い回収率・安価な処理コスト

等の経済的な利点もあるが、装置費が高いという難点もある。現在、開発計画が予定され

ている Gamsberg（南ア）や Mehdiabad （イラン）において、加圧式の湿式製錬が検討され

ている。これらの鉱山は、Gamsberg で埋蔵量 145 百万 t（亜鉛品位 6.0％）、Mehdiabad で

埋蔵量 162 百万 t（亜鉛品位 7.3％）と大規模であり、既存の乾式製錬の製錬能力を拡大す

るよりも新たな湿式製錬の方が経済的であると判断したためであろう。 
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2. 世界の主要亜鉛鉱山の生産実績 
 

 2004 年における亜鉛生産上位 25 鉱山は、世界亜鉛鉱山生産の 46％を占めている。これ

らの鉱山のなかには、Skorpion（2003 年生産開始）・Antamina（2001 年）・Century（2000

年）・Lisheen（1999 年）のように最近になって生産が開始された鉱山もあるため、1995～

2001年の25鉱山の生産こそ世界の25～39％程度であるが、2002年以降は世界生産量の40％

以上を占めている。世界上位 25 鉱山中、豪州が 6鉱山を占めており、カナダ（5鉱山）・ペ

ル－（4鉱山）・カザフスタン（2 鉱山）等が続いている。2004 年の亜鉛生産実績では、Red 

Dog と Century の 2 鉱山のみが 500 千 t を越えており、世界生産の 25 位以内の鉱山はすべ

て 70千 t以上の亜鉛生産実績がある（表 2）。 

 

 世界の主要亜鉛鉱山において、過去、1996～2004 年の採掘作業に伴う給鉱品位（Head 

Grade）が低下している例として、Brunswick（8.8％から 8.4％）等もあるが、高品位の新

規亜鉛鉱山の開発によって全体としての低下傾向はない。英国調査機関によると、2004～

2012 年までは品位が幾分上昇するとの見通しもある。また、露天掘り銅鉱山では銅品位は

低いが、亜鉛鉱山の場合は露天掘りであっても亜鉛品位は高いのが普通である。例えば、

最近開発された大規模露天掘り亜鉛鉱山のなかでは、Red Dog（亜鉛品位 21.7％）・Rampura

－Agucha（12.6％）・Century（12.6％）・Vazante（13.6％）と亜鉛品位が高い。 
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3. 生産量と亜鉛価格の相関関係 

 
 亜鉛生産上位 25鉱山に対して、過去 10 年間の亜鉛生産量と亜鉛価格の相関を検討した。

10 年内に生産が開始された鉱山については、本格的操業後の相関を求めた。生産上位 10鉱

山の大半は亜鉛価格との相関が見られず、むしろ逆相関を示す鉱山が多い（図 1 ）。 

 

 亜鉛価格と生産量に関する具体的動きとして、中国の 1998 年における供給過剰と輸出不

振の中で行われた生産調整がある。1997 年のアジア通貨危機に端を発したアジア地域の経

済危機に伴う亜鉛需要の低下により、中国からのアジア向け亜鉛輸出が大幅に減少した。

1998 年、中国の亜鉛地金生産は 1,486 千 t と前年比 2％増であったが、中国の亜鉛輸出先

の大部分がアジア向け（全体の約 80％）であるため、輸出量は前年比 36％減と大幅に落ち

込み、国内在庫が膨れ上がった。過剰在庫とともに、価格も輸出採算価格（1,000$/t）近

くまで下がったため、多くの企業は生産調整や削減を行ったことがある。 
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 各鉱山において、亜鉛価格 vs 亜鉛生産量について相関係数を算出した。その結果、①正

の相関を示す場合、②負の相関が認められる場合、③全く相関がない鉱山と 3 つに大別で

きることが明らかとなった（図 2）。 

 

 

 
 

図２ 亜鉛生産上位 25 鉱山における生産量と価格の相関係数（2004～1995 年） 
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① 正の相関が認められる鉱山：Laronde Gold（カナダ）・Zyryanovsk（カザフスタン）・

Cerro de Pasco（ペル－）等。これらの鉱山に共通することは 1990 年代後半に本格生

産が開始されていることである。ただし、1990 年代後半から本格操業の始まった

Century（豪州）・Antamina（ペル－）・Lisheen（アイルランド）・Bell Allard 等（カ

ナダ）では正の相関は認められない。 

② 負の相関が認められる鉱山：Endeavour（豪州）・Fankou（中国）・Brunswick（カナダ）・

Red Dog（米国）等。 

③ 全く相関がない鉱山：Kidd Creek（カナダ）・Lisheen（アイルランド）・Tara（アイ

ルランド）が含まれる。 

 

 1995～2004 年の世界亜鉛鉱山生産と亜鉛価格の相関係数は－0.5966 であり、鉱山生産は

価格に対して弾性値が低いことを物語っている。 

 

 亜鉛価格に対して、鉱山生産が迅速に対応出来ないため、世界経済の低迷や回復に伴う

需要の変化に対応の遅れが生じ、この結果、供給過剰や供給不足の状態になり亜鉛価格も

周期性をもって変化することが予想される。 

 

 

4. 生産量と生産コストの関係 
 

 生産コストは、キャッシュコスト（C1 コスト）とト－タルコストに大別され、以下の要

素から構成される。 

C1 コスト=採掘・選鉱コスト＋輸送費＋製錬費－副産物クレジット 

ト－タルコスト＝C1 コスト＋償却費＋間接コスト＋金利 

 生産コストの算出は難しいことであるが、既存文献から推定すると、2004 年において、

C1 コストが安い大規模鉱山として、Zyryanovsk・Century・Iscaycruz・Rampura－Agucha・

Red Dog が挙げられる。C1 コストが安い鉱山の中で、Zyryanovsk と Red Dog を除いた 3 鉱

山においては、亜鉛生産量と亜鉛価格の相関関係が低いことが特徴である。このことは、

生産コストが安い鉱山は、亜鉛価格に敏感に対応した生産体制を行っておらず、目先の亜

鉛価格の変化よりもマインライフの維持等中長期的な判断に基づく可能性も予想される。 

 

  2004 年における亜鉛価格とト－タルコスト（C1コスト＋償却費＋間接コスト＋金利）を

比較すると、大半の大規模亜鉛鉱山では価格以下の生産コストであるが、Skorpion（南ア）

だけはト－タルコストが高く、2004 年の亜鉛価格（47.5¢/lb）を超えていると思われる。 

 

 

5. 世界の主要亜鉛鉱山の生産ポテンシャル 

 
 現在、世界の亜鉛鉱山における亜鉛埋蔵量は 230 百万 t と推定されており、2004 年の生

産水準（9,145 千 t）で約 25 年のマインライフがある。世界の主要亜鉛鉱山による 2005～

2015 年までの亜鉛生産計画について、英国の調査機関等の文献調査により検討した。将来

の亜鉛供給のソ－スとして以下の 3ケ－スが想定されている。 

① 確定案件：既存鉱山による公表された生産計画に基づくベ－スケ－ス。 

② 可能性案件：鉱山開発の可能性の高いプロジェクトからの生産量。 

③ ポテンシャル案件：価格等の条件によっては開発の可能性のあるプロジェクトからの

生産量。銅の場合と異なり、亜鉛の場合は具体的な生産計画がないため、供給予測に

計上していない。拡張も含めたポテンシャル案件は 200 以上もあるが、鉱床の規模と
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して大きなプロジェクトとしては、Mt. Isa Super－Pit（埋蔵量 234 百万 t、Zn 3.9％）・

Howards Pass（115 百万 t、Zn 5.4％）・Kholodnenskoe（334 百万 t、Zn 4.3％）・Gamsberg

（145 百万 t、Zn 6.1％）・Red Dog－Aqqaluk（96 百万 t、Zn 15％）等がある。 

 

 確定案件の場合、2005 年の 10,039 千 t から 2008 年の 11,116 千 t と増加傾向にあるが、

2009 年以降減少に転じて、2015 年には 7,963 千 tと予想される（図 3）。可能性案件の場合、

2006 年の 155 千 tから増加し、2015 年には 1,933 千 t に達することが予想される。2005～

2015 年における生産規模 50 千 t/年以上の主要亜鉛鉱山の生産見通しについて、確定案件

からと可能性案件からの亜鉛生産の 2 区分に分けてリストアップした（表 3）。確定案件か

らの亜鉛生産のうち亜鉛精鉱生産は、現在の大規模鉱山からの継続的生産が期待される一

方、Brunswick は 2010 年に、Iscaycruz は 2012 年に、Broken Hill は 2011 年に、Endeavour

と Hajar は 2012 年にそれぞれ枯渇すると想定している。また、Antamina の既存採掘部分も

2013 年以降減産傾向にあると予測している。 

 

