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はじめに 

 
 

銅・亜鉛・ニッケル等の金属価格は、2003 年以来、高騰を続けている。特に、2006

年における金属価格の高騰は顕著であり、非鉄メジャーによる 2006 年の利益は過去

最高を記録した。その結果、2006 年には、潤沢な非鉄メジャーのキャッシュフローを

背景に大型の買収の動きが見られた。その一方、利益の適正配分を巡って、中南米

における資源ナショナリズムの台頭、鉱山労働組合による労働改善を求める鉱山スト

が相次ぐとともに、鉱山側と地域住民との紛争もあった。 

 

非鉄金属価格の高騰により、国内の鉱山会社だけでなく、資源投資をしている商

社においても大きな利益をあげており、わが国の鉱業界は活況を呈している。その一

方、資源を海外に依存しているわが国においては、世界の鉱業界の変化に対して、

資源の安定確保に向けた課題も顕在化している。 

 

企画調査部では、世界的なベースメタルの需要拡大が見込まれる中で、主要鉱山

に焦点をあて、既存生産鉱山や近い将来生産が予想される鉱山の状況や生産見通

しにつき明らかにした。ベースメタルの銅・亜鉛・鉛・ニッケルに対して、2005 年生産上

位 25 鉱山の生産見通しを明らかにするとともに、今後 10 年以内に開発が予想される

主要鉱山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。 
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エグゼクティブサマリー 
 

 

銅・亜鉛・ニッケル・アルミ・金等の価格の高騰を定量的に表現するため、2003 年 5

月をベース(1.0)として、2006 年までの推移を概観した。その結果、銅と亜鉛が 5 倍前

後、ニッケルが 4 倍強、アルミと金が 2 倍弱となっている（図 1）。特に、多くの金属は

2006 年になって急激に高騰している。例えば、銅は、2006 年 4 月以降高騰し、5 月 12

日に 8,788$/t の最高を記録した後、乱高下が続き、需給の緩和の兆しが見え始めた

11 月 10 日に 7,070 $/t から急落し、2006 年 12 月は 6,000 $/t 台で推移した。2005

年と比較して、2006 年平均銅価格は、3,683 $/t から 6,722 $/t の 183%も上昇している。

亜鉛は,2005 年の 1,382 $/t から 2006 年の 3,259 $/t と 236%も上昇している。ニッケ

ルは、2005 年の 14,733 $/t から 24,254 $/t と 165%であったが、2007 年以降も急激に

高騰しており、2007 年 5 月には 54,200 $/t 以上を記録している。アルミや金について

も、2005 年価格に比べ 2006 年平均価格は 135%程度上昇している。これらの価格推

移は鉱種ごとに異なっており、最近の非鉄メジャーの企業買収が多角化を進めてい

るのは、金属価格の変動リスクを最小限にし、より安定した収益を確保することを目

指している可能性もある 
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これらの金属価格の高騰には、需給のファンダメンタルや商品市場に流入する投

機資金の影響が大きく左右している。米国 Goldman Sachs 証券が、2003 年 10 月に発

表したレポートの中で BRICs 諸国 (Brazil, Russia, India, China)の造語が始めて登場し

たが、現在の欧米諸国の経済大国に匹敵する新たな経済規模を持つ諸国が台頭し

たことを示している。BRICs諸国の人口は世界の42%、国内総生産(GDP)は2004年現

在で世界の 9%（購買力平価で換算すると 24%）を占めている。BRICs 諸国の中でも中

国は飛躍的な経済発展を展開しており、1978～2005 年の平均実質経済成長率は

9.7%の高い水準にある。社会資本整備も強力に推進されており、国家発展のための

基礎産業として重要な地位を占めている鉄鋼・非鉄金属産業の拡大が顕著である。 

 

中国の非鉄金属消費量は、1990 年代以降の経済発展に伴い大きく増加しており、

2006 年において、銅・鉛・亜鉛・ニッケル・錫・アルミ・プラチナ・鉄は世界第 1 位の消

費国となっている。中国国内の自動車産業・電力産業・建設業を中心とした産業の発

展により非鉄金属の消費量も大きく伸びており、従来は輸出ポジションにあった亜鉛

も輸入ポジションとなっており、従来から輸入ポジションにあった銅・ニッケルの輸入

量は大幅に増加している。その結果、中国の非鉄金属消費動向が世界の非鉄金属

価格を左右するまでになっている。世界埋蔵量の相当量を保有するレアメタルは、輸

出抑制策による動きがある。中国政府は、将来の経済発展を支えるエネルギーと非鉄

金属原料の確保を重要課題と位置づけており、国内資源（特に、西部内陸部の資源）の

開発と海外での資源確保に力を入れている。これは、海外展開を目指す「走出去」と言

われるもので、中国の海外展開が多く見られるようになった。また、中国企業の海外で

の合併・買収(M & A)、株式上場、資本及び経営参加なども急速に伸びている。 

 

金属価格の高騰に伴い、主要非鉄メジャーの当期利益も増加傾向にあり、特に

2006 年における当期利益は過去最高を記録している。売上高上位にある非鉄メジャ

ーのうち当期利益が多い順は、BHP Billiton(123 億$)・Rio Tinto(74 億$)・CVRD(65 億

$)・Anglo American(62 億$)・Xstrata(49 億$)となっており、前年比 1.4～2.9 倍を記録し

ている。特に、大型企業買収により躍進めざましい Xstrata と CVRD は当期利益が前

年比 2.9 倍や 2.5 倍と大きく増加している（図 2）。これら 2 社は企業買収による多角

化を進めている代表的な企業であり、当期利益の拡大との関連性が指摘される。 
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2004 2,913 6,398 2,813 2,573 1,134 1,046 1,067

2005 3,521 7,420 5,215 2,662 1,780 1,606 1,706

2006 6,186 12,254 7,438 6,528 3,339 3,018 4,885
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図 ２ 主要非鉄メジャーの当期利益推移（2003～2006 年） 

 

 銅事業に特化し、世界第 1 位の銅生産を誇るチリ銅公社(CODELCO)の当期利益は

33.4 億$と前年比 1.9 倍であり、世界第 2 位の Phelps Dodge 社の当期利益も 30.2 億

$と前年比 1.9 倍とほぼ同程度の伸びとなっている。この伸びは銅価格の 2006/2005

年の価格高騰の 183%とほぼ対応している。 

銅鉱業に特化しているCODELCO やPhelps Dodgeに比べて、銅以外にも亜鉛・金・

ダイヤモンド・アルミ・鉄鋼・石炭・工業原料等の多角事業を展開する非鉄メジャー

(BHP Billiton・Rio Tinto・Anglo American)が大幅な増益を誇っているが、金属価格の

高騰が多くの鉱種にわたっていることを反映しているのであろう。 

 

金属価格の高騰による非鉄メジャーの収益拡大によって、国レベル・企業レベル・

鉱山レベルにおいて様々の影響がみられるようになった。その影響を大別すると以下

の 4 項目に分類される。 

① 非鉄メジャーによる 2～3 兆円規模の大型買収 

2006 年において以下のような大型買収が続いた。 

7 月：Xstrata が Falconbridge を買収（161 億$） 

11 月：CVRD が Inco を買収（170 億$） 

11 月：Freeport McMoran が Phelps Dodge を買収（259 億$） 

その結果、売上高ベースでは、第1位のAnglo American、第2位のBHP Billiton、

第 3 位の Rio Tinto に続いて、第 4 位～第 6 位の躍進めざましい非鉄メジャーが誕

生した（図 3）。 
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図 ３ 主要非鉄メジャーの 2005 年売上高と 2006 年の大型企業買収 

 

 

② 中南米における資源ナショナリズムの台頭 

南米エクアドルの大統領選決戦投票が 2006 年 11 月 26 日に行われ、左派・国家

同盟のラファエル・コレア元経済・財務相が当選し、南米 12 カ国中 8 番目の左派系

政権の誕生となった。南米左派政権の国は、エクアドル・ベネズエラ・ペルー・ボリ

ビア・ブラジル・チリ・ウルグアイ・アルゼンチンの 8 カ国である。ベネズエラとボリビ

アの急進左派は他の穏健左派国とは大きく異なる。ベネズエラのチャべス大統領

は、石油産業の国有化を進め国庫収入の強化を目指している。ボリビアのモラレス

大統領の場合、非鉄金属部門におい ては国有化というより も、国営企業

(COMIBOL)の再建と民間企業による鉱山開発に重点を置いているようである。 

 

③ 相次ぐ鉱山ストライキ 

利益配分を巡って、労働協約改定において会社側と労働組合の間で交渉が難航

し、鉱山ストが多数見られた。メキシコでは産銅大手 Grupo Mexico 社(GM 社)の鉱

山ストは、利益配分などの労働協約の改定交渉に伴う合法的なストに、ナポレオ

ン・ゴメス前組合委員長の横領潔白を支持する違法ストが重なった。2 月下旬に始

まった San Martin 鉱山でのストは 3 月上旬の全国鉱業ストライキで一旦終結と見え

たが、La Calidad 鉱山で再発(3 月 24 日～7 月 23 日閉鎖・解雇：約 4 ヶ月間), 
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Cananea 鉱山が追随(6 月 1 日～7 月 17 日再開)して、かなり長期化した。メキシコ 2

大鉱山(銅生産 320 千 t)のストは、フォース・マジュール宣言の発出、La Calidad 鉱

山の完全操業が 10 月末（スト開始から半年超）という、GM 社はもとより、世界の銅

生産にも影響を及ぼした。チリでは、世界最大の銅鉱山(Escondida)では 8 月に約 1

ヶ月の鉱山ストがあった。ペルーの Tintaya で 5 月下旬に Cerro Verde 銅鉱山でも

11 月下旬にストに突入した。 

 

