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2016年最大の「台風の目」は米国の大統領選挙だと大方が思っていたところ、まさかの「英国のEU離脱
（BREXIT）」が現実のものとなったため、一時的に市場は大混乱に陥った。急落した資源価格（というかコモディ
ティー全般）はその後リスク回避による資金流入で回復の動きを見せているが、為替での動き、特にドル／円には修
正はほぼ入っていない状態である。
今後どうなるかは市場に任せざるを得ないものの、資源業界にも色々な影響が予想されはじめていることから、

今後資源メジャーの経営陣はあらたな舵取りの必要性に迫られるであろう。
さて、この四半期（2016年1～3月）における各メジャーの生産量は引き続きトップライン（売上高）の維持という

方針にぶれはなく（というかぶれようもない）、前期の流れを汲みつつも増産の基調からやや横這いへと移行してい
るように思われる。但し、本業回帰と収益性の低い事業からの撤退（権益売却等）は続いていることから、今後もメ
ジャー各社は、より注力分野（鉱種）への集中が進んでいくと思われる。但し、それは、「資源メジャー」というも
のが存在し続けるのかがわからなくなってきているということかも知れない。

〈 〉

�
は じ め に
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1．�BHP�Billiton／�
生産レポート（2015年7月～2016年3月）＊

出所: BHPBillitonOperationalReviewForTheNineMonthsEnded31March2016（2016/4/20発表）

JOGMECから一言

6月が決算期であるBHPにとっては第3四半期の生産レポートとなるが、資源価格にやや復調の兆しが見えかけた
時期ながら、生産状況に大きな改善もなく、主要鉱種において大きな計画（目標）変更は無かった。ただこれもこの
ご時勢だと好調ともいえるのかも知れない。
South32のスピンアウトからそろそろ1年、早い打ち手を繰り出してきものの、不幸にもSAMARCO事故などの影

響を受け苦難に見舞われている。但し、不採算事業からの撤退を継続しながらも、主要鉱物での探査事業は継続して
いる点は他メジャーよりも一歩リードした動きである。

➢　当社主要アセット全体にわたり14％の平均単価改善に向けて順調に推移。継続的な生産性向上の実現によるも
のである。

➢　生産量の年間見通しは石油・銅・石炭で変化せず。
➢　WesternAustralia IronOre（WAIO）の生産量見通しは10Mt減のおよそ260Mt（100％基準）。悪天候のほか、

acceleratedrailnetworkmaintenanceprogram（鉄道網保守点検加速プログラム）の導入によるものである。
➢　2016年度の石油探査には、現在640MUS$を計上予定。今後開発対象となり得る資源プレイへのアクセスと試験

を目的とする。
➢　開発段階にある4つの主要プロジェクトは予定通り進行中。「Escondida Bioleach PadExtensionプロジェクト」
は、当初の予定通り2016年3月期に終了。

AndrewMackenzieCEOは、以下のようにコメントしている：
「今期は悪天候を主因とする操業停止を経験したが、わが社では今後も生産性を向上させていく。この1年間は、
BHPBillitonの強化を図るべく、長期的価値の創造に向けた資産売却や投資先送りなど、様々な措置を講じてきた。
したがって本年の生産高は減少することになるだろうが、そうした措置を通じて、これまでにない価値ある事業活動
の実現に向けて一層注力することが可能となり、利益率の向上にもつながるだろう。」
「わが社にはその価値を大きく成長させる力がある。わが社では組織構造を簡素化することにより、事業効率を向
上させ、優良事例を迅速に共有し、生産性のレベルアップにつながる新技術を導入する動きを促進する。また当社ア
セットのボトルネックを極めて低コストで解消することにより、利益率を向上させ、大きな価値を創造していく。銅
および石油部門でわが社が取り組む一連のプロジェクトは、利益率の高い製品を適時に市場投入することを可能とす

＊BHPBillitonの会計年度は7月－翌6月なので、1-3月はQ3となるが、本レポート中では1-12月の会計年度を採用す
る他社と同じく、1-3月をQ1と表記する。
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るものである。他社が探査費用を削減するなか、わが社では探査事業への投資を継続し、これにより新たな事業オプ
ションが生み出されることとなろう。」

総括

操業パフォーマンス
2016年3月末までの9か月間および四半期の生産量と、2016年度のガイダンスは下記にまとめたとおりである。

主要開発事業
2016年3月期時点で石油・銅・カリウム部門で計4つの開発プロジェクトが進行中である。事業期間を通じた予算

総額は6.9BUS$である。

最新情報
SamarcoMineração S.Aと株主企業2社（Vale S.AおよびBHPBilliton Brasil LTDA）は、2016年3月2日付で、

FederalAttorneyGeneralofBrazilやStatesofEspíritoSanto、MinasGerais、その他公的機関との間で、2015年11
月5日に発生したSamarcoダム決壊事故で被害を受けた環境・地域の復興に関して合意に至った。本合意は、事故が
もたらした重大な被害に対応するための長期的救済・補償枠組みとなるものである。