 可能性案件からの亜鉛生産のうち、生産規模が100千t/年を超える新規及び拡張鉱山は、

Dairi・Lanping Phase2（2007 年生産開始）、Mehdiabad・Cerro Lindo・Lady Loretta（2008

年）、Ozernoe（2009 年）、McArthur River 拡張（2010 年）がある。生産規模が 100 千 t/年

を超える案件は 8件あり、豪州（3件）に集中している。 
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6. 将来の亜鉛供給予測 
 

 亜鉛に関して、鉱山生産・地金生産・地金消費に関する予測を行っている国際的な主要

調査機関として以下のところがあり、それぞれ特徴のある需給予測を行っている（表 4、図

4）。 
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図４ 世界の主要調査機関による亜鉛需給予測 

 

 

① 国際鉛・亜鉛研究会（数年先の需給予測） 

② 英国調査機関（A）（5～6年先） 

③ 英国調査機関（B）（11～12 年先） 

 

① 国際鉛・亜鉛研究会は、1960 年、UNCTAD（国連貿易開発会議）の下で、鉛・亜鉛情勢

のレビュ－等の会議の開催、統計情報の収集、分析及び配布等のための政府間協議の

枠組みの中で設置された。国際鉛・亜鉛研究会の統計委員会では、各国から提出され

るデ－タをベ－スに、亜鉛鉱山生産予測・亜鉛地金生産予測・亜鉛地金消費予測・亜

鉛地金需給バランス予測について 2 年先まで行われている。2005 年 11 月に開催され

た国際非鉄金属 3研究会（銅、鉛亜鉛、ニッケル）の特別会合において、2006 年 1月

1 日に 3 研究会の統合が決定された。 

 

   2005 年 11 月の統計委員会での結論は以下のとおり。 

－ 亜鉛鉱山生産量は、2005 年に前年比 4.0％、2006 年に前年比 4.2％増加。 

－ 亜鉛地金生産量は、2005 年に前年比 2.3％、2006 年に前年比 3.9％増加。 

－ 亜鉛地金消費量は、2005 年に前年比 0.2％、2006 年に前年比 5.7％増加。 

－ 需給バランスは、2005 年で－189 千 t、2006 年に－387 千 t と予想。 

 

② 英国調査機関（A）は 1960 年代後半に設立され、鉱業・金属・電力・ケ－ブル・肥料・

化学薬品に関するビジネスの分析やコンサルタント業務を実施している。本調査機関

による分析は、ファンダメンタル分析・市場予測・価格やコスト分析等を実施してお

り、オンラインのニュ－スレタ－・ジャ－ナル・雑誌等により全世界の顧客に提供し

ている。 

亜鉛予測の分析は、5～6年の中期的な観点から行われており、以下のような分析方

法がとられている。 

－ 亜鉛鉱山生産の 2005～2010 年の予測は、各鉱山の公表済み生産量（ベ－スケ－ス）・
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可能性鉱山開発案件（可能性の高い鉱山開発待ち）の積み上げ方式で実施している。

2005 年の 9,635 千 t から 2010 年の 12,298 千 t まで増加するが、2005～2008 年まで

年率 5％程度の伸びが予想されるが、2008～2010 年は年率 2.1～2.8％と鈍化傾向と

なる。 

－ 亜鉛地金生産の 2005～2010 年の予測は、各製錬所の増産計画から積み上げ方式で生

産能力を求め、製錬所の稼働率を勘案して推定している。稼働率は旧共産圏を除く

と、91～93％と推定している。2005 年の 10,215 千 t から 2010 年の 12,595 千 tまで

増加することを予想。 

－ 亜鉛地金消費の 2005～2010 年の予測は、亜鉛需要と工業生産指数が相関関係にある

ことを前提として各国の工業生産指数から亜鉛需要を推定し、積み上げ方式により

行っている。2005 年の 10,550 千 tから 2010 年の 12,600 千 tまで年率 3.5％で増加

することを予想。高い伸びが予想される消費国として、中国（年率 7.6％）・旧共産

圏（年率 6.9％）が指摘される。反対に、伸び率が低い代表的な消費国として、日本

（年率－1％）が拳げられている。英国やドイツの亜鉛消費量も 2005～2010 年にお

いて伸び率はほとんどない。 

 

③ 英国調査機関（B）は、1975 年に設立された民間の調査機関であり、金属鉱業や市場

における戦略分析を得意としている。調査にあたっては、世界の鉱山会社が保有する

鉱山・製錬所・事業本部を訪問し、現地の調査に基づいたデ－タベ－スを構築すると

ともに、コンサルタント業務も行っている。亜鉛予測の分析は上記の調査機関とほぼ

同様な手法がとられているが、現地調査を重要視することと長期的な観点（10～11 年）

から行われている。 

－ 亜鉛鉱山生産の 2005～2015 年の予測は、各鉱山の公表済み生産量（ベ－スケ－ス）

と可能性鉱山開発案件（可能性の高い鉱山開発待ち）の積み上げ方式で実施してい

る。可能性鉱山開発案件は、可能性 A（ほぼ確実に鉱山開発が行われる）と可能性 B

（ポテンシャル案件よりも鉱山開発に向けた可能性が高い）に2区分されているが、

本レポ－トでは同一グル－プとして扱う。公表済み生産量のベ－スケ－ス及び可能

性案件による亜鉛鉱山生産は、2005 年の 10,039 千 t から 2008 年に 12,596 千 t と年

率 5.8％で増加するがその後は減少傾向となり、2015 年の 9,896 千 t にまで落ち込

むと予測している。減少の理由としては、ベ－スケ－スの既存鉱山が2008年の11,116

千 t をピ－クに、その後は鉱量の枯渇による閉山のため減少に転じて、2015 年には

7,963 千 t にまで落ち込むためである。可能性案件からの新規鉱山生産は 2015 年ま

でに 1,933 千 t程度であり、2015 年における亜鉛地金生産に対する不足分は、3,889

千 t に達する。不足分は、休廃止鉱山の再開・稼行鉱山周辺の探鉱による鉱量確保・

ポテンシャル案件を含む新規発見等により充当されるものである。 

－ 亜鉛地金生産の 2005～2015 年の予測は、各製錬所の増産計画に基づく生産能力から

稼働率を勘案して生産量を推定する手法をとっている。2005 年の 10,225 千 t から

2015 年の 13,785 千 t まで増加すると予想。2008 年までに 12 の新規製錬所が生産を

開始するが、そのうち中国で 11 製錬所が、インドで 1製錬所が新規稼動すると予想

されている。従って、2005～2008 年における中国の亜鉛地金生産量は年率 10％で増

加することが予想される。 

－ 亜鉛地金消費の 2005～2010 年の予測は、国ごとの経済成長を推定し、積み上げ方式

により行っている。2005 年の 10,757 千 t から 2015 年の 13,967 千 tまで年率 2.4％

で増加することを予想。2005～2015 年における亜鉛地金消費の伸び率は、中国で

4.1％、旧共産圏で 3.8％と高い数字を示しているが、日本や欧州では 1％以下とな

っている。 

－ 亜鉛地金需給バランスは、2005～2006 年の亜鉛地金の需給は 532～382 千 t の供給不

足、2008～2012 年には 200 千 t 前後の供給過剰と予測している。そのため、亜鉛価

格は 2007 年にピ－クに達し、2012 年に最安値になると考えている。 

 

 英国の調査機関（A 及び B）による亜鉛地金の需給バランスは、2005 年以降供給不足の
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状態が続くが 2007/2008 年に供給過剰となると予想している。さらに、2013 年に再び供給

不足になると予測している。 

 

 銅鉱山生産と同様に、亜鉛鉱山生産も亜鉛価格に対する弾性が低いことが指摘された。

このことは、世界経済に伴う需要変化にすばやく供給が対応出来ないことを意味している。

英国の調査機関（B）によると、2010 年以降、既存鉱山の公表済み生産と可能性案件を加え

た亜鉛鉱山生産は亜鉛地金生産や消費量よりも急激に不足している（図 5）。亜鉛の場合は

ポテンシャル案件（価格等の条件によっては開発の可能性があるプロジェクト）がリスト

アップされていないが、この不足分はポテンシャル案件の他、既存鉱山周辺探鉱やグラス

ル－ツ探鉱による新規鉱床発見に依存している。 

 