④ 鉱山と地域住民との紛争 

地域住民問題の発生の要因には、地域社会に対する利益還元(道路整備・教育・

医療施設の建設)以外に、鉱山操業による環境汚染や健康被害への懸念、地域社

会の農業や地場産業への影響、地域社会と鉱山側とのコミュニケーションの不足

が指摘される。インドネシアでは、非鉄メジャーが高収益を上げるなか、地元への

利益還元を要求した数百人の地域住民によるデモが 2006 年3 月 19日に Newmont

社キャンプを襲撃した。インドネシアにある世界最大級の Grasberg 銅鉱山において、

2006 年 2 月 21 日、鉱山内での先住民不法採掘者と鉱山警察側との衝突があった。

この衝突は、パプア州内での分離独立活動家と政府治安部隊との衝突に発展した

(2006 年 3 月 16 日)。ペルーでは、鉱山を有する州政府や郡・区などに対して、鉱業

活動によって得られた利益に係る所得税の50%を交付（カノン税）して、地域社会事

業を推進する新たな鉱山と自治体との協力体制の動きが見られた。 

 

大型の企業買収は2006年に限ったことでなく、過去においても、大型の企業買収

が行われたことがある。金属価格の低迷時期に、鉱山活動のグローバル化・生産

コストの削減のために統合や再編が進められた。1997 年の RTZ と CRA の合併、

2000 年の Rio Tinto による North の買収、2001 年の豪州最大の鉱山会社である

BHP と Billiton との合併は、リスクの分散化を目指す欧米の非鉄メジャーにとって豪

ドル安は優良な豪州企業を安価に買収する絶好の機会であった。BHP と Billiton の

合併は鉱種や事業対象地域に重複がなく、相互補完関係による強力な資源開発

企業の誕生とも言える。また、ペルーの Tintaya とチリの Escondida を保有する BHP

と 2000 年の Rio Algom 買収によるチリの Cerro Colorado・ペルーの Antamina・アル

ゼンチンの Alumbrera を保有する Billiton の合併は、南米における銅生産拠点の確

立を意味する。Phelps Dodge の Cyprus Amax Minerals の買収は、米国における銅

鉱業の集約ばかりでなく、ペルーの Cerro Verde やチリの El Abra の権益確保によ

る南米の生産拠点にも役立っている。 

 

2006 年の大型企業買収は過去のケースと異なり、競争が激化する中での生き残
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りをかけた戦略とも考えられる。BHP Billitonの前CEOのポール アンダーソンは将

来、3～4 社の非鉄メジャーが世界の非鉄資源を掌握する可能性を指摘したことも

ある。世界の非鉄鉱業界の株式時価総額は、Micro Soft 社 1 社以下の規模であり、

3 大非鉄メジャーと呼ばれる Anglo American・BHP Billiton・Rio Tinto 社のそれぞれ

の売上高は、オイルメジャーの 10 分の 1 程度でしかない。企業の合併・買収による

経営規模の拡大は、投資家を惹きつけるためにもに重要であろう。さらに、企業の

合併・買収の目的として、多様な政治経済や地質環境における鉱業活動の推進の

ためのグローバル化、技術開発に必要な R & D 予算確保や 大規模鉱山開発の資

金調達に必要な大型化の他、企業の大型化は企業買収からの防御策にもなると

思われる。金属価格の高騰による非鉄メジャーの利益拡大は、さらなる大型企業

買収をもたらし、限られた非鉄メジャーの寡占化や集中度を高めることに通じる可

能性もある。 

 

このような背景において、銅・亜鉛・鉛・ニッケルの鉱山を中心としたサプライサイ

ド分析を行った。その結論は以下の通りとなった。 

 

（銅） 

①  2005 年における上位 25 鉱山による生産量は、世界銅鉱山生産量の 54%を占    

めている。25 鉱山のうち、埋蔵銅量が 10 百万 t を越える鉱山は、Grasberg・

Escondida・El Teniente・Andina・Chuquicamata・Collahuasi・Los Pelambres・Olympic 

Dam の 8 鉱山であり、Olympic Dam を除く 7 鉱山がポーフィリーカッパー鉱床である 

② 今後 10 年以内に鉱山開発の可能性があるプロジェクトは 18 件あり、その地理    

的分布は、ペルー(3 件)・ブラジル(3 件)・アルゼンチン(2 件)・チリ(2 件)と南米だけで

も過半数を占めている。 

③ 2005～2015 年の銅地金需給バランスは、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。現在最も可能性のあるケースとして、銅地金需給バ

ランスは 2006～2012 年まで供給過剰の状態が続き、2013 年以降になって供給不

足になることが大方の見方である。需給関係が変化する中、銅鉱山生産は、価格

弾性値も低く、需給関係の変化にすばやく対応出来ないため将来的にも供給過剰

や供給不足の状態は続くものと思われる。既存鉱山の生産こそ減衰傾向にあるが、

新規鉱山開発の可能性の高い案件や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、すべての新規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、
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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。 

 

（亜鉛） 

① 2005 年における亜鉛生産上位 25 鉱山は、亜鉛生産規模が 75 千 t/年以上であ

り、最大の生産規模を誇る Red Dog 鉱山は 568 千 t に達する。上位 25 鉱山におい

て、世界鉱山生産量の 49%を占めている。上位 25 鉱山の平均亜鉛品位は 5.58%で

あるが、Antamina(0.97%)～Vazante 鉱山(21.40%)と大きな幅が認められる。25 鉱山

の埋蔵亜鉛量は 76.9 百万 t であり、2005 年の生産量(4,563 千 t)で割ると、マインラ

イフは 16.9 年分となる。 

② 今後 10 年以内に新規鉱山開発が予想されるうちピーク時の生産規模が 50 千 t/

年以上の案件は15件あげられる。15案件の埋蔵亜鉛量は30,037千tであり、2005

年亜鉛鉱山生産量(9,324 千 t)の 3.2 年分でしかない。 

③ 2005～2015 年の亜鉛地金需給バランスは、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。現在最も可能性のあるケースとして、亜鉛地金需

給バランスは 2005～2007 年まで供給不足の状態が続き、2008～2011 年の間は供

給過剰になることが大方の見方である。そして、2012 年以降は再び供給不足にな

ると予想されている。需給関係が変化する中、亜鉛鉱山生産は、価格弾性値も低く、

需給関係の変化にすばやく対応出来ないため将来的にも供給過剰や供給不足の

状態は続くものと思われる。既存鉱山の生産こそ減衰傾向にあるが、新規鉱山開

発の可能性の高い案件やポテンシャル案件を加えると亜鉛地金生産や消費量より

も亜鉛鉱山供給量は多い。従って、すべての新規鉱山開発が実現すれば、需要に

応じた供給が続くものと思われる。 

 

（鉛） 

① 2005 年における鉛生産上位 25 鉱山は、世界鉱山生産の 45%を占めている。最大

の生産規模を誇る Cannington は 288 千 t に達する。上位 25 鉱山において、埋蔵

鉛量が 1 百万 t を越える鉱山は 5 鉱山（Viburnum, Red Dog, Mount Isa, Cannington, 

Xitieshan ） の み で あ る 。 上 位 25 鉱 山 の 平 均 鉛 品 位 は 3.95% で あ る が 、

Century(1.30%)～Cannington 鉱山(10.40%)と大きな幅が認められる。25 鉱山の埋蔵

鉛量は 22.1 百万 t であり、2005 年の生産量(1,642 千 t)で割ると 13.4 年分に相当す

る量となる。 

② 2006～2015 年の 10 年以内に可能性案件として、新規鉱山開発が予想されるうち
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ピーク時の生産規模が 15 千 t/年以上の案件は 10 件あげられる。10 案件の埋蔵

鉛量は 10,965 千 t であり、2005 年鉛鉱山生産量(3,655 千 t)の 3.0 年分でしかない。 

③ 2005～2015 年の鉛地金需給バランスは、2005～2006 年まで供給不足の状態が

続き、2007～2011 年の間は供給過剰になることが大方の見方である。そして 2012

年以降は再び供給不足になると予想されている。既存鉱山の生産こそ減衰傾向に

あるが、新規鉱山開発の可能性の高い案件やポテンシャル案件、さらには自動車

のバッテリーからのリサイクルによる二次鉛地金を加えると鉛地金消費量よりも鉛

供給量は多い。従って、すべての新規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。 

 

（ニッケル） 

①  2005 年におけるニッケル生産上位 25 鉱山は、世界生産の 78%を占めている。25

鉱山中、豪州(4 鉱山)・ロシア(4 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 12 千 t

以上のニッケル生産実績がある。 

②  世界の主要ニッケル鉱山による 2005～2015 年までのニッケル鉱山開発の可能

性の高い新規鉱山開発案件は 10 件あり、ブラジル(4 件)と豪州(2 件)以外はニュー

カレドニア、パプアニューギニア、トルコ、南アフリカ共和国、カナダ、マダガスカルと

広範な地域からなる。10 件のニッケル鉱床のうち、豪州の Flying Fox 以外の 9 件は

ラテライト鉱床である。 

③  新規鉱山開発の 9 件に関して、初期生産規模と初期投資額の関係から、9 鉱山

のマインライフを 40 年と仮定した場合の開発コストは 286￠/Lb となる。 

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。 

⑤  ニッケルの需給バランスは、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。ニッケル消費の 60%以上はステンレス向け

であり、2005～2015 年の消費予測は、ステンレス需要と工業生産指数の相関関係
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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 1,280 千 t から 2015 年の 1,958 千 t まで年率 5%

程度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

11.5%)・日本(同 4.0%)・米国(同 3.4%)が指摘されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 章 銅 
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1. 世界の主要銅鉱山 

 
世界の銅鉱床は次の 3 グループに分類される。 

 

① ポーフィリーカッパー鉱床 

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、世界埋蔵量の約 70％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。この鉱床は主に環太平洋地域に広く分布する造山

帯に集中しており、特に、南米のチリには多くの大規模な斑岩銅鉱床があり、世界的な

銅の供給源となっている。 

 