銅

銅：過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の銅総生産量は8％減の1.2Mtとなった。これは銅事業全体で好調な
業績が続いたものの、予想通りEscondidaでの品位低下に相殺されたためである。2016年度の生産見通しは1.5Mtで
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変化せず。
Escondidaでは、2016年3月期の銅生産量が18％増であったが、過去9か月間（2015年7月～2016年3月）で見ると

20％減の711ktとなった。トラック利用可能数と稼働率・保守点検が改善され、原料採掘量が過去最多を記録するな
ど、業績が好調ではあったものの、28％の品位低下に打ち消される結果となった。2015年12月期比では、給水状況
の改善により選鉱処理量が上昇したため、18％増となった。EscondidaBioleachPadExtensionプロジェクトの一環
としてリーチパッド（野積集積場）の4層拡張工事があるが、これは計画通り2016年3月期に完了した。
Escondidaの2016年度生産見通しはおよそ940ktで変化せず。これはOrganic Growth Project 1のランプアップが

当初の予定よりも早く進捗し、2016年6月期にはフル稼働状態に達すると予想されるためである。LosColorados選
鉱場は、2016年3月期に保存整備下に置かれていた。中期的には、EscondidaWater Supplyプロジェクトの完了と
LosColoradosの寿命延長とにより、3つの選鉱場の稼働が可能となる。
PampaNorteでは、過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の銅生産量が3％減の186ktとなった。Spenceと

Cerro Coloradoで鉱石採掘量が過去最多を記録し、Spenceでは品位上昇があったものの、2016年3月期に行われた
Spenceでの計画保守点検とCerro Coloradoで発生した労働争議の影響により相殺される形となった。PampaNorte
の2016年度生産見通しは、前年度を上回る見込みである。短期・中期的には、Spence RecoveryOptimisationプロ
ジェクトにより、およそ200ktpaのタンクハウスをフル稼働させることが可能となる。SpenceGrowthOptionは、
採掘年数を50年以上延長するとともに、採掘量をおよそ200ktpa上昇させる可能性を有しており、引き続き実施可能
なオプションである。
OlympicDamでは、過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の銅生産量が46％増の162ktで過去最多を記録した。

これは製錬所とミルの稼働率上昇と、前期中にSvedalaで発生したミル故障を反映した結果である。2015年12月期比
では、ミルの計画保守点検を受けて13％減となった。OlympicDamの2016年度生産見通しは、200ktを上回る方向
で変化せず。2016年6月期には製錬所の計画保守点検が予定されている。
Antaminaでは、過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の銅生産量が35％増の108ktとなった。原料採掘量と粉

砕量がともに過去最多を記録したのを受けて品位と回収率が向上し、2016年3月期の計画保守点検の影響を大幅に相
殺したためである。2016年度の生産見通しは136ktである。

鉄鋼石

鉄鉱石：過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の鉄鉱石総生産量は171Mtでほぼ変化せず。2016年度の生産見
通しは、WesternAustraliaIronOre（WAIO）生産見通しの下方修正を反映し、前年見通し3％減のおよそ229Mtと
なる見込みである。
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過去9か月間（2015年7月～2016年3月）のWAIO生産量は2％増の193Mt（100％基準）で過去最多を記録した。
Jimblebar採掘ハブがフル稼働したほか、Newmanで鉱石処理工場の稼働率が向上したのを反映した結果である。し
かしこの生産増は、2015年12月期に発生した偶発的な事故に伴う稼働問題のほか、悪天候や2016年3月期に導入さ
れた鉄道網保守点検加速プログラムにより一部相殺された。2016年度のWAIO生産見通しは前年見通しを4％下回
り、およそ260Mtとなる見込みだが、単価ベースでは15US$／tで変化せず。
WAIO事業では、引き続きわが社統合サプライチェーンでの生産性向上に重点を置くが、その上で本事業をさら

に後押しするのが、2016年3月期に導入されたばかりの24か月鉄道網更新・保守点検プログラムである。以上の改善
をサプライチェーンで図るとともに、Jimblebar採掘ハブでランプアップを行うことにより、今後システムキャパシ
ティを290Mtpaまで向上させる予定である。
Samarcoでは、過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の生産量が11Mt（100％基準）となった。2015年11月5日

に発生したFundão尾鉱ダムとSantarém水ダムでの事故を受けて採掘・処理作業は現在も停止状態にある。ストッ
クパイルからのペレット最終出荷の売上は、2016年6月期に決済予定。

石炭

原料炭：過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の原料炭生産量はほぼ前年同期並みの31Mt。2016年度の生産見
通しは40Mtで変化せず。
Queenslandでは横ばいの結果となった。工場と設備の稼働率向上に支えられて6炭鉱で生産量が過去最多を記録

し、これにより目下ケアアンドメンテナンス下に置かれているCrinumでのロングウォール移設のほか、
Broadmeadowでのコンバージェンス、悪天候が相殺される形となった。
インドネシアのHaju炭鉱からの出荷が2016年3月期に初めて実施された。現在、インドネシアに有するIndoMet