 

 
 

 

 

7. 亜鉛鉱業の課題 
 

  亜鉛鉱業の将来に対する不安要因として、探鉱投資による鉱石確保と亜鉛製錬問題が指

摘されよう。 

 

 亜鉛鉱石生産・LME 在庫・亜鉛探鉱費について 1996～2004 年の推移を検討したところ、

世界の亜鉛探鉱費と LME 在庫にはマイナスの相関関係が認められ、LME 在庫が増加した 2000

～2003 年にかけて、亜鉛探鉱費は 243 百万＄から 75 百万＄に減少した（図 6）。亜鉛探鉱

費は、LME 在庫の変化（亜鉛価格）と関連しているが、亜鉛価格は長らく低迷していた。金・

銅・ニッケルが 2002 年から価格上昇に転じても、亜鉛価格だけは取り残され、2005 年 10

月以降に価格高騰が始まった。そのため、1996～2004 年の亜鉛探鉱費は、ベ－スメタル（銅・

亜鉛・ニッケル）探鉱費の 11～27％で推移していた。特に、2001 年以降はニッケルの探鉱
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費よりも低く、銅探鉱費の 1/4～1/6 程度であった。現在、将来の開発プロジェクトとして

ポテンシャル案件も 200 以上あるとは言え、有望な亜鉛鉱床の発見が必要である。今後、

有望な新規亜鉛鉱床の発見は、亜鉛探鉱費の増加や亜鉛価格の動向に影響されるであろう。 

 

 将来的に大型の新規鉱山開発プロジェクトがない一方、中国での地金需要は 1995 年以降

年率 10％で伸びている。そのため、亜鉛精鉱需給の逼迫感が続いており、亜鉛買鉱条件に

おいても製錬側の取り分となる TC（溶錬費）も 2000 年の 189$/t から 2005 年には 126$/t

と減少傾向にある。亜鉛製錬大手と海外山元との間で行われている 2006 年積み亜鉛買鉱条

件は、史上最悪だった 2005 年の 126$/t より 2～3$/t アップと微増したものの、コ－クス

価格の高騰など製錬コスト上昇を考えると実質的に 5年連続での条件改悪となり、LME 亜鉛

価格の上昇による利益も山元側に流れる状態となっている。製錬所取り分は、以下の式に

より計算される。 

製錬所取り分=TC（$/t）/亜鉛精鉱価格  

       =TC（$/t）/（Zn 価格×精鉱品位 53.5％×契約実収率 85％） 

 

 

 
 

 

製錬所取り分は、2001～2002 年には 47％もあったが、2003 年以降、下落傾向にあり、2005

年には 20％となった。亜鉛価格のうち、製錬所の取り分が 20％であり、残り 80％が山元の

取り分となっている。そのため、亜鉛価格の高騰は製錬所よりも山元側に利益をもたらす

結果となっている（図 7）。2008 年までの新規亜鉛製錬所の建設も中国とインドだけであり、

増値税や関税の保護されている国に限定されている状況にある。 
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図７ 亜鉛製錬コスト (TC) と亜鉛価格 (2000～2005 年) 

 

 

8. まとめ 
 

 過去 10年間（1995～2004 年）における亜鉛鉱山生産を分析するとともに、将来における

供給について検討した。その結果、以下のことが明らかとなった。 

① 1995～2004 年の 10年間において、亜鉛鉱石生産（亜鉛純分）の合計は 1995 年の 7,209

千 t から 2004 年の 9,145 千 t と年率 2％で増加している。硫化鉱の粗鉱品位は 5.2～

5.9％、亜鉛回収率は 83.6～85.5％の狭い範囲で推移している。 

② 2004 年亜鉛生産上位 25 鉱山において、当年亜鉛価格と亜鉛生産量について相関係数

を算出した。その結果、亜鉛価格 vs 生産量に正の相関が認められる鉱山：Laronde 

Gold（カナダ）・Zyryanovsk（カザフスタン）・Cerro de Pasco（ペル－）等、亜鉛価

格 vs 生産量に負の相関が認められる鉱山：Endeavour（豪州）・Fankou（中国）・

Brunswick（カナダ）・Red Dog（米国）等、  亜鉛価格 vs 生産量に全く相関がない鉱

山：Kidd Creek（カナダ）・Lisheen（アイルランド）・Tara（アイルランド）が認めら

れた。1995～2004 年の世界亜鉛鉱山生産と亜鉛価格の相関係数は－0.5966 であり、鉱

山生産は価格に対して弾性値が低いことを証明するものである。 

③ 2004 年において、亜鉛生産コスト（C1 コスト）が安い大規模鉱山として、Zyryanovsk・

Century・Iscaycruz・Rampura－Agucha・Red Dog が挙げられる。これらの鉱山の中で、

Zyryanovsk と Red Dog を除いた 3鉱山においては、亜鉛生産量と亜鉛価格の相関関係

が低いことが特徴である。 

④ 英国の調査機関による亜鉛地金の需給バランスは、2005 年以降供給不足の状態が続く

が 2007/2008 年に供給過剰となると予想している。また、2013 年に再び供給不足にな
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ると予測している。英国の調査機関によると、亜鉛の場合は既存鉱山の公表済み生産

と可能性案件を加えても亜鉛鉱山生産は亜鉛地金生産や消費量よりも明らかに不足し

ている。ただ、ポテンシャル案件にある亜鉛プロジェクトも数多くあり、亜鉛価格の

高騰前に鉱山開発が必要と思われる。 

⑤ 亜鉛鉱業におけるボトルネックとして、新規亜鉛鉱床の発見のための探鉱費の低迷と

ともに、亜鉛製錬コストの上昇に見合う買鉱条件（TC）の改善が指摘される。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 鉛 
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1. 世界の鉛鉱業の推移 
 

 最近の LME 鉛価格は、2003 年の 516$/t から 2004 年に 888$/t、2005 年に 976$/t と上昇

し、2006 年に入ると 1,200$/t 前後で推移している。LME 在庫も 100 千 t と低い水準にある。

価格高騰の要因として、①環境規制の結果、技術的にも政策的側面からも処理が複雑化し、

鉛の生産が困難、②中国国内の需要の増加により、輸出量が減少し、世界の供給が逼迫、

の 2点が指摘される。 

 

 一方、鉛の供給サイドは他のベ－スメタルに比較して以下の特徴がある。 

① 自動車のバッテリ－からのリサイクル比率が高く、2005 年で二次鉛地金の世界生産量

は 3,700 千 t にも達し、地金生産量合計の 50％に達する。 

② 鉛は単独で生産されることは少なく、多くの場合は亜鉛の副産物として生産され、亜

鉛の需給の影響を受けやすい。 

 環境規制が強化される中、リサイクルによって生産される鉛の量は今後益々重要になる

と考えられるが、本レポ－トでは鉱山からの鉛生産に着目したい。 

 

 鉛は、通常、亜鉛と共存しており、鉱床タイプ別埋蔵量も亜鉛とともに、砕屑岩類中の

層状鉱床（SEDEX：Sedimentary Exhalation）、塊状硫化鉱床、スカルン等から構成されて

いる。2004 年における稼行鉱山の埋蔵量中の平均的な金属品位として、亜鉛（5.4％）・鉛

（1.8％）・銅（0.4％）・金（0.1g/t）・銀（51.5g/t）が推定されている。1995～2004 年の

10 年間の鉛鉱業を概観すると、鉛鉱石生産（鉛純分）の合計は 1995 年の 2,753 千 t から

2004 年の 3,191 千 t と年率 2％程度で増加している。硫化鉱の粗鉱品位は 2.0～2.7％、鉛

回収率は 77.0～79.6％の狭い範囲で推移している。 

 