② 堆積性銅鉱床 

ザンビア・コンゴに分布するカッパーベルトは、幅 50km、長さ 320km の規模の弓形の

褶曲帯を形成する砂岩中に賦存。また、含銅頁岩は、頁岩中に賦存する堆積性銅鉱床で

あり、Kupferschiefer とも呼ばれる。この鉱床は、英国東部からドイツ・ポーランドま

で広く分布する。これらの堆積性銅鉱床の埋蔵量は世界の 12％程度と推定される。 

 

③ 火山性塊状硫化鉱床 

日本の黒鉱鉱床や米国やカナダに分布する多金属硫化物鉱床に代表される。海底火山

活動に伴う噴気堆積鉱床で、火山岩を母岩としたり火山岩・火山砕屑岩・堆積岩の境界

に発達することもある。金属量比や母岩の特徴から、キプロス型（Cu 型）・別子型（Cu

型）・黒鉱型（Zn-Pb-Cu 型）・ノランダ型（Zn-Cu 型）に細分される。このグループの銅

埋蔵量は世界の 10％程度と推定される。 

 

その他、班れい岩～粗粒玄武岩の層状貫入岩中に塊状・鉱染状に賦存するシベリアの 

Norilsk 鉱床、カナダの Sudbury 鉱床、中国の金川鉱床、Voisey’s Bay 等世界屈指の 

Ni-Cu-PGE 鉱床もある。 

 

2005 年における銅生産上位 25 鉱山は、銅生産規模が 160 千 t/年以上であり、最大の生

産規模を誇る Escondida は 1,271 千 t に達する。この量はわが国の 1 年間の銅消費に匹敵

する。上位 25 鉱山の銅鉱山生産量は、世界銅鉱山生産の 54％を占めている（表 1）。25 鉱

山のうち、ポーフィリーカッパーの鉱山が圧倒的に多く、このグループに属する鉱山数は、

Escondida、Grasberg、Chuquicamata、El Teniente、Morenci、Collahuasi、Los Pelambres、

Radomiro Tomic、Batu Hijau、Andina、Bingham Canyon、El Abra、Ok Tedi、La Candelaria、

Los Bronces、Alumbrera、Sar-Cheshmeh、Highland Valley、Cuajone の 19 に達している。

19 鉱山における 2005 年の銅鉱山生産量は、6,573 千 t であり、25 鉱山生産の 81％を占め

ている。表 1 には、上位 25 鉱山の鉱山名・所在国・ 2005 年銅生産量・採掘方法・権益の

保有状況・埋蔵量・埋蔵品位のデータが纏められている。わが国企業の権益状況は、マイ

ナーシェア（10～40％）であるが、上位 25 鉱山中、7鉱山に関与している。 
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上位 25 鉱山における鉱山規模を明らかにするために、埋蔵銅量と銅品位の関係をプロッ

トした（図 1）。埋蔵量（Reserve）についての定義については、既知鉱物資源量の中で経済

的に採掘または採掘可能な部分（米国鉱山局及び米国地質調査所、1980）とした。つまり、

埋蔵量には、「確定鉱量」と「推定鉱量」があるが、本レポートでは可能な限り、「確定鉱

量」を採用した。例えば、チリの CODELCO が公表しているアニュアルレポートの中で、El 

Teniente の推定鉱量は、103.7 億 t（銅品位 0.61％）であり、銅量として 63 百万 tにも達

するからである。 
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埋蔵銅量が 10 百万 tを越える鉱山は 8 鉱山（Grasberg、Escondida、 El Teniente、Andina、

Chuquicamata、Collahuasi、Los Pelambres、Olympic Dam）であり、Olympic Dam を除く 7

鉱山はポーフィリーカッパーである。ポーフィリーカッパーは銅品位こそ低い（0.46～

1.24％）が、鉱床規模が大きいため、埋蔵銅量が大きくなる場合がある。一方、ロシアの

Oktyabrasky は Norilsk Nickel 社が保有する鉱山で、銅品位が 5.60％と高いが埋蔵量が

小さいため、埋蔵銅量としては 5 百万 t 程度である。25 鉱山の埋蔵銅量は 208 百万 t で

あり、2005 年の生産量（8,132 千 t）で割ると、マインライフは 25.6 年分となる。 

 

銅鉱山は副産物として、モリブデンや金等を伴うが、モリブデン品位の高い鉱山が 

Chuquicamata（0.04％）・ Bingham Canyon（0.04％）・ El Teniente（0.03％）・Antamina

（0.03％）とアメリカ大陸側に分布するのに対し、金品位の高い鉱山は Ok Tedi（1.06g/t）・

Grasberg（0.97g/t）のようにアジア側に存在する。ただ、アルゼンチンの Alumbrera

（0.52g/t）のように例外も見られる。 

 

 

2. 予想される新規鉱山開発案件 

 
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、2005 年の生産水

準（14,993 千 t）で約 27 年のマインライフがある。拡大する銅需要に対して、既存鉱山

の拡張が計画されている。拡張計画されている主要な既存鉱山として、Andina・ Olympic 

Dam・ Chuquicamata・ Los Bronces・ Collahuasi・Cananea があげられる。 

各社年報や文献調査に基づく、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。 

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。 
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銅価格は 2003 年から上昇に転じ、特に、2004 年 4 月以降、投機資金の流入によって加

速度的に上昇し、2005 年 5 月中旬には 8,788$/t に達した。この価格は 2003 年の価格の約 

4.9 倍も高騰したことになる。この価格高騰によって、従来ポテンシャル案件と考えられた

ものが、最近になって可能性案件として扱われるようになった。2006～2015 年の 10 年以

内に可能性案件として、新規鉱山開発が予想されるうちピーク時の生産規模が 100 千 t/

年以上の案件は 18 件あげられる。そのうち、17 件は硫化鉱鉱山開発であり、残りの 1 件

は SXEW による鉱山開発である（表 2）。表 2 には、鉱山名・所在国・採掘方法・権益の保

有状況・埋蔵量・品位・生産開始予定年・初期投資額・生産規模の情報が示されている。

18 案件の埋蔵銅量は 131,813 千 t であり、2005 年銅地金消費量（16,755 千 t）の 7.8 年

分に相当する。 

 

 

 
 

新規鉱山開発（可能性案件）18 件の地理的分布は、ペルー（3件）・ブラジル（2 件）・ア

ルゼンチン（2件）・チリ（2 件）と南米だけで 50％を占めている。埋蔵銅量と銅品位の関

係をプロットすると、埋蔵銅量で 10 百万 tを越える銅鉱山は、米国の Resolution Copper

（23 百万 t）・モンゴルの Oyu Tolgoi（19 百万 t）・ロシアの Udokan（18 百万 t）・フィリ

ピンの Tampakan（11 百万 t）の 4 件のみである（図 2）。カッパーベルトにあるザンビア

の Konkola Deep は銅品位が 3.95％と高いが、鉱床規模が小さく、埋蔵銅量は 5百万 t を

越える程度である。 
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鉱山開発にあたっては、初期生産規模は小さく、その後次第に拡張することが普通であ

る。また、初期生産規模も生産開始時期によって初年度の生産量も変わってくる。鉱山開

発に伴う初期投資額も計画段階と実際では大きく異なる場合もある。初期生産規模（銅量

千 t/年）と初期投資額（百万$）の関係を明らかにするために、両者をプロットした（図 3）。

両者の関係には明確な相関関係が認められなかったが、次式により表された。 

 

Y（初期投資額）=7.1524 X（初期生産規模）……………………（1） 

（相関係数= 0.5888） 

 

（1）式から、開発コストの算出方法を以下のように検討した。 

Y（初期投資額）/X（初期生産規模）=7.1524（百万$）/（銅量千 t/年） 

= 324.43 ￠/Lb …………（2） 

今回、18 鉱山のマインライフを 20 年とし、20 年間インフレがないと仮定した場合の開

発コストは（3）式で示されるように 16.22￠/Lb となる。 

 

開発コスト= 324.43￠/Lb/（マインライフ 20 年） 

= 16.22￠/Lb ……………………………………………（3） 

 

図 3 の直線が回帰式（1）を示しており、回帰式の下位にある鉱山開発案件のペルーにお

ける Toromocho・Las Bambas・ Antapaccay の 3 件は開発コストが安く、回帰式の上位に

ある米国の Resolution Copper はコストが極めて高いことを示している。 

 

米国の Resolution Copperを異常値とみなし、統計処理から除外すると次式のようになる。 

Y（初期投資額）= 4.2812X（初期生産規模）…………………………（1’） 

（相関係数= 0.7019） 

（1’）式から、開発コストの算出方法を以下のように検討した。 
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Y（初期投資額）/X（初期生産規模）=4.2812（百万$）/（銅量千 t/年） 

=194.19￠/Lb …………………………（2’） 

 

今回、18 鉱山のマインライフを 20 年とし、20 年間インフレがないと仮定した場合の開

発コストは（3’）式で示されるように 9.71￠/Lb となる。 

開発コスト=194.19￠/Lb/（マインライフ 20 年） 

= 9.71￠/Lb ………………………………………………………（3’） 

 

 
 

 