 一方、1995～2004 年の 10 年間においてコスト削減の成果が認められる。例えば、C1 コ

スト（正味直接キャッシュコスト = Cost to Concentrate＋輸送費＋製錬費－副産物クレ

ジット）では、1996 年の 26.4¢/lb から 2002 年には 17.5¢/lb となった。C1 コスト削減と

しては、採掘コストや選鉱コスト（Cost to Concentrate）の削減が大きく貢献しており、

1996 年の 15.0¢/lb から 2002 年には 8.4¢/lb に削減されている。2004 年現在、露天掘り鉛

鉱山は、Red Dog・Century・Rampura－Agucha・Antamina 等の大規模鉱山に限定されており、

銅鉱業に比べて、露天掘り鉱山数は少ない。そのため、銅鉱業のような大規模採掘による

経済効果ではなく、採掘や選鉱コストの削減は主に坑内掘り鉱山に起因していると思われ

る。充填採掘（カット・アンド・フィル法）では、分別したずりやサンド・スライムを充

填材として利用しており、回収率の向上や尾鉱の減量をもたらしている。さらに、最近で

は、ペ－スト充填が新たな充填材として利用されるようになった。ジャンボ・ドリル、ロ

ングホ－ル・ドリル、ロックボルト用機器等の機械を駆使した大量坑内掘り処理によって、

コスト削減は着実に進んでいる。選鉱コストも採掘コストと同様に、新たな技術開発によ

る急激でこそないが、コスト削減は着実に行われている。従来、細粒の方鉛鉱（PbS）と閃

亜鉛鉱（ZnS）の選別は難しいことであったが、選鉱機器や摩鉱機器の改善による細粒粉砕

化技術によって回収率を向上させた。また、破砕や選鉱を採掘現場で行うことで輸送費を

削減したり、浮選セルの大型化による電力費の節約によっても採掘・選鉱コストの削減を

可能にしている。さらに、製錬コスト（TC/RC）の低下もコスト削減に影響しており、1996

年の 12.1¢/lb から 2003 年には 8.0¢/lb となっている。C3コスト（ト－タルコスト＝C1コ

スト＋償却＋間接コスト＋金利）でも、1996 年の 34.3¢/lb から 2002 年には 21.1¢/lb へと

低下傾向が認められるが、2003 年以降再び上昇し、2004 年には 31.6¢/lb となっている。

ただ、間接コスト（本社経費等）も 1996 年の 1.7¢/lb から 2002 年の 0.8¢/lb と多少では

あるが削減されているが 2004 年には 2.4¢/lb まで上昇している。金利は 0.4～0.8¢/lb の

幅があり、明らかな低下傾向は認められない（表 1 ）。 
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 - 31 - 

2. 世界の主要鉛鉱山の生産実績 
 

 2004 年における鉛生産上位 25 鉱山は、世界鉛鉱山生産の 49％を占めている。これらの

鉱山のなかには、Century（2000 年）・Cannington 及び Cerro de Pasco（1997 年）のよう

に最近になって生産が開始された鉱山もあるため、1995～1998 年の 25鉱山の生産こそ世界

の 36～42％程度であるが、1999 年以降は世界生産量の 50％前後を占めている。世界上位

25 鉱山中、豪州（7 鉱山）・ペル－（5鉱山）・米国（3鉱山）・中国（2鉱山）が続いている。

2004 年の生産実績では、Cannington（豪州）・Viburnum（米国）・Mount Isa（豪州）・Red Dog

（米国）の 4 鉱山のみが 100 千 t を超えており、世界生産の 25 位以内の鉱山はすべて 15

千 t 以上の鉛生産実績がある（表 2）。 

 

 

 
 

 

 2005 年の鉱山別鉛生産も上位より、Cannington（303 千 t）・Viburnum（266 千 t）・Mount 

Isa（155 千 t）・Red Dog（102 千 t）があげられ、4 鉱山とも 100 千 t 以上の生産実績があ

る。2005 年の企業別鉛生産実績の上位は、BHP Billiton（303 千 t）・Viburnum（266 千 t）・

Xstrata（183 千 t）・Teck Cominco（110 千 t）となっている。2005 年、BHP Billiton は Doe 

Run Company から Cannington 鉱山の権益 100％を取得し、世界第 1位の生産企業となった。 
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3. 生産量と鉛価格の相関関係 

 
 鉛生産上位 25 鉱山に対して、過去 10 年間の鉛生産量と鉛価格の相関を検討した。10 年

内に生産が開始された鉱山については、本格的操業後の相関を求めた。生産上位 10鉱山の

うち、鉛価格と生産量との相関が認められるのは最大の生産を誇る Cannington のみである

（図 1）。 

 

 

 
 

 

 各鉱山において、当年鉛価格 vs 鉛生産量について相関係数を算出した。その結果、①正

の相関を示す場合、②負の相関が認められる場合、③全く相関がない鉱山と 3 つに大別で

きることが明らかとなった（図 2）。 
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① 鉛価格 vs 生産量に正の相関が認められる鉱山：Cannington（豪州）と Chungar（ペ

ル－）。この 2鉱山に共通することは 1990 年代後半に本格生産が開始されていること

である。ただし、1990年代後半から本格操業の始まったCentury（豪州）・Cerro de Pasco

（ペル－）・Rampura－Agucha（インド）では正の相関は認められない。 

 

② 鉛価格 vs 生産量に負の相関が認められる鉱山：Naica（メキシコ）と McArthur River

（豪州）。 

 

③ 鉛価格 vs 生産量に全く相関がない鉱山：Century（豪州）・Brunswick（カナダ）・

Endeavour（豪州）・Aggeneys（南ア）・Zinkgruvan（スウェ－デン）・Rosebery（豪州）

が含まれる。 

 1995～2004 年の間における世界鉛鉱山生産と鉛価格の相関係数は 0.2800 であり、鉱山生

産は価格に対して弾性値が低いことを証明するものである。鉛価格に対して、鉱山生産が

迅速に対応出来ないため、世界経済の低迷や回復に伴う需要の変化に遅れが生じ、この結

果、供給過剰や供給不足の状態になり鉛価格も周期性をもって変化することが予想される。 
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4. 生産量と生産コストの関係 
 

 生産コストは、以下のようにキャッシュコスト（C1コスト）とト－タルコスト（C3 コス

ト）に大別される。 

 C1 コスト= 採掘・選鉱コスト＋輸送費＋精錬費－副産物クレジット 

 C3 コスト= C1 コスト＋償却費＋間接コスト＋金利 

 生産コストの算出は難しいことであるが、既存文献によると、2004 年において、生産コ

スト（C1）が安い大規模鉱山として、Cannington・Century・Red Dog・Brunswick・Mount Isa

が挙げられる。C1 生産コストが安い鉱山の中で、Cannington を除いた 4 鉱山においては、

鉛生産量と鉛価格の相関関係が低いことが特徴である。このことは、生産コストが安い鉱

山は、鉛価格に敏感に対応した生産体制を行っておらず、目先の鉛価格の変化よりもマイ

ンライフの維持等中長期的な判断に基づく可能性も予想される。 

 

 鉛精鉱の生産量は、随伴鉱物や共生鉱物に大きく左右される（図 3）。収益の 65％以上を

鉛に依存する鉱山は、最近の鉛価格低迷時代に閉山された。その閉山した例として、スウ

ェ－デンの Laisvall（2001 年閉山）やモロッコの Touissit（2002 年閉山）が挙げられる。

米国の Doe Run グル－プの鉛鉱山のみが 2003・2004 年にも生産を続けたが、その代表的鉱

山が世界最大の Cannington であり、鉱山の収益の約 40％が鉛に起因した。 
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5. 世界の主要鉛鉱山の生産ポテンシャル 
 

 現在、世界の鉛鉱山における鉛埋蔵量は 67 百万 tと推定されており、2004 年の生産水準

（3,191 千 t）で約 21年のマインライフがある。世界の主要鉛鉱山による 2005～2015 年ま

での鉛生産計画について、英国の調査機関等の文献調査により検討した。将来の鉛供給の

ソ－スとして、確定案件と可能性案件の 2 ケ－スのみが想定されている。他の銅供給のソ

－スとして、ポテンシャル案件（価格等によっては開発の可能性のあるプロジェクトから

の生産量）もあり、大規模鉱山開発案件としてカナダの Howards Pass・メキシコの Real de 

Angeles・ロシアの Kholodnenskoe が指摘されている。しかしながら、生産計画や生産規模

については明示していないため、省略した。 

 ① 確定案件：既存鉱山による公表された生産計画に基づくベ－スケ－ス。 

② 可能性案件：鉱山開発の可能性の高いプロジェクトからの生産量。 

 

 確定案件の場合、2005年の 2,990 千 tから 2008年の 3,291 千 tと増加傾向にあるが、2008

年以降減少に転じて、2015 年には 2,086 千 tと予想される（図 4）。可能性案件の場合、2006

年の 25 千 t から増加し、2015 年には 377 千 t に達することが予想される。 

 

 2005～2015 年における生産規模 10 千 t/年以上の主要鉛鉱山の生産見通しについて、確

定案件からと可能性案件からの鉛生産の 2 区分にわけてリストアップした（表 3）。確定案

件からの鉛生産のうち鉛精鉱生産は、現在の大規模鉱山からの継続的生産が期待される一

方、Brunswick・Naica・Colquijirca は 2010 年に、Broken Hill は 2011 年に、Endeavor と

Hajar は 2012 年にそれぞれ枯渇すると想定している。 

 