ポテンシャル案件として生産規模が 100 千 t/年以上のものは、ブラジル（Alemao）、チ

リ（Cerro Casale、Conchi、Mocha）、エクアドル（Junin、San Carios）、メキシコ（El Alco）、

ナミビア（Haib）、パナマ（Cerro Colorado、Petaquilla）、パプアニューギニア（Frieda River、

Golpu）、ペルー（Galeno、La Granja、Quellaveco、 Rio Blanco、Michiquillay）、米国（Pebble）、

モンゴル（Shivee Tolgoi）、ミャンマー（Letpadaung SXEW）がある。このポテンシャル案

件のうち、パナマの Petaquilla については、中国の金川集団公司が 2006 年 9 月に開発投

資のために Petaquilla Mining 社と協議している。また、ペルーの Michiquillay について

は、2006 年 9 月中にペルー投資促進庁によって入札公示が予定されている。さらに、ペル

ーエネルギー鉱山省と投資促進庁は地域住民との間で河川水質と水量を保証する合意協議

が結ばれており、この 2 案件は、状況に応じて、今後 10 年以内に開発されることもあり

得る。また、このポテンシャル案件のすべてが開発されれば、2～8百万 t/年規模の銅生産

が理論的に可能となる。従って、需要拡大に対する供給ポテンシャルは十分にあると考え

られる。 
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3. 銅鉱山開発の展望 

 
2005～2015 年までの世界銅鉱山生産の見通しのために、既存鉱山からの生産計画、新規

鉱山開発の可能性案件からの生産計画を検討した。既存鉱山からの銅生産は、2005年の 

14,924 千 t から 2008 年の17,192 千 t まで増加するがその後、減少に転じて、2015年には

13,729 千 t になることが予想される。新規鉱山開発の可能性案件からの銅生産は、2007 年

の 75 千 t から拡大し、2015 年には 5,880 千 t と推定される。その結果、既存鉱山と可能性

案件の合計の銅生産は、2005 年の 14,924 千 t から増加傾向にあり 2012 年のピーク（21,042

千 t）に達した後、減少し、2015 年には 19,609 千 t となる（表 3）。  

 

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、既

存鉱山からの銅生産を銅精鉱生産と SXEW 生産にわけて検討した（図 4）。既存鉱山からの

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。既存採掘部

分の SXEW による生産も Morenci・ Radomiro Tomic・ El Abra といった鉱山も 2007～2008

年以降、減産傾向にある。既存鉱山の拡張に伴う生産増（Andina・ Olympic Dam・

Chuquicamata・ Los Bronces・ Collahuasi 等の鉱山）は、鉱山ごとに明らかにしていない

が、その他鉱山生産の中に含まれている。 

 



 - 18 -  
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4. 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

査機関として国際銅研究会を始めとして、それぞれ特徴のある需給予測を行っている。銅

地金生産の 2005～2010 年の予測は、各既存製錬所の生産計画と増産計画から積み上げ方式

で推定している。銅地金消費の予測は、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。 

 

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 16,660 千 t から 2015 年の

23,700 千 t まで増加すると予想。乾式製錬による生産増加国としては、中国（2,570 千 t

から 4,930 千 t と年率 10％の伸び）や日本（1,395 千 t から 1,735 千 t）、米国（1,258 千 

t から 1,438 千 t）等がある。チリでは乾式製錬及び SXEW による生産が、2005 年の 2,841

千 tから 2009年には 3,590千 tとピークを迎えるが、2010年以降は減少傾向にあり、2015

年には 2,765 千 t と予想される。 

 

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 16,879 千 t から 2015 年の 24,403 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 3.1％の成長、2006～2015 年では 3.6％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が予想される。ロシアも2005年の627千tから 2015

年には 1,162 千 t と年率 6％以上の伸びが予想される。インドでは、2005 年の 396 千 t か

ら 2015 年 865 千 t と伸び率は年率 8％程度と予想される。 

 

その結果、銅地金の需給バランスは、2006 年から供給過剰が始まり、2012 年まで続くと

予想されている。そして、2013 年以降には再び供給不足になると予想している。 
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5. まとめ 

 
2005～2015 年の銅地金需給バランスは、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。現在最も可能性のあるケースとして、銅地金需給バランスは 2006～

2012 年まで供給過剰の状態が続き、2013 年以降になって供給不足になることが大方の見方

である。世界最大の銅鉱山（Escondida）に代表されるように、南米における鉱山ストの結

果、2006 年には供給過剰から供給不足になる可能性が高くなった。 

 

需給関係が変化する中、銅鉱山生産は、価格弾性値も低く、需給関係の変化にすばやく

対応出来ないため将来的にも供給過剰や供給不足の状態は続くものと思われる。既存鉱山

の生産こそ減衰傾向にあるが、新規鉱山開発の可能性の高い案件や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、すべての新規鉱山開発が実現す

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. 世界の主要亜鉛鉱山 

 
 世界の亜鉛鉱床は次の 3 グループに分類される。 

① 砕屑岩類中の層状鉱床（SEDEX: Sedimentary Exhalation) 

  このタイプに属する亜鉛鉱床は、母岩の構造と調和的に層状～板状、あるいは複雑な褶

曲構造をなして胚胎する。代表的な鉱山には、豪州の McArthur River・Broken Hill・Mount 

Isa、カナダの Sullivan などの大規模なものが多い。このタイプの亜鉛鉱床は、世界の亜

鉛埋蔵量の 43％を占めている。 

 

② 火山性塊状硫化物鉱床 

  このタイプに属する鉱床は、海底の火山活動に伴って生成した鉛・亜鉛などの硫化物を

主としており、一定の層準に沿って胚胎されることが多いので、層準規制鉱床とも呼ばれ

ている。火山性塊状硫化物鉱床は、カルクアルカリ岩系の酸性火山岩に伴う Noranda 型お

よび黒鉱型鉱床と海洋性玄武岩に伴う Cyprus 型鉱床（あるいは別子型鉱床）とに大別さ

れる。代表的な鉱山には、カナダの Flin Flon・Brunswick、豪州の Golden Grove・Rosebery、

などがある。このタイプの亜鉛鉱床は、世界の亜鉛埋蔵量の 23％を占めている。 

 

③ スカルン鉱床 

  炭酸塩岩が酸性～中性の火成岩の熱水による交代作用を受けて形成される塊状熱水鉱

床。このタイプの鉱床は、ペルーの Huanzala・Cerro de Pasco、アルゼンチンの Aguilar、

メキシコや米国南西部に分布する Manto 型や Chimney 型など酸性～中性の火成岩の貫入に

関連していることで特徴づけられる。このタイプの亜鉛鉱床は、世界の亜鉛埋蔵量の 8％

を占めている。 

 

④ ミシシッピバレー型鉱床 

  米国中西部ミシシッピ川流域に分布し、古生界中の炭酸塩岩に胚胎する鉛・亜鉛鉱床に

対して命名された。その後、世界各地の先カンブリア時代から中生代の炭酸塩岩中に、鉱

床の生成に関係したと考えられる火成岩が認められない鉛・亜鉛を主とする層状・塊状な

いし脈状の鉱床が確認され、これらがミシシッピバレー型鉱床に類似することから、広く

この名称が適用されるようになった。このタイプに属する代表的な鉱山は、米国の Balmat、

ブラジルの Morro Agudo などがある。 

 

 2005 年における亜鉛生産上位 25鉱山は、亜鉛生産規模が 75 千 t/年以上であり、最大の

生産規模を誇る Red Dog は 568 千 tに達する。この量はわが国の 1 年間の亜鉛消費（511 千

t）以上である。上位 25 鉱山の亜鉛鉱山生産量は、世界亜鉛鉱山生産の 49％を占めている

（表 1）。25鉱山上位のうち、SEDEX タイプに属するものは、第 1 位の Red Dog（568 千 t）・

第 2 位の Century（501 千 t）・第 5 位の Mount Isa（231 千 t）・第 9 位の McArthur River

（175 千 t）・第 10 位の Jinding（160 千 t）、火山性塊状硫化物鉱床に属するものは、第 4

位の Brunswick（266 千 t）・第 6 位の Tara（196 千 t）、スカルン鉱床に属するのは、第 3

位の Rampura-Agucha（390 千 t）・第 7位の Antamina（184 千 t）・第 8 位の Zyryanovsk（180

千 t）である。表 1には、上位 25鉱山の鉱山名・所在国・2005 年亜鉛生産量・採掘方法・

権益の保有状況・埋蔵量・埋蔵品位のデータが纏められている。わが国企業は、Antamina

鉱山に 10％の権益を保有しているだけである。 

 

 上位 25鉱山における鉱山規模を明らかにするために、埋蔵亜鉛量と亜鉛品位の関係をプ

ロットした（図 1）。埋蔵亜鉛量が 10 百万 tを越える鉱山は 2鉱山（Red Dog、Jinding）の

みである。上位 25 鉱山の平均亜鉛品位は 5.58％であるが、Antamina（0.97％）～Vazante

鉱山（21.40％）と大きな幅が認められる。25鉱山の埋蔵亜鉛量は 76.9 百万 t であり、2005

年の生産量（4,563 千 t）で割ると、マインライフは 16.9 年分となる。 
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 亜鉛鉱床は副産物として、鉛や銀等を伴うが、鉛品位の高い鉱山は中国の Xitieshan

（6.73％）であり、銀品位の高い鉱山は豪州の Rosebery（147g/t）である。 
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2. 予想される新規鉱山開発案件 

 
 国際鉛・亜鉛研究会の 2006 年 10 月会議資料によると、亜鉛地金需給は、2006 年で 485

千 t の不足、2007 年で 186 千 t の不足と予測されている。英国の調査機関でも 2007 年は

70 千 t の供給不足かあるいは需給がタイトの状況になることを予想している。現在、世界

の亜鉛埋蔵量は 220 百万 t と推定されており、2005 年の生産水準（9,324 千 t）で約 24年

のマインライフがある。拡大する亜鉛需要に対して、既存鉱山の拡張が計画されている。

拡張計画されている主要な既存鉱山として、McArthur River・Lanping があげられる。 

 各社年報や文献調査に基づく、将来の亜鉛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。 

 ③ ポテンシャル案件： 

   条件によっては開発の可能性のあるプロジェクト。 

 