 可能性案件からの鉛生産のうち、生産規模が 10 千 t/年を超える新規及び拡張鉱山は、

Caribou（2006 年生産開始）、Dairi・Pillara・Khandiza・Aijustrel・Aguas Tenidas（2007

年）、Lady Loretta・Hellyer Tailings（2008 年）・Ozernoe（2009 年）がある。生産規模

が 10千 t/年を超える案件は 9件あり、豪州（3件）に集中している。 
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6. 将来の鉛供給予測 
 

 鉛に関して、鉱山生産・地金生産・地金消費に関する予測を行っている国際的な主要調

査機関として以下のところがあり、それぞれ特徴のある需給予測を行っている（表 4、図 5）。 

① 国際鉛・亜鉛研究会（数年先の需給予測） 

② 英国調査機関（A）（5～6年先） 

③ 英国調査機関（B）（11～12 年先） 
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①  国際鉛・亜鉛研究会は、1960 年、UNCTAD（国連貿易開発会議）の下で、鉛・亜鉛情

勢のレビュ－等の会議の開催、統計情報の収集、分析及び配布等のための政府間協

議の枠組みの中で設置された。国際鉛・亜鉛研究会では、統計予測委員会・環境経

済委員会・常任委員会がある。統計委員会では、各国から提出されるデ－タをベ－

スに、亜鉛鉱山生産予測・亜鉛地金生産予測・亜鉛地金消費予測・亜鉛地金需給バ

ランス予測について 2年先まで行われている。2005 年 11 月に開催された国際非鉄金

属 3 研究会（銅、鉛亜鉛、ニッケル）の特別会合において、2006 年 1 月 1 日に 3 研

究会の統合が決定されたが、今後とも予測は行われるものと思われる。 

    2006 年 4 月の統計委員会での結論は以下のとおり。 

－  鉛鉱山生産量は、2005 年に前年比 3.7％、2006 年に前年比 6.1％増加。 

－  鉛地金生産量は、2005 年に前年比 9.9％、2006 年に前年比 3.8％増加。 

－  鉛地金消費量は、2005 年に前年比 7.9％、2006 年に前年比 2.4％増加。 

－  需給バランスは、2005 年で－64千 t、2006 年に 37千 tと予想。 

 

②  英国調査機関（A）は、鉛予測の分析を、5～6 年の中期的な観点から実施しており、

以下のような分析方法がとられている。 

－  鉛鉱山生産の 2005～2010 年の予測は、各鉱山の公表済み生産量（ベ－スケ－ス）と

可能性鉱山開発案件（可能性の高い鉱山開発待ち）の積み上げ方式で実施している。

2005 年の 3,345 千 t から 2010 年の 4,069 千 t に増加するが、2005～2006 年まで年率

9％程度の伸びから鈍化傾向にあり、2007～2008 年は年率 5％前後、2009～2010 年は

1％程度となる。 

－  鉛地金生産の 2005～2010 年の予測は、各製錬所における一次製錬からのものと再生

鉛の積み上げ方式の生産で推定している。2005 年の 7,296 千 t から 2010 年の 8,369

千tまで年率3.0％程度で増加することを予想。鉱山生産の傾向と同様に、2005～2006

年は年率 5～6％の伸びから 2007～2010 年は 1～3％の鈍化傾向となる。増加率の高い

国としては、豪州（年率 8.9％）・旧共産圏（6.4％）・中国（4.6％）を挙げている。 

－  鉛地金消費の 2005～2010 年の予測は、鉛需要と工業生産指数が相関関係にあること

を前提として各国の工業生産指数から銅需要を推定し、積み上げ方式により行ってい

る。2005 年の 7,381 千 tから 2010 年の 8,558 千 tまで年率 3.0％で増加することを

予想。高い伸びが予想される消費国として、中国（年率 8.8％）が指摘されている。

反対に、鉛消費量がほとんどない消費国として、英国・日本・フランスが挙げられて

いる。 

 

③  英国調査機関（B）による鉛予測の分析は英国調査機関（A）とほぼ同様な手法がと

られているが、現地調査を重要視することと CRU に比較すると長期的な観点（10～

11 年）から行われている。 

－  鉛鉱山生産の 2005～2015 年の予測は、各鉱山の公表済み生産量（ベ－スケ－ス）と

可能性鉱山開発案件（可能性の高い鉱山開発待ち）の積み上げ方式で実施している。

ポテンシャル案件（価格等の条件によっては開発の可能性がある）のリストもあるが、

生産計画が明示されていないため省略している。可能性鉱山開発案件は、Highly 

Probable・Probable A・Probable B に 3 区分されているが明確な差がないため、本

レポ－トでは同一グル－プとして扱う。公表済み生産量のベ－スケ－スでは、2005

年の 2,990 千 t から 2008 年に 3,291 千 t と年率 3.5％で増加するがその後は減少傾

向となり、2015 年の 2,086 千 t にまで落ち込むと予測している。減少の理由として

は、鉱量の枯渇による閉山のためである。可能性案件からの新規鉱山生産は 2015 年

までに 377 千 t 程度であり、2015 年における鉛地金生産に対する不足分は、5,954

千 t に達する。不足分は、ポテンシャル案件からの鉱山開発の他、休廃止鉱山の再開・

稼行鉱山周辺の探鉱による鉱量確保・新規発見等により充当されるものである。ポテ

ンシャル案件の開発計画は未定であるが、大規模鉱床としては、カナダの Howards 
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Pass（埋蔵量 115 百万 t、鉛品位 2.1％）、メキシコの Real de Angeles（112 百万 t、

鉛 0.4％）、南アの Big Syncline（100 百万 t、鉛 1.0％）等がある。 

－  鉛地金生産の 2005～2015 年の予測は、各製錬所の増産計画に基づく生産能力から稼

働率を勘案して生産量を推定する手法をとっている。2005 年の 7,240 千 tから 2015

年の 8,417 千 tまで増加すると予想。 

－  鉛地金消費の 2005～2010 年の予測は、国ごとの経済成長を推定し、積み上げ方式に

より行っている。2005 年の 7,273 千 tから 2015 年の 9,828 千 tまで年率 3.0％で増

加することを予想。2005～2015 年における鉛地金消費の伸び率は、中国において 2008

年までが 12.9％、それ以降が 5.2％の高い数字を示しているが、日本や欧州では 1％

以下となっている。 

 

 英国の調査機関（A及び B）による鉛地金の需給バランスは、2005 年でこそ供給不足の状

態が続くが 2006 年に供給過剰となり、2007/2008 年以降から 2015 年までは再び供給不足に

なると予測している。 

 

 銅鉱山生産と同様に、鉛鉱山生産も鉛価格に対する弾性が低いことが指摘された。この

ことは、世界経済に伴う需要変化にすばやく供給が対応出来ないことを意味している。英

国の調査機関（B）によると、鉛の場合は既存鉱山の公表済み生産と可能性案件を加えても

鉛鉱山生産は鉛地金生産や消費量よりも明らかに不足している（図 5）。 

 

 鉛の場合は、鉛スクラップの収集とリサイクルの推進によって鉱山生産による減少をカ

バ－している。特に、使用済み鉛酸バッテリ－等の鉛スクラップのリサイクルは、供給サ

イドで成長している分野である。1960 年代初めに、鉛の二次利用は西欧諸国の鉛生産の 35％

を超える程度であった。1990 年代後半に、その比率は 60％を占めるようになり、2004 年に

は 69％にまで至った。 

 

 

7. まとめ 
 

 過去 10年間（1995～2004 年）における鉛鉱山生産を分析するとともに、将来における供

給について検討した。その結果、以下のことが明らかとなった。 

① 1995～2004 年の 10年間の鉛鉱業を概観すると、鉛鉱石生産（鉛純分）の合計は 1995

年の 2,753 千 t から 2004 年の 3,191 千 t と年率 2％程度で増加している。硫化鉱の

粗鉱品位は2.0～2.7％、鉛回収率は77.0～79.1％の狭い範囲で推移している。一方、

1995～2004 年の 10 年間において、C1 コスト（正味直接キャッシュコスト）では、

1996 年の 26.4¢/lb から 2002 年には 17.5¢/lb となった。しかし、2003 年以降、上

昇傾向にある。 

 