 亜鉛価格は 2003 年から上昇に転じ、特に、2004 年 4 月以降、投機資金の流入によって加

速度的に上昇し、2005 年 5 月中旬には 3,990$/t に達した後、乱高下を繰り返した後、2006

年 11 月中旬には 4,580$/t の最高値を記録した。この価格は 2003 年の価格の約 5.9 倍も高

騰したことになる。この価格高騰によって、従来ポテンシャル案件と考えられたものが、

最近になって可能性案件として扱われるようになった。2006～2015 年の 10年以内に可能性

案件として、新規鉱山開発が予想されるうちピーク時の生産規模が 50 千 t/年以上の案件は

15 件あげられる（表 2）。表 2 には、鉱山名・所在国・採掘方法・権益の保有状況・埋蔵量・

品位・生産開始予定年・初期投資額・生産規模の情報が示されている。15 案件の埋蔵亜鉛

量は 30,037 千 t であり、2005 年亜鉛鉱山生産量（9,324 千 t）の 3.2 年分でしかない。 
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 新規鉱山開発（可能性案件）15 件の地理的分布は、アジア（4 件）・中南米（3 件）・欧州

（3 件）・北米（2件）・アフリカと豪州と中東（それぞれ 1 件）と汎世界的な広がりを示し

ている。埋蔵亜鉛量と亜鉛品位の関係をプロットすると、埋蔵亜鉛量で 3 百万 t を越える

亜鉛鉱山は 3 鉱山に限定されており、ロシアの Ozernoye（8.3 百万 t）・ボリビアの San 

Cristobal（3.7 百万 t）・イランの Mehdiabad（3.6 百万 t）のみである（図 2）。亜鉛品位

が 15％を越える鉱床は、カザフスタンの Shaimerden（21.1％）・ブルキナファソの Perkoa

（17.1％）・豪州の Lady Loretta（16.1％）・カナダの Perseverance（15.8％）と 4 鉱床に

限られている。15 鉱床の平均亜鉛品位は、2.9％であるが、随伴鉱物として鉛・銀等が認め

られる。 

 

 鉱山開発にあたっては、初期生産規模は小さく、その後次第に拡張することが普通であ

る。また、初期生産規模も生産開始時期によって初年度の生産量も変わってくる。鉱山開

発に伴う初期投資額も計画段階と実際では大きく異なる場合もある。初期生産規模（銅量

千 t/年）と初期投資額（百万$）の関係を明らかにするために、両者をプロットした（図 3）。

両者の相関係数は、0.7831 と高く、明確な相関関係が認められる。少なくとも、銅の新規

鉱山開発における初期生産規模と初期投資額の相関係数（0.5888）よりも高いことが明ら

かである。 
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亜鉛の新規鉱山開発については、次式により示される。 

  Y（初期投資額）＝0.3327 ×（初期生産規模） ………………………（1） 

   （相関係数 ＝ 0.7831） 

 

 （1）式から、開発コストの算出方法を以下のように検討した。 

  Y（初期投資額）/×（初期生産規模）＝ 0.3327（百万$）/（亜鉛量千 t/年 ） 

＝15.09￠/lb …………………（2） 
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今回、15 鉱山のマインライフを 20 年とし、20 年間インフレがないと仮定した場合の開

発コストは（3）式で示されるように 0.75￠/lb となる。 

  開発コスト ＝15.09￠/lb/（マインライフ 20年） 

＝0.75￠/lb ……………………………………（3） 

 
 図 3の直線が回帰式（1）を示しており、回帰式の下位にある鉱山開発案件のイランにお

ける Mehdiabad とペルーの Cerro Lindo は開発コストが安く、回帰式の上位にあるボリビ

アの San Cristobal やロシアの Ozernoye はコストが高いことを示している。 

 
 新規鉱山開発について、銅も亜鉛も 20 年のマインライフを想定した開発コストは、銅が

16.22￠/lb であり、亜鉛が 0.75￠/lb と大きく異なった数字を示している。この違いは、

新規鉱山開発に伴う金属品位の違い（銅平均品位 0.91％、亜鉛平均品位 2.91％）、鉱床の

形態の違い（銅鉱床は大規模で低品位の鉱染状、亜鉛鉱床は層状～塊状）などが大きな要

因と考えられる。本年 9月 14 日に、在ロンドンのコンサルタント会社（GFMS）が主催した

「Base Metal Seminar」において、Hew Roberts（CHR Metals 社）が「The Renaissance of 

the lead and zinc industries－What does the future hold ?」と題して講演した。その

中で、同氏は、市況低迷のもと鉛・亜鉛鉱山の減産や新規鉱山の停滞期が続いていたが、

最近の供給不足や投機資金の流入により亜鉛価格も高騰し、鉛・亜鉛鉱床の開発プロジェ

クト数も増加傾向にあることを指摘した。鉛・亜鉛鉱床の開発において特徴的なこととし

て、3点をあげた。 

 
 ①  地域的な偏在もなく、鉱床の規模が相対的に小さいため開発コストも小さく、開発

にかかる参入障壁が低い。同社の調査によると、現在進行中の 135 探鉱プロジェクト

と 83の稼行鉱山のうち、亜鉛埋蔵量が百万 t未満の鉱山が 8割以上に達する。 

 ②  大企業による M&A の動きがなく、中小の企業が多い。 

 ③  製錬所の閉鎖にかかる費用が相対的に高いため、亜鉛鉱石の調達による製錬所の延

命を図る傾向がある。 

 

 ポテンシャル案件として埋蔵亜鉛量が 5 百万 t 以上のものは、ロシアの Kholodnenskoe

（14.4 百万 t）・南アフリカの Gamsberg（8.6 百万 t）・カナダの Howards Pass（7.9 百万 t）・

豪州の Dugald River（5.8 百万 t）・ペルーの San Gregorio（5.0 百万 t）がある。最近の

亜鉛価格の高騰に伴い、ポテンシャル案件の鉱山開発が加速される可能性もある。 

 

 

3. 亜鉛鉱山開発の展望 
 

 2005～2015 年までの世界亜鉛鉱山生産の見通しのために、既存鉱山からの生産計画、新

規鉱山開発の可能性案件からの生産計画を検討した。既存鉱山からの亜鉛生産は、2005 年

の 9,324 千 t から 2009 年の 12,013 千 t まで増加するがその後、減少に転じて、2015 年に

は 8,531 千 t になることが予想される。新規鉱山開発の可能性案件からの亜鉛生産は、2007

年の 177 千 t から拡大し、2012 年には 1,972 千 t に増加するが、その後減少となり、2015

年には 1,667 千 t と予想される。その結果、既存鉱山と可能性案件の合計の亜鉛生産は、

2005 年の 9,324 千 t から増加傾向にあり 2009 年のピーク（13,313 千 t）に達した後、減少

し、2015 年には 10,198 千 t となる。 

 
 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、

既存鉱山からと可能性案件からの亜鉛生産にわけて検討した（表 3）。既存鉱山からの亜鉛

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、

Broken Hill は 2011 年に、Hajar は 2012 年に、Rosebery と Cerro de Pasco は 2013 年に、 
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Endeavor は 2014 年に、それぞれ枯渇する。また、Antamina の既存採掘部分も 2010 年前後

以降減産傾向にある。 
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4. 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

調査機関として国際鉛・亜鉛研究会を始めとして英国では民間の調査機関もあり、それぞ

れ特徴のある需給予測を行っている。亜鉛地金生産の 2005～2015 年の予測は、各既存製錬

所の生産計画と増産計画から積み上げ方式で推定している。亜鉛地金消費の予測は、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。 

 

 2006年10月に開催された国際鉛・亜鉛研究会での会議資料によると、亜鉛地金の需給は、

2005 年が 442 千 tの不足、2006 年も 485 千 tの不足、2007 年も 186 千 t の不足が続き、2008

年以降になって供給過剰と予測している。 

 

 英国調査機関による亜鉛地金生産の 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 9,324 千

t から 2009 年の 13,313 千 t まで増加後、減少に転じ、2015 年には 10,198 千 tになると予

想。亜鉛地金生産の拡大は中国が大きく貢献しており、2006～2008 年は年率 16～20％の生

産増、2009～2015 年は年率 1～5％の生産増が予想されている。 

 

 英国調査機関による亜鉛地金消費の 2005～2015 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 10,653 千 t から 2015 年の 14,588 千 tまで増加

することを予想。世界の亜鉛地金消費量は、2006～2015 年では年率 3％の成長の伸びを予

想している。中国の消費伸び率は 2002～2009 年では 13.2％、2009～2015 年では 3.9％と、

依然として高い消費伸び率が予想される。2002～2009 年の高い消費伸び率は、インド

（7.6％）・ブラジル（4.3％）・ロシア（4.2％）で予想される。一方、2002～2009 年でマイ

ナスの成長が予想されるのは、英国（－1.8％）・ベルギー（－0.4％）である。 
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その結果、亜鉛地金の需給バランスは、2005～2007 年に供給不足の状態にあり、2008～

2011 年まで供給過剰となり、2012 年以降には再び供給不足になると予想している（図 4）。 

 

 

5. まとめ 

 
 2005 年における亜鉛生産上位 25鉱山は、亜鉛生産規模が 75 千 t/年以上であり、最大の

生産規模を誇る Red Dog は 568 千 t に達する。上位 25 鉱山において、埋蔵亜鉛量が 10 百

万 t を越える鉱山は 2 鉱山（Red Dog、Jinding）のみである。上位 25 鉱山の平均亜鉛品位

は 5.58％であるが、Antamina（0.97％）～Vazante 鉱山（21.40％）と大きな幅が認められ

る。25 鉱山の埋蔵亜鉛量は 76.9 百万 t であり、2005 年の生産量（4,563 千 t）で割ると、

マインライフは 16.9 年分となる。 

 

 2006～2015 年の 10 年以内に可能性案件として、新規鉱山開発が予想されるうちピーク時

の生産規模が 50 千 t/年以上の案件は 15 あげられる。15 案件の埋蔵亜鉛量は 30,037 千 t

であり、2005 年亜鉛鉱山生産量（9,324 千 t）の 3.2 年分でしかない。 

 

 2005～2015 年の亜鉛地金需給バランスは、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。現在最も可能性のあるケースとして、亜鉛地金需給バランスは 2005