② 2004 年における鉛生産上位 25 鉱山は、世界鉛鉱山生産の 49％を占めている。世界

上位 25 鉱山中、豪州（7 鉱山）・ペル－（4 鉱山）・米国（3 鉱山）・中国（2 鉱山）

が続いている。2004 年の生産実績では、Cannington・Viburnum・Mount Isa・Red Dog

の 4 鉱山のみが 100 千 tを超えており、世界生産の 25位以内の鉱山はすべて 15千 t

以上の鉛生産実績がある。 

 

③ 2004 年において、各鉱山において、当年鉛価格 vs 鉛生産量について相関係数を算

出した。その結果、①正の相関を示す場合、②負の相関が認められる場合、③全く

相関がない鉱山と 3 つに大別できることが明らかとなった。鉛価格 vs 生産量に正

の相関が認められる Cannington（豪州）と Chungar（ペル－）の 2 鉱山に共通する
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ことは 1990 年代後半に本格生産が開始されていることである。ただし、1990 年代後

半から本格操業の始まった Century（豪州）・Cerro de Pasco（ペル－）・Rampura－

Agucha（インド）では正の相関は認められない。1995～2004 年の世界鉛鉱山生産と

鉛価格の相関係数は 0.2800 であり、鉱山生産は価格に対して弾性値が低いことを証

明するものである。 

 

④ 2004 年において、生産コスト（C1）が安い鉱山として、Cannington・Century・Red Dog・

Brunswick・Mount Isa があげられる。C1 生産コストが安い鉱山の中で、Cannington

を除いた4鉱山においては、鉛生産量と鉛価格の相関関係が低いことが特徴である。 

 

⑤  英国の調査機関による鉛地金の需給バランスは、2005 年でこそ供給不足の状態が続

くが 2006 年に供給過剰となり、2007/2008 年以降から 2015 年までは再び供給不足に

なると予測している。鉛の場合は既存鉱山の公表済み生産と可能性案件を加えても

鉛鉱山生産は鉛地金生産や消費量よりも明らかに不足している折り、その差はポテ

ンシャル案件やリサイクルにより手当てされる。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 章 ニッケル 
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1. 世界のニッケル鉱業の推移 

 
 最近の LME ニッケル価格は、中国需要の急激な拡大とともに、2003 年後半以降上昇し、

2004 年 1月に 17,770$/t と 1989 年 3 月以来の高値をつけた。その後も乱高下があったもの

の、2004 年平均価格は 13,852$/t となり、前年比 44％の上昇を記録した。2005 年において

は、夏場より世界的にステンレス需要が軟化したため一時的に下落したが、11 月中旬より

投機資金流入などから回復し、2005 年平均価格は 14,733$/t と前年比 6％増となった。2006

年 7 月に入って、ニッケル価格は最高値を更新（7月 12 日現在、29,600$/t）しており、主

用途のステンレス市況の好調というファンダメンタルズ要因による投機買いが加速してい

る。LME ニッケル在庫は、2005 年に入り減少を続け、5月中旬には 5千 tを割り込む低水準

となったが、その後増加に転じ、12 月末現在 36千 t に達した。 

 

 世界のニッケル需要の 2005～2015 年における長期的成長率（3.5％/年）は、中国のステ

ンレス鋼生産量の急増に牽引されており、欧州では電池製造産業でニッケル需要が高まっ

ている。中国の 2001～2005 年におけるニッケル地金消費量は年率 24％で増加したが、2006

～2010 年においても年率 9％と高い伸び率が期待されている。 

 

 ニッケル鉱床のすべては、超塩基性岩類または塩基性―超塩基性岩類に伴っており、成

因的にもそれらの岩体と関係がある。主要なニッケル鉱床は、次の 3タイプに大別される。 

（1）火山性超塩基性岩類に伴う硫化物鉱床（Kambalda 型鉱床） 

（2）塩基性・超塩基性層状貫入岩体に伴う硫化物鉱床（Sudbury 型鉱床） 

（3）ラテライト質ニッケル鉱床（New Caledonia 型鉱床） 

 

 米国地質調査所の Mineral Commodities Summaries によると、ニッケル埋蔵量は 2005 年

現在 62 百万 tと推定される。国別埋蔵量は、豪州（世界の 36％）・ロシア（11％）・キュー

バ（9％）・カナダ（8％）・ブラジル（7％）と上位 5か国で 70％に達している。ニッケル鉱

床には、硫化鉱と酸化鉱（主にラテライト鉱）が存在し、資源量の割合としては硫化鉱：

酸化鉱 = 2：8、埋蔵量の割合は 4：6 である。このことは、未開発ニッケル資源の大半が

酸化鉱（ラテライト鉱）であることを意味する。ロシアにおける法律改正が 2002 年に行わ

れ、Norilsk 鉱山におけるベースメタルのデータが公表されることになった。Norilsk 鉱山

は Sudbury 型鉱床であり、Oktyabrsky・Taimyrsky・Komsomolsky・Skallstaya・Zhdanovskoye

の5鉱床から構成されている。5鉱床の埋蔵量とニッケルや銅品位は大きく異なっている（図 1）。 
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1995～2005 年のニッケル鉱業を概観すると、ニッケル鉱石生産（含有金属量）の合計は

1995 年の 975 千 tから 2005 年の 1,401 千 tと年率 3％程度で増加している（表 1）。ニッケ

ル鉱石生産の対象を硫化鉱・ラテライト鉱・フェロニッケル（ガーニエライト主体の高品

位酸化鉱）とすれば、2005 年における含有金属量の生産割合は、硫化鉱（43％）・ラテライ

ト鉱（37％）・フェロニッケル（20％）となっている。2005 年の国別ニッケル鉱石生産とし

ては、ロシア（世界生産の 22％）・豪州（14％）・カナダ（14％）・ニューカレドニア（9％）・

インドネシア（7％）であり、上位 5 か国で 66％を占めている。2005 年の企業別ニッケル

鉱石生産としては、Norilsk（世界生産の 18％）・INCO（15％）・BHP Billiton（11％）・

Falconbridge（6％）・Eramet（5％）であり、上位 5社で 55％を占めている。2006 年には、

世界生産第 2位の INCO と第 4位の Falconbridge の M&A を巡って、Teck Cominco・Xstrata・

Phelps Dodge 等が買収活動を展開している。 

 

 

  
 

 

ニッケル地金の生産は 1995年の 920千 tから 2005年の 1,314 千 tと年率 3％程度で推移

している。2005 年における国別ニッケル地金としては、ロシア（世界生産の 20％）・日本

（13％）・カナダ（11％）・豪州（9％）・中国（7％）であり、上位 5か国で 60％に達してい

る。 

 

 一方、1995～2005 年の間における硫化鉱と酸化鉱の平均生産コストでは、削減の成果が

認められる。例えば、C1 コスト（正味直接キャッシュコスト = 採掘費＋選鉱費＋輸送費

＋製錬費－副産物クレジット）では、1996 年の 2.19¢/lb から 2004 年には 1.78¢/lb となっ

た。C2 コスト（C1コスト＋償却）も 1996 年の 2.61¢/lb から 2004 年の 2.33¢/lb も同様に

削減されている。ただ、間接コストは 2002 年以降増加傾向にあり、そのため C3コスト（C1

コスト＋償却＋間接コスト＋金利）は微増している。 

 

 ニッケルの生産コストは、エネルギー集約型である。硫化鉱とラテライト鉱の生産コス

トは大きく異なっている。ラテライト鉱は、品位が低いため輸送費が高くなったり、製錬

段階でエネルギー源となる硫黄を含まない等、硫化鉱に比べて、コスト高となっている。

例えば、2001～2002 年の硫化鉱の C1 コストが 1.48～1.75¢/lb に対して、ラテライト鉱は

2.14～2.21¢/lb であった。 

 

 世界のニッケル需要が拡大する中、湿式製錬技術の飛躍的な進展により、低品位ラテラ

イト鉱床の開発が進展している。西豪州では、Murrin Murrin（1999 年生産開始）・Cawse

（1998 年）・Bulong（1999 年）の 3 鉱山が加圧硫酸浸出（HPAL）によって、ニッケル金属
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が直接電解採取されている。さらに、コバルトも副産物として回収されるため、低コスト

のニッケル生産を可能にした。低品位のラテライト鉱床は熱帯地域に豊富に分布しており、

豪州の 3 鉱山に引き続く新規プロジェクトが続々と誕生している。さらに、酸化鉱にとど

まらず、硫化精鉱を加圧して直接浸出することや、硫化鉱をバクテリアリーチングする動

きも見られる。 

 

 

2. 世界の主要ニッケル鉱山の生産実績 
 

 2005 年におけるニッケル生産上位 25 鉱山は、世界生産の 63％を占めている。これらの

鉱山の中には、Montcalm（2004 年）・Emily Ann（2002 年）・Murrin Murrin（1999 年）のよ

うに最近になって生産が開始された鉱山もあるが、1996年以降、25鉱山の生産は世界の60％

以上である。世界上位 25 鉱山中、豪州（6 鉱山）・ロシア（5 鉱山）・カナダ（4 鉱山）・イ

ンドネシア（2鉱山）等がランクされる。2005 年の生産実績では、Inco Sudbury（カナダ）

と Oktyabrsky（ロシア）の 2鉱山のみが 100 千 tを越えており、世界生産の 25位以内の鉱

山はすべて 8千 t/年以上のニッケル生産実績がある（表 2）。 

 

 Inco 社保有の Voisey’s Bay 鉱山は 2005 年から生産（含有金属量 5.2 千 t）を開始し、

生産がピークに達する 2012～2013 年には 66千 t/年に達する大鉱山であるが、2005 年ベー

スでは上位 25鉱山にリストアップされていない。 
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3. 生産量とニッケル価格の相関関係 
 

 ニッケル生産上位 25鉱山に対して、1995～2005 年のニッケル生産量とニッケル価格の相

関を検討した。生産が最近開始された鉱山については、本格的操業後の相関を求めた。生

産上位 10鉱山のうち、相関係数が高い鉱山として、Kola・Soroako・Montelibano が指摘さ

れ、最大の生産を誇る Inco Sudbury のみがマイナスの相関係数（－0.5067）を示している

（図 2）。Inco Sudbury の場合、過去、頻発したストライキの影響の可能性がある。 

 

 

 
 

 

 生産上位 25 鉱山において、当年ニッケル価格 vs ニッケル生産量について相関係数を算

出した。その結果、①正の相関を示す場合、②負の相関が認められる場合、③全く相関が

ない鉱山と 3つに大別できることが明らかとなった（図 3）。 

① ニッケル価格 vs 生産量に正の相関が認められる鉱山：Kola（ロシア）・Sakharinsk

（ロシア）・Emily Ann（豪州）。この 3鉱山に共通することは 1990 年代後半に本格生

産が開始されていることである。ただし、1990 年代後半から本格操業の始まった

Murrin Murrin（豪州）・Raglan（カナダ）・Loma de Niquel（ベネズエラ）では相関

は認められない。 

② ニッケル価格 vs 生産量に負の相関が認められる鉱山：Selebi-Phikwe（ボツワナ）

と Falconbridge Sudbury。 

③ ニッケル価格 vs 生産量に全く相関がない鉱山：Impala Platinum（南ア）・Cosmos 

Nickel（豪州）が含まれる。 

 

 1995～2005年の間における世界ニッケル鉱山生産とニッケル価格の相関係数は0.6250で

あり、銅（－0.4397）・亜鉛（－0.5966）・鉛（0.2800）に比べると鉱山生産と価格に対し

て弾性値が相対的に高いことを示しているが、相関があるとは結論できない。ニッケル価

格に対して、鉱山生産が迅速に対応できないため、世界経済の低迷や回復に伴う需要の変

化に遅れが生じ、この結果、供給過剰や供給不足の状態になりニッケル価格も周期性をも

って変化することが予想される。 
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4. 生産量と生産コストの関係 
 

 生産コストは、以下のようにキャッシュコスト（C1コスト）とトータルコスト（C3 コス

ト）に大別される。 

C1 コスト= 採掘・選鉱コスト＋輸送費＋製錬費－副産物クレジット 

C3 コスト= C1 コスト＋償却費＋間接コスト＋金利 

 

 生産コストの算出は難しいことであるが、既存文献によると、2005 年において、生産コ

スト（C1）が安い大規模鉱山として、Norilsk（硫化鉱）・Voisey’s Bay（硫化鉱）・Cerro 

Matoso（ラテライト鉱）・Soroako（ラテライト鉱）があげられる。C1 生産コストが安い鉱

山の中で、Soroako を除いた 3鉱山においては、ニッケル生産量とニッケル価格の相関係数

が低いことが特徴である。このことは、生産コストが安い鉱山は、ニッケル価格に敏感に

対応した生産体制を行っておらず、目先のニッケル価格の変化よりもマインライフの維持

等中長期的な判断に基づく可能性も予想される。 

 

 硫化鉱からのニッケルの生産は、銅・コバルト・白金族金属等の随伴鉱物や共生鉱物に

大きく左右される。1997～2004 年における硫化鉱からのニッケル及び随伴鉱物による正味

収入の推移を検討したところ、ニッケルの占める比率は 1998 年の 70％程度から 2002 年以

降は 80％以上となっている（図 4）。 
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5. 世界の主要ニッケル鉱山の生産ポテンシャル 
 

 現在、世界のニッケル鉱山における埋蔵量はニッケル純分で 62百万 tと推定されており、

2005 年の生産水準（1,401 千 t）で約 44 年のマインライフがある。世界の主要ニッケル鉱

山による 2005～2015 年までのニッケル生産計画について、英国の調査機関等の文献調査に

より検討した。将来のニッケル供給のソースとして、確定案件と可能性案件の 2 ケースの

みが想定されている。他のニッケル供給のソースとして、ポテンシャル案件（価格等によ

っては開発の可能性のあるプロジェクトからの生産量）もあり、大規模鉱山開発案件とし

て豪州の Mt.Margaret（488 百万 t、Ni 品位 0.67％）、マダガスカルの Ambatovy（259 百万

t、Ni 品位 1.04％）、ニューカレドニアの Bogota（175 百万 t、Ni 品位 1.40％）等が指摘さ

れている。しかしながら、生産計画や生産規模については明示していないため、省略した。 

 ①確定案件：既存鉱山による公表された生産計画に基づくベースケース。 

 ②可能性案件：鉱山開発の可能性の高いプロジェクトからの生産量。 

 

 確定案件の場合、2005年の 1,417 千 tから 2011年の 1,642 千 tと増加傾向にあるが、2012

年以降減少に転じて、2015 年には 1,580 千 tと推定される（図 5）。可能性案件の場合、2006

年の 4千 tから増加し、2015 年には 309 千 tに達することが予想される。 
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2005～2015 年における生産規模 10 千 t/年以上の主要ニッケル鉱山の生産見通しについ

て、確定案件からと可能性案件からのニッケル生産の 2区分にわけてリストアップした（表 

3）。確定案件からのニッケル生産のうちニッケル精鉱生産は、現在の大規模鉱山からの継

続的生産が期待される一方、Cosmos は 2009 年に、Kambalda・Falconbridge Sudbury は 2011

年に、Agnew・Black Swan は 2013 年にそれぞれ枯渇すると想定している。 

 

 可能性案件からのニッケル生産のうち、生産規模が 10 千 t/年を越える新規及び拡張鉱山

は、Flying Fox（2006 年生産開始）、Caldag（2007 年）、Nonoc・Jinchuan・Onca Puma・Taimyrsky・

Nickel Rim South（2008 年）、Kambalda・Koniambo（2009 年）がある。生産規模が 10千 t/

年を越える案件は 10 件あり、豪州（2件）・ブラジル（2件）に集中している。 
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6. 将来のニッケル供給予測 
 

 ニッケルに関して、鉱山生産・地金生産・地金消費に関する予測を行っている国際的な

主要調査機関として以下のところがあり、それぞれ特徴のある需給予測を行っている（表 4、

図 6）。 

 

 
 

 

 
 

 

 ① 国際ニッケル研究会（数年先の需給予測） 

 ② 英国調査機関（Ａ）（5～6年先） 

 ③ 英国調査機関（Ｂ）（11～12 年先） 
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① 国際ニッケル研究会は、1990 年、UNCTAD（国連貿易開発会議）の下で、安定的なニッ

ケルの需給を確保していく上でニッケルの生産・消費・国際貿易に関する政府間の協

議の場を提供し、統計や情報の収集を行うことを目的として設立された。研究会事務

局はオランダのハーグにある。現在の加盟は、15か国と 1機関である。2005 年 11 月

に開催された国際非鉄金属 3 研究会（銅、鉛亜鉛、ニッケル）の特別会合において、

2006 年 1月 1日から 3研究会の統合が決定されたが、今後ともニッケルの予測は行わ

れている。 

   2006 年 4月の統計委員会での結論は以下のとおり。 

－ 地金生産量は、2005 年に前年比 1.8％、2006 年に前年比 6.1％増加。 

－ 地金消費量は、2005 年に前年比 1.0％減、2006 年に前年比 7.5％増加。 

－ 需給バランスは、2005 年で 43千 t、2006 年に 28 千 t 過剰と予想。 

 