～2007 年まで供給不足の状態が続き、2008～2011 年の間は供給過剰になることが大方の見

方である。そして、2012 年以降は再び供給不足になると予想されている。 

 

 需給関係が変化する中、亜鉛鉱山生産は、価格弾性値も低く、需給関係の変化にすばや

く対応出来ないため将来的にも供給過剰や供給不足の状態は続くものと思われる。既存鉱

山の生産こそ減衰傾向にあるが、新規鉱山開発の可能性の高い案件やポテンシャル案件を

加えると亜鉛地金生産や消費量よりも亜鉛鉱山供給量は多い。従って、すべての新規鉱山

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、亜鉛

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、亜鉛価格

の周期的変動も十分に有り得ることと思われる。 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 3 章 鉛 
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1. 世界の主要鉛鉱山 

 
 1990 年代における世界の鉛消費量の成長率は 2.2％/年であり、銅・アルミの 3.7％/年や

亜鉛の 3.4％/年に比較するとベースメタルの中でも最も低い成長率であった。また、鉛は

ベースメタルの中で最も安い価格であり、鉛の製錬コストは価格に比べて相対的に高かっ

た。そのため、新たな鉛鉱床を発見し、鉛鉱山開発を推進する経済的なインセンティブは

ほとんどなく、多くの非鉄企業の探査や鉱山開発も鉛よりも、金・銅あるいは銅-亜鉛に向

けられていた。その結果、鉛は亜鉛鉱床の共産物や副産物として生産されるだけであった。 

 

 鉛は他のベースメタルと比較して、リサイクル率が高いという特徴もある。鉛の用途の

大半は自動車用バッテリー（鉛蓄電池）であり、日本ではリサイクルシステムが確立され

ているため、回収率は 95％以上となっている。その他の用途である無機薬品は管球ガラス

用が大半で、テレビのブラウン管やパソコンの CRT 等に使われている。特にブラウン管の

ファンネル部は放射線遮蔽のため鉛が多く使われる。日本では、家電リサイクル法の施行

によりブラウン管はほぼ完全回収され、再利用されている。2005 年における世界鉛地金生

産量は 7,418 千 t であり、二次鉛地金生産量は 3,456 千 t に達しており、リサイクル率は

47％である。 

 

 鉛は基本的に亜鉛と共生するため、鉛の鉱床は亜鉛鉱床と同様に次の 3 グループに分類

される。 

 

① 砕屑岩類中の層状鉱床（SEDEX: Sedimentary Exhalation） 

 このタイプに属する鉱床は、母岩の構造と調和的に層状～板状、あるいは複雑な褶曲構

造をなして胚胎する。代表的な鉱山には、豪州の McArthur River・Broken Hill・Mount Isa、

カナダの Sullivan などの大規模なものが多い。 

 

② 火山性塊状硫化物鉱床 

   このタイプに属する鉱床は、海底の火山活動に伴って生成した銅・鉛・亜鉛などの硫

化物を主としており、一定の層準に沿って胚胎されることが多いので、層準規制鉱床と

も呼ばれている。火山性塊状硫化物鉱床は、カルクアルカリ岩系の酸性火山岩に伴う 

Noranda 型および黒鉱型鉱床と海洋性玄武岩に伴う Cyprus 型鉱床（あるいは別子型鉱床）

とに大別される。代表的な鉱山には、カナダの Flin Flon・Brunswick、豪州の Golden 

Grove・Rosebery などがある。 

 

③ スカルン鉱床 

   炭酸塩岩が酸性～中性の火成岩の熱水による交代作用を受けて形成される塊状熱水鉱

床。このタイプの鉱床は、ペルーの Huanzala・Cerro de Pasco、アルゼンチンの Aguilar、

メキシコや米国南西部に分布する Manto 型や Chimney 型など酸性～中性の火成岩の貫入

に関連していることで特徴づけられる。 

 

④ ミシシッピバレー型鉱床 

   米国中西部ミシシッピ川流域に分布し、古生界中の炭酸塩岩に胚胎する鉛・亜鉛鉱床

に対して命名された。その後、世界各地の先カンブリア時代から中生代の炭酸塩岩中に、

鉱床の生成に関係したと考えられる火成岩が認められない鉛・亜鉛を主とする層状・塊

状ないし脈状の鉱床が確認され、これらがミシシッピバレー型鉱床に類似することから、

広くこの名称が適用されるようになった。このタイプに属する代表的な鉱山は、米国の

Balmat、ブラジルの Morro Agudo などがある。 

 

  2004 年における西側諸国の確定・推定埋蔵量中の平均金属品位は、亜鉛（5.5％）・鉛

（1.6％）・銅（0.5％）・銀（49.6g/t）・金（0.2g/t）となっている。埋蔵量中の亜鉛：鉛
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の比率は、1982 年における 1.7：1 から、1992 年の 2.6：1、2004 年には 3.4：1 と鉛分が

減少するように変化している。この事実は、多くの亜鉛-鉛鉱山の閉鎖、亜鉛に富む鉱山の

開発、銅-亜鉛鉱山の開発（特に、ペルーの Antamina）に起因している。 

 

 2005 年における鉛生産上位 25 鉱山は、鉛生産規模が 20 千 t/年以上であり、最大の生産

規模を誇る Cannington は 288 千 tに達する。この量はわが国の 1 年間の鉛消費（294 千 t）

にほぼ相当する。上位 25鉱山の鉛鉱山生産量は、世界鉛鉱山生産の 45％を占めている（表

1）。上位 25 鉱山のうち、SEDEX タイプに属するものは、第 1位の Cannington（288 千 t）・

第 3 位の Mount Isa（160 千 t）・第 4 位の Red Dog、第 6位の Broken Hill（71 千 t）・第 7

位の Century（71 千 t）、火山性塊状硫化物鉱床に属するものは、第 5 位の Brunswick（75

千 t）、ミシシッピバレー型鉱床に属するのは、第 2 位の Viburnum（256 千 t）である。表 1

には、上位 25 鉱山の鉱山名・所在国・2005 年鉛生産量・採掘方法・権益の保有状況・埋蔵

量・埋蔵品位のデータが纏められている。上位 25 鉱山中、わが国企業は、東邦亜鉛が

Endeavour 鉱山の権益（24.6％）を保有する他、日本側共同企業体（日鉱金属・丸紅・三井

物産）が McArthur River の権益（25％）を保有していたが、2005 年 9 月に Xstrata に売却

した。 
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上位 25 鉱山における鉱山規模を明らかにするために、埋蔵鉛量と鉛品位の関係をプロッ

トした（図 1）。埋蔵鉛量が 1 百万 tを越える鉱山は 5 鉱山（Viburnum、Red Dog、Mount Isa、

Cannington、Xitieshan）のみである。上位 25鉱山の平均鉛品位は 3.95％であるが、Century

（1.30％）～Cannington 鉱山（10.40％）と大きな幅が認められる。25 鉱山の埋蔵鉛量は

22.1 百万 t であり、2005 年の生産量（1,642 千 t）で割ると、13.4 年分となる。 

 

 鉛鉱床は副産物として、亜鉛や銀等を伴うが、亜鉛品位の高い鉱山は米国の Red Dog

（17.90％）であり、銀品位の高い鉱山は豪州の Cannington（465g/t）である。 

 

 

 
 

 

2. 予想される新規鉱山開発案件 

 
 国際鉛・亜鉛研究会の 2006 年 10 月会議資料によると、鉛地金需給は、2006 年で 36 千 t

の過剰、2007 年で 65千 t の過剰と予測されている。この過剰な量も消費量からすると 1％

以内であり、需給はタイトと考えた方が良いかもしれない。LME 在庫は 2006 年 6 月に 111

千 t のピークに達して、その後は減少傾向にあり、鉛価格は高騰を始め 6月の 963$/t から

12 月 11 日には LME 在庫が 40 千 t を割るとともに 1,809$/t となった。その背景には、世

界最大の消費国である中国の高い伸び率（2003 年以降は年率 24～37％）が指摘される。2005

年における中国の鉛地金消費量は世界消費量の 45％を占めている。しかも、鉛の生産と密

接に関係する亜鉛は 2006～2007 年に供給不足との見通しもあり、供給に制約がある可能性

もある。 

 

 現在、世界の鉛埋蔵量は 67 百万 t と推定されており、2005 年の生産水準（3,655 千 t）

で約 18 年分に相当する量である。拡大する鉛需要に対して、既存鉱山の拡張が計画されて

いる。拡張計画されている主要な既存鉱山として、Mount Isa・Lanping があげられる。 

  

各社年報や文献調査に基づく、将来の鉛供給のソースとして以下の 3 ケースが想定され

ている。 
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 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。 

 ③ ポテンシャル案件：条件によっては開発の可能性のあるプロジェクト。 

 

 2001～2002 年には 452～476$/t 程度と低迷していた鉛価格は 2003 年以降、上昇傾向に転

じた。2006 年になってからの価格高騰はめざましく、2006 年 6月から年末にかけて約 2 倍

も高騰している。鉛価格が最高に達した時期は、ドイツの Nordenham 製錬所が火災事故に

より 3 週間生産停止によるものであった。今後の鉛価格動向によっては、鉱山開発計画も

変更される可能性もある。 

 

 2006～2015 年の 10 年以内に可能性案件として、新規鉱山開発が予想されるうちピーク時

の生産規模が 15 千 t/年以上の案件は 10 件あげられる（表 2）。表 2には、鉱山名・所在国・

採掘方法・権益の保有状況・埋蔵量・品位・生産開始予定年・初期投資額・生産規模の情

報が示されている。10案件の埋蔵鉛量は 10,965 千 t であり、2005 年鉛鉱山生産量（3,655

千 t）の 3年分でしかない。 

 

 

 
 

   