② 英国調査機関（A）は、ニッケル予測の分析を、5～6 年の中期的な観点から実施して

おり、以下のような分析方法がとられている。 

－ 鉱山生産の 2005～2010 年の予測は、各鉱山の公表済み生産量（ベースケース）と可

能性鉱山開発案件（可能性の高い鉱山開発待ち）の積み上げ方式で実施している。2005

年の 1,382 千 t から 2010 年の 1,721 千 t に増加することが予想され、その伸び率は

年率 5.8％程度。 

－ 地金生産の 2005～2010 年の予測は、各製錬所における一次製錬からの積み上げ生産

で推定している。2005 年の 1,288 千 t から 2009 年の 1,628 千 t まで年率 6％程度で

増加することを予想。ただし、2009～2010 年のみは、－2.3％の伸びである。2005～

2010 年の間、地金生産量が伸びる企業として、Inco（+84 千 t）・BHP Billiton（+42

千 t）・Jinchuan（+42 千 t）等がある。さらに、PAL 方式による地金生産は 2005 年の

70 千 t から 2010 年の 198 千 tへと大幅に増加し、2010 年における生産比率は 12％を

占めることになる。 

－ ニッケル地金消費の 60％以上はステンレス向けであり、2005～2010 年の地金消費予

測は、ステンレス需要と工業生産指数の相関関係にあることを前提として各国の工業

生産指数からニッケル需要を推定し、積み上げ方式により行っている。2005年の1,255

千 t から 2010 年の 1,635 千 t まで年率 5.4％で増加することを予想。高い伸びが予想

される消費国として、中国（年率 19.7％）・東欧（6.5％）が指摘されている。反対に、

ニッケル消費量が減少傾向にある消費国として、日本（－3.2％）があげられている。 

 

 英国調査機関（B）によるニッケル予測の分析は英国調査機関（A）とほぼ同様な手法が

とられているが、現地調査を重要視することと長期的な観点（10～11 年）から行われてい

る。 

－ 鉱山生産の 2005～2015 年の予測は、各鉱山の公表済み生産量（ベースケース）と可

能性鉱山開発案件（可能性の高い鉱山開発待ち）の積み上げ方式で実施している。ポ

テンシャル案件（価格等の条件によっては開発の可能性がある）のリストもあるが、

生産計画が明示されていないため省略している。公表済み生産量のベースケースでは、

2005 年の 1,417 千 t から 2015 年に 1,919 千 t と年率 3％程度で増加すると予測して

いる。ただし、2005～2011 年までは年率 4％程度の伸びを示すが、2012 年以降は頭打

ちか幾分減少傾向となる。減少の理由としては、鉱量の枯渇による閉山のためである。

可能性案件からの新規鉱山生産は 2015 年までに 309 千 t 程度であり、2015 年におけ

るニッケル地金生産に対する不足分は、27千 t程度である。不足分は、ポテンシャル

案件からの鉱山開発の他、休廃止鉱山の再開・稼行鉱山周辺の探鉱による鉱量確保・

新規発見等により充当されるものである。 

－ 地金消費の 2005～2010 年の予測は、国ごとの経済成長を推定し、積み上げ方式によ

り行っている。2005 年の 1,301 千 t から 2015 年の 1,954 千 t と年率 4.5％程度で増

加することを予想。消費量の伸びが高い国として、中国（8.8％）が指摘され、欧州

（3.8％）・日本及び韓国（3.5％）と続いている。中国は 2001～2005 年には年率 23.6％
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と極めて高い伸び率であったが、2006 年以降は 10％以下と予想される。 

 

 英国の調査機関（B）によるニッケル地金の需給バランスは、2005 年でこそ供給過剰であ

るが、2006～2009 年には供給不足となる。その後、2010～2011年は再び供給過剰となり、

2012 年以降は供給不足の状態が続くと予測している。 

 

 銅・亜鉛・鉛の鉱山生産と同様に、ニッケル鉱山生産もニッケル価格に対する弾性が低

いことが指摘された。このことは、世界経済に伴う需要変化にすばやく供給が対応できな

いことを意味している。英国の調査機関（B）によると、ニッケルの場合は、既存鉱山の公

表済み生産と可能性案件を加えるとほぼニッケル地金生産や消費量に達しており、ポテン

シャル案件を加えると十分な供給量はあると判断され、ニッケル価格の動向に応じてタイ

ムラグはあるものの需要に対応していくことと推定される。 

 

 

7. まとめ 
 

 1995～2005 年におけるニッケル鉱山生産の特性を分析するとともに、将来における供給

について検討した。その結果、以下のことが明らかとなった。 

 

① 1995～2005 年のニッケル鉱業を概観すると、ニッケル鉱石生産（含有金属量）の合計

は 1995 年の 975 千 t から 2005 年の 1,401 千 t と年率 3％程度で増加している。ニッ

ケル地金の生産は 1995 年の 920 千 t から 2005 年の 1,314 千 t と年率 3％程度で推移

している。一方、1995～2005 年の間においてコスト削減の成果が認められる。例えば、

C1 コスト（正味直接キャッシュコスト = 採掘費＋選鉱費＋輸送費＋製錬費－副産物

クレジット）では、1996 年の 2.19¢/lb から 2004 年には 1.78¢/lb となった。ただ、

間接コストは 2002 年以降増加傾向にあり、そのため C3コスト（C1 コスト＋償却費＋

間接コスト＋金利）は微増している。ニッケルの生産コストは、エネルギー集約型で

ある。硫化鉱とラテライト鉱の生産コストは大きく異なっており、例えば、2001～2002

年の硫化鉱の C1 コストが 1.48～1.75¢/lb に対して、ラテライト鉱は 2.14～2.21¢/lb

であった。 

 

② 2005 年におけるニッケル生産上位 25 鉱山は、世界生産の 63％を占めている。これら

の鉱山の中には、最近になって生産が開始された鉱山もあるが、1996 年以降、25 鉱

山の生産は世界の 60％以上である。世界上位 25 鉱山中、豪州（6 鉱山）・ロシア（5

鉱山）・カナダ（4 鉱山）・インドネシア（2 鉱山）等がランクされる。2005 年の生産

実績では、Inco Sudbury（カナダ）と Oktyabrsky（ロシア）の 2鉱山のみが 100 千 t

を越えており、世界生産の 25 位以内の鉱山はすべて 8 千 t 以上のニッケル生産実績

がある。 

 

③ ニッケル生産上位 25 鉱山に対して、1995～2005 年のニッケル生産量とニッケル価格

の相関を検討した結果、①正の相関を示す場合、②負の相関が認められる場合、③全

く相関がない鉱山と 3 つに大別できることが明らかとなった 1995～2004 年の世界ニ

ッケル鉱山生産とニッケル価格の相関係数は 0.2800 であり、鉱山生産は価格に対し

て弾性値が低いことを証明するものである。 

 

④ 2005～2015年における生産規模10千 t/年以上の主要ニッケル鉱山の生産見通しにつ

いて、確定案件からと可能性案件からのニッケル生産の2区分にわけて明らかにした。

確定案件からのニッケル生産のうちニッケル精鉱生産は、現在の大規模鉱山からの継

続的生産が期待される一方、枯渇が予想される鉱山もある。可能性案件からのニッケ

ル生産のうち、生産規模が 10千 t/年を越える新規及び拡張鉱山は、10件あり、豪州

（2件）・ブラジル（2件）に集中している。 
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⑤ 英国の調査機関（B）によるニッケル地金の需給バランスは、2005 年でこそ供給過剰

であるが、2006～2009 年には供給不足となる。その後、2010～2011 年は再び供給過

剰となり、2012 年以降は供給不足の状態が続くと予測している。銅・亜鉛・鉛の鉱山

生産と同様に、ニッケル鉱山生産もニッケル価格に対する弾性が低いことが指摘され

た。このことは、世界経済に伴う需要変化にすばやく供給が対応できないことを意味

している。英国の調査機関（B）によると、ニッケルの場合は、既存鉱山の公表済み

生産と可能性案件を加えるとほぼニッケル地金生産や消費量に達しており、ポテンシ

ャル案件を加えると十分な供給量はあると判断され、ニッケル価格の動向に応じてタ

イムラグはあるものの需要に対応していくことと推定される。 
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