新規鉱山開発（可能性案件）10 件の地理的分布は、豪州（3 件）・欧州（3件）・アジア（3

件）・中南米（1 件）となっている。埋蔵鉛量と鉛品位の関係をプロットすると、埋蔵鉛量

で 1 百万 tを越える鉛鉱山は 3鉱山に限定されており、イランの Mehdiabad（4.9 百万 t）・

ロシアの Ozernoye（1.6 百万 t）・豪州の Dugald River（1.0 百万 t）のみである（図 2）。

鉛品位が 5％を越える鉱床は、インドネシアの Dairi（6.6％）・豪州の Lady Loretta（5.7％）

と 2 鉱床に限られている。10鉱床の平均鉛品位は 1.37％と低いが、メキシコの Pensaquito

（埋蔵量 335 百万 t、鉛品位 0.24％）が含まれているためであろう。 

 

 鉱山開発にあたっては、初期生産規模は小さく、その後次第に拡張することが普通であ

る。また、初期生産規模も生産開始時期によって初年度の生産量も変わってくる。鉱山開

発に伴う初期投資額も計画段階と実際では大きく異なる場合もある。初期生産規模（銅量

千 t/年）と初期投資額（百万$）の関係を明らかにするために、両者をプロットした（図 3）。

両者の相関係数は、0.6887 と高く、明確な相関関係が認められる。少なくとも、銅の新規

鉱山開発における初期生産規模と初期投資額の相関係数（0.5888）よりも高いことが明ら

かである。 
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 鉛の新規鉱山開発については、次式により示される。 

  Y（初期投資額）＝4.4414  X（初期生産規模）………………………（1） 

   （相関係数 ＝ 0.6887） 

 （1）式から、開発コストの算出方法を以下のように検討した。 

  Y（初期投資額）/ X（初期生産規模）＝4.4414（百万$）/（鉛量千t/年） 

 ＝201.46 ￠/lb  ……………………… （2） 

 

 今回、10 鉱山のマインライフを 20 年とし、20 年間インフレがないと仮定した場合の開

発コストは（3）式で示されるように 10.07￠/lb となる。 

  開発コスト＝201.46￠/lb/（マインライフ 20年） 

＝10.07￠/lb …………………………………………………（3） 

 

 図 3の直線が回帰式（1）を示しており、回帰式の下位にある鉱山開発案件の豪州におけ

る Lady Loretta・Hellyer Tailings・Dugald River とウズベキスタンの Khandiza は開発

コストが安く、回帰式の上位にあるロシアの Ozernoye やギリシャの Olympias はコストが

高いことを示している。 
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新規鉱山開発について、銅・亜鉛・鉛とも 20 年のマインライフを想定した開発コストを

算出したが、銅が 16.22￠/lb、亜鉛が 0.75￠/lb、鉛が 10.07￠/lb と大きく異なった数字

を示している。この違いは、新規鉱山開発に伴う金属品位の違い（銅平均品位 0.91％、亜

鉛平均品位 2.91％、鉛平均品位 1.37％）、鉱床の形態の違い（銅鉱床は大規模で低品位の

鉱染状、鉛・亜鉛鉱床は層状～塊状）などが大きな要因と考えられる。2006 年 9 月 14 日に、

在ロンドンのコンサルタント会社（GFMS）が主催した「Base Metal Seminar」において、

Hew Roberts（CHR Metals 社）が「The Renaissance of the lead and zinc industries－

What does the future hold ?」と題して講演した。その中で、同氏は、市況低迷のもと鉛・

亜鉛鉱山の減産や新規鉱山の停滞期が続いていたが、最近の供給不足や投機資金の流入に

より亜鉛価格も高騰し、鉛・亜鉛鉱床の開発プロジェクト数も増加傾向にあることを指摘

した。鉛・亜鉛鉱床の開発において特徴的なこととして、3点をあげた。 

 

 ① 地域的な偏在もなく、鉱床の規模が相対的に小さいため開発コストも小さく、開発

にかかる参入障壁が低い。同社の調査によると、現在進行中の 135 探鉱プロジェクト

と 83の稼行鉱山のうち、亜鉛埋蔵量が百万 t未満の鉱山が 8割以上に達する。 

 ② 大企業による M&A の動きがなく、中小の企業が多い。 

 ③ 製錬所の閉鎖にかかる費用が相対的に高いため、亜鉛鉱石の調達による製錬所の延

命を図る傾向がある。 

 

 ポテンシャル案件として埋蔵鉛量が 1百万 t 以上のものは、カナダの Howards Pass（3.07

百万 t）・ペルーの San Gregorio（1.24 百万 t）・カナダの Prairie Creek（1.19 百万 t）・

カナダの Faro Grizzly（1.18 百万 t）・南アフリカの Big Syncline（1.00 百万 t）がある。

最近の鉛価格の高騰に伴い、ポテンシャル案件の鉱山開発が加速される可能性もある。 
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3. 鉛鉱山開発の展望 

 
 2005～2015 年までの世界鉛鉱山生産の見通しのために、既存鉱山からの生産計画、新規

鉱山開発の可能性案件からの生産計画を検討した。既存鉱山からの鉛生産は、2005 年の

3,060千tから2009年の3,675千tまで増加するがその後、減少に転じて、2015年には2,701

千 t になることが予想される。新規鉱山開発の可能性案件からの鉛生産は、2007 年の 22千

t から拡大し、2013 年には 480 千 t に増加するが、その後減少となり、2015 年には 439 千

t と予想される。その結果、既存鉱山と可能性案件の合計の鉛生産は、2005 年の 3,060 千 t

から増加傾向にあり 2009 年のピーク（3,951 千 t）に達した後、減少し、2015 年には 3,140

千 t となる（図 4）。 

 

 2005～2015 年における生産規模 20 千 t/年以上の主要鉛鉱山の生産見通しについて、既

存鉱山からと可能性案件からの鉛生産にわけて検討した（表 3）。既存鉱山からの鉛生産は、

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 と Naica は 2010 年に、

Broken Hill と Hajar は 2012 年に、Cerro de Pasco は 2013 年に、Magellan と Endeavour

は 2014 年に、それぞれ枯渇する。 
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4. 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

査機関として国際鉛・亜鉛研究会を始めとして英国では民間の調査機関もあり、それぞれ

特徴のある需給予測を行っている。鉛地金生産の 2005～2015 年の予測は、各既存製錬所の

生産計画と増産計画から積み上げ方式で推定している。鉛地金消費の予測は、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鉛需要を推定し、

積み上げ方式により行っている。 

 

 2006 年 10 月に開催された国際鉛・亜鉛研究会での会議資料によると、鉛地金の需給は、

2005 年が 110 千 tの不足、2006 年は 32千 tの過剰、2007 年も 55千 tの過剰が続くと予測

しているが、タイトな需給状況にあると考えた方がよさそうである。 
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 英国調査機関による鉛地金生産の 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 7,418 千 t

から 2015 年の 10,209 千 t まで増加傾向を予測している。鉛地金生産の拡大は中国が大き

く貢献しており、2002～2011 年は年率 10.9％の生産増、2011～2015 年は年率 3.2％の生産

増が予想されている。 

 

 英国調査機関による鉛地金消費の 2005～2015 年の予測は、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行っている。2005 年の 7,635 千 tから 2015 年の 10,280

千 t まで増加することを予想。世界の鉛地金消費量は、2002～2011 年では年率 3.7％、2011

～2015 年までは 3.0％の伸びを予想している。中国の消費伸び率は 2002～2011 年で 14.1％

と高い消費が予想されるが、2011～2015 年では 4.1％と頭打ちになることが予想される。

2002～2011 年において、北米でこそ消費伸び率が 0.2％/年とプラスであるが、欧州では－

0.4％/年、日本では－1.5％とマイナスの成長が予想される。 

 

 鉛は、欧州の RoHS（ローズ）規制で各種用途が使用制限や使用禁止となるなか、鉛蓄電

池は自動車を始め広く使われており、今後は主要用途として期待される。その結果、鉛地

金の需給バランスは、2005～2006 年に供給不足の状態にあり、2007～2012 年まで供給過剰

となり、2013 年以降には再び供給不足になると予想している。 

 

 

5. まとめ 

 
 2005 年における鉛生産上位 25 鉱山は、鉛生産規模が 20 千 t/年以上であり、最大の生産

規模を誇る Cannington は 288 千 t に達する。上位 25 鉱山において、埋蔵鉛量が 1 百万 t

を越える鉱山は 5 鉱山（Viburnum、Red Dog、Mount Isa、Cannington、Xitieshan）のみで

ある。上位 25鉱山の平均鉛品位は 3.95％であるが、Century（1.30％）～Cannington 鉱山

（10.40％）と大きな幅が認められる。25 鉱山の埋蔵鉛量は 22.1 百万 t であり、2005 年の

生産量（1,642 千 t）で割ると、13.4 年分に相当する量となる。 

 

 2006～2015 年の 10 年以内に可能性案件として、新規鉱山開発が予想されるうちピーク時

の生産規模が 15 千 t/年以上の案件は 10 あげられる。10 案件の埋蔵鉛量は 10,965 千 t で

あり、2005 年鉛鉱山生産量（3,655 千 t）の 3.0 年分でしかない。 

 

 2005～2015 年の鉛地金需給バランスは、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。現在最も可能性のあるケースとして、鉛地金需給バランスは 2005～

2006 年まで供給不足の状態が続き、2007～2012 年の間は供給過剰になることが大方の見方

である。そして、2013 年以降は再び供給不足になると予想されている。 

 

 需給関係が変化する中、鉛鉱山生産は、価格弾性値も低く、需給関係の変化にすばやく

対応出来ないため将来的にも供給過剰や供給不足が起きる状態は続くものと思われる。既

存鉱山の生産こそ減衰傾向にあるが、新規鉱山開発の可能性の高い案件やポテンシャル案

件、さらには自動車のバッテリーからのリサイクルによる二次鉛地金を加えると鉛地金消

費量よりも鉛供給量は多い。従って、すべての新規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、鉛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、鉛価格の周期的変動も十分に有り得ることと

思われる。 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 4 章 ニッケル 
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1. 世界の主要ニッケル鉱山 
 
 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

年に入っても、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、2006 年平均価格は 24,254$/t と前年比 65％の上昇となった。ステンレス鋼

生産増加、カナダやニューカレドニアにおける鉱山ストライキ懸念、投機筋の介入により、

2007 年以降、急激に高騰し、2007 年 3 月 19 日には 50,340$/t の大台に達した。LME ニッケ

ル在庫は、2006 年に入り減少を続け、6 月には 10千 t となり、7 月以降は 10 千 tを割り込

む低水準となり、2007 年 1 月には 3.4 千 t の低水準に達した。 

 
 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

現在ニッケル純分で 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（埋蔵量 98百万 t、Cu4.94％、

Ni1.69％）・Taimyrsky（80 百万 t、Cu2.74％、Ni2.47％）・Komsomolsky（22 百万 t、Cu2.15％、

Ni 0.83％）・Skallstaya（387 百万 t、Cu2.72％、Ni3.03％）・Zhdanovskoye（160 百万 t、

Cu0.31％、Ni0.67％）の 5 鉱床から構成されており、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。 

 
 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 Nickel（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はCVRDに、第4位のFalconbridge

はXstrataに、それぞれ買収された。その買収額は、170億$と161億$に達する大型買収であった。

CVRD と Xstrata はもともとニッケル鉱石をほとんど生産していなかったため、2006 年の企業別ニ

ッケル鉱石生産は生産会社名は変わったものの、寡占率はほぼ同じである。ただし、Xstrata は、

2007年3月にカナダのニッケル生産企業のLionOre社を買収することを発表した。買収額は40億

$と推定される。LionOreは、世界9位のニッケル生産者であり、豪州・ボツワナ・南アフリカ共和

国においてニッケル鉱山を所有する他、独自の湿式製錬技術を保有している。LionOreの2005年ニ

ッケル鉱山権益分生産は31千tであり、Falconbridge分の鉱山生産量の75千tを加えると、Xstrata

の権益分生産は106千tとなり、この結果、2007年において、XstrataはNorilsk Nickel・CVRD・

BHP Billiton に次ぐ世界第 4 位のニッケル生産企業となる。なお、4 月 2 日現在、BHP Billiton

もLionOreの買収に興味を示しており、今後の展開が注視される。 
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 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。 

 

 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

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。 

 

 2005 年におけるニッケル生産上位 25 鉱山は、世界生産の 78％を占めている。世界上位

25 鉱山中、豪州（4 鉱山）・ロシア（4 鉱山）・カナダ（3 鉱山）・ニューカレドニア（3 鉱山）・

インドネシア（2 鉱山）・キューバ（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 12千 t/年以上のニッケル生産実績がある（表 1）。世

界上位 25鉱山のニッケル品位と埋蔵量は図 1に示す。 
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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。 

 

 

2. 予想される新規鉱山開発案件 

 
 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 年までのニッケル鉱山の開発が計画されている主要な案件として、

Koniambo・Onca Puma・Ramu・Ambatovy などがあげられる（表 2）。ニューカレドニアにお

ける CVRD-Inco 社による Goro プロジェクトは、環境グループの反対等で遅延しており、現

時点では、2008 年の第 4四半期までに建設を完了し、3 か年をかけて 2011 年までにフル生

産に移行と言われているが、本レポートでは省略している。可能性の高い新規鉱山開発案

件（10件）の地理的分布は、ブラジル（2件）と豪州（2件）以外はニューカレドニア、パ

プアニューギニア、トルコ、南アフリカ共和国、カナダ、マダガスカルと広範な地域から

なる。10 件のニッケル鉱床のうち、豪州の Flying Fox 以外の 9 件はラテライト鉱床である。

埋蔵ニッケル鉱量で 1 百万 t を越える鉱床は、ニューカレドニアの Koniambo（3.7 百万 t）、

ブラジルの Onca Puma（2.2 百万 t）、パプアニューギニアの Ramu（1.4 百万 t）、マダガス

カルの Ambatovy（1.3 百万 t）の 4件である（図 2）。豪州の Flying Fox はニッケル品位が

5.60％と高いが、その他の鉱床は 0.62～2.56％の範囲にある。 

 

 鉱山開発にあたっては、初期生産規模は小さく、その後次第に拡張することが普通であ

る。また、初期生産規模も生産開始時期によって初年度の生産量も変わってくる。鉱山開

発に伴う初期投資額も計画段階と実際では大きく異なる場合がある。初期生産規模（ニッ

ケル量千 t/年）と初期投資額（百万$）の関係を明らかにするために、両者をプロットした

（図 3）。両者の関係には明確な相関関係が認められ、次式により表される。 

 

 Ｙ（初期投資額）=51.92Ｘ（初期生産規模）……………………（1） 

  （相関係数 = 0.8313） 
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（1）式から、開発コストの算出方法を以下のように検討した。 

 Ｙ（初期投資額）/Ｘ（初期生産規模）= 11,446￠/lb/年 ……………………（2） 

 

 今回、9 鉱山のマインライフを 40 年とし、40年間インフレがないと仮定した場合の開発

コストは（3）式で示されるように 286￠/lb となる。 

 

 開発コスト = 11,446￠/lb/（マインライフ 40年） 

= 286￠/lb ……………………………………………………………（3） 

 

 図 3 の直線が回帰式（1）を示しており、回帰式の下位にある Barro Alto は開発コスト

が安く、上位にある Koniambo が高いことを意味している。 

 

 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

Kalgoorlie Nickel（埋蔵量 903 百万 t、Ni 品位 0.74％）や Mt.Margaret（埋蔵量 488 百万

t、Ni 品位 0.67％）、ブルンジの Musongati（埋蔵量 185 百万 t、Ni 品位 1.31％）、キュー

バの San Felipe（埋蔵量 152 百万 t、Ni 品位 1.36％）や Pinares de Mayari（埋蔵量 200

百万 t、Ni 品位 1.10％）、インドネシアの Sampala（埋蔵量 380 百万 t、Ni 品位 1.30％）や

Gag island（埋蔵量 240 百万 t、1.35％）、マレーシアの Sabah Taval（埋蔵量 270 百万 t、

Ni 品位 0.75％）、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 4）。 

 

 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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3. ニッケル鉱山開発の展望 

 
 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、Xstrata-Sudbury・Black Swan・Cosmos・Kambalda は 2010 年に、

Agnew・Selebi-Phikwe 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 と Caldag（2007 年生産開始）、Jinchuan と Taimyrsky（2008 年）、Nickel Rim 

South と Kambalda 鉱山周辺（2009 年）、Koniambo （2010 年）、Barro Alto（2011 年）があ

る。生産規模が 10千 t/年を越える案件は 8件あり、豪州（2 件）のほか、トルコ・中国・

ロシア・カナダ・ニューカレドニア・ブラジルに分布している。 
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4. 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国際ニッケル研究会を始めとして、いくつかの機関がそれぞれ特徴の

ある需給予測を行っている。ニッケル地金生産の 2005～2015 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 1,287 千 tから 2009 年の 1,620

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、2.4％の伸び

である。2005～2015 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、HPAL 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。 
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 ニッケル消費の 60％以上はステンレス向けであり、2005～2015 年のニッケル消費予測は、

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 1,280 千 tから 2015

年の 1,958 千 tまで年率 5％程度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 11.5％）・日本（4.0％）・米国（3.4％）が指摘されている。 

 

  ニッケル鉱山生産の予測については、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 1,407 千 t から 2015 年に 1,837 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 232 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、120 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。 

 

 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、2010～2012 年は再び供給過剰となり、2013 年以降は供給不足の状

態が続くと予測される。国際ニッケル研究会（2007 年 2月）によると、2006 年のニッケル

地金生産上位 5か国は、ロシア（前年比 1.2％増）・カナダ（10.1％増）・日本（7.8％減）・

中国（38.8％増）・豪州（5.9％減）であり、世界のニッケル生産量は 1,350 千 t と前年比

4.4％の増加であった。2006 年のニッケル消費上位 5 か国は、中国（28.9％増）・日本（8.8％

増）・米国（11.4％増）・ドイツ（14.3％増）・韓国（4.0％減）であり、世界のニッケル消

費量は 1,390 千 t と前年比 11.8％増であった。その結果、国際ニッケル研究会による 2006

年のニッケル需給バランスは 40 千 t の不足との速報値がある。 

 

 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。 

 

 

5. まとめ 

 
① 2005 年におけるニッケル生産上位 25 鉱山は、世界生産の 78％を占めている。25 鉱山

中、豪州（4 鉱山）・ロシア（4鉱山）・カナダ（3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 12 千 t 以上のニ

ッケル生産実績がある。 

 

② 世界の主要ニッケル鉱山による 2005～2015 年までのニッケル鉱山開発の可能性の高い

新規鉱山開発案件は 10 件あり、ブラジル（2 件）と豪州（2 件）以外はニューカレドニ

ア、パプアニューギニア、トルコ、南アフリカ共和国、カナダ、マダガスカルと広範な

地域からなる。10件のニッケル鉱床のうち、豪州の Flying Fox 以外の 9件はラテライト

鉱床である。 

 

③ 新規鉱山開発の 9 件に関して、初期生産規模と初期投資額の関係から、9鉱山のマイン

ライフを 40 年と仮定した場合の開発コストは 286￠/lb となる。 
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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、8 件あり、豪州（2 件）・

ブラジル（2 件）に集中している。 

 

⑤ ニッケルの需給バランスは、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、2010～2012 年は再び供給過剰となり、2013 年以降は供給不足の状

態が続くと予測している。ニッケル地金消費の 60％以上はステンレス向けであり、2005

～2015 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 1,280 千 tから 2015 年の 1,958 千 tまで年率 5％程度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 11.5％）・日本（4.0％）・米国（3.4％）

が指摘されている。 
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