Coal権益について、その長期的オプションの戦略的見直しを実施中である。IndoMet Coal社は、中部および東
Kalimantan州に7件の石炭鉱業事業契約を保有する。

一般炭：過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の生産量は10％減の27Mtとなった。2016年度の生産見通しは
37Mtで変化せず。
New SouthWales EnergyCoalでは、過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の一般炭生産量が10％減少した。

豪雨やブラスティング（発破）制限が要因となったほか、剥土比が他よりも高いゾーンで炭鉱計画が進んだことに起
因する。Cerrejónでは、干ばつにより生産制限が続いたため、生産量は7％減少した。
Navajo Coalでは、2016年3月期に需要低下を反映して生産量が51％減少したが、過去9か月間（2015年7月～2016

年3月）で見ると生産量におおむね変化はなかった。NavajoTransitionalEnergyCompanyへのNavajo経営権・操業
権の移転は、2016年12月31日の実施に向けて現在進行中である。WestmorelandCoal CompanyへのSan Juan炭鉱
売却は、2016年1月31日に完了している。



6

その他

ニッケル：NickelWestでは、過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の生産量が19％減の57ktとなった。これは
2015年12月期にKalgoorlie製錬所とKwinana精錬所で行われた計画保守点検に伴う大規模な操業停止と、Kambalda
選鉱場への第三者鉱石供給減を反映した結果である。2016年3月期の生産増は、Kwinana精錬所での処理量改善に支
えられたものである。

過去9か月間（2015年7月～2016年3月）の鉱物探査費用は126MUS$にのぼり、このうち109MUS$はすでに費用計
上済み。グリーンフィールド（未開発地域）鉱物探査では、主にチリとペルー、米国南西部での銅探鉱に重点が置か
れている。
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2．��Rio�Tinto／�
2016年Q1（1～3月）生産レポート

出所: RioTintoFirstQuarterOperationsReview（2016/4/19発表）

JOGMECから一言

BHPがSouth32で切り離して以来、唯一メジャーでアルミニウムを主要事業としている同社の当期数値が前年同
期比、前期比でともに増加を示しているのはアルミニウム事業（ボーキサイトとは別）であった。但し、これは旧
Alcan時代からの旗艦工場であるKitimat製錬所（カナダ西部）の近代化が終了したことでランプアップがはじまっ
ていることに起因しているものであることは留意したい。アルミナ、ボーキサイトもそれに合わせて自社使用分とし
ての原料需要が上昇しているものと思われる。但し、生産は好調なれどアルミニウム市況は依然として芳しくないこ
とから昨年度同様（他の鉱種とともに下図参照）、収益への寄与はなかなか期待できない状況かと思われる。

〈価格の低迷により2015年当期純利益、大幅に減少〉

SamWalshCEOは以下のように述べている：
「本事業レビューに見る実績は、2016年に優れた業績の達成をめざすわが社のコミットメントを示すものである。
それはアルミニウム部門で好調な実績を収めるなど複数の重要領域で目覚ましい改善を遂げていることからも明らか
である。しかし全市場を通じてコモディティ価格の推移がいまだ不安定である。非常に厳しい外部環境に直面するな
かで、RioTintoが強力な資源メジャーであり続けられるよう、今後も『価格と生産性のさらなる向上』『統制のとれ
た資本管理』『フリーキャッシュフローの最大化』に重点を置く。」
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事業ハイライト

➢　鉄鉱石の全世界出荷量は前年同期比11％増の80.8Mt（うちRioTinto持分は64.9Mt）となった。これは2015年に
Pilbaraで一部ブラウンフィールドの開発とインフラ拡張整備が完了したことに起因するものだが、例年の季節
的要因により前期比減となった。

➢　アルミニウム部門の改善点は以下の通り：
　　・ボーキサイト生産量が前年同期比6％増の11.1Mtに
　　・アルミナ生産量が前年同期比7％増に
　　・アルミニウム生産量が、Kitimat製錬所のランプアップ成功を受けて、前年同期比10％増に
➢　銅の採掘量は前期比27％増。Kennecottでの品位上昇のほか、Escondidaでの処理量増加と水調達問題の改善、

Grasbergでの生産増が要因である。
➢　2016年第1四半期にBengalla炭鉱の売却とCoal&Alliedグループの事業再編を完了し、Mount Pleasant炭鉱事
業の売却を発表した。

鉄鉱石

Pilbara生産量
Pilbaraでの生産量は前年同期比12％増の79.9Mt（うちRioTinto持分は65.0Mt）となった。これは2015年にブラ

ウンフィールド開発とインフラ拡張整備が完了したのを受け業績が好調だったことを反映した結果である。ただし前
期比では3％減。

Pilbara販売量
2016年第1四半期のPilbaraでの販売量は前年同期比11％増の76.7Mt（うちRioTinto持分は62.5Mt）となった。
2016年第1四半期の販売量は、季節的在庫補充と台風スタンによる悪天候が要因となり、生産量を3Mt下回った。

港での在庫は第1四半期に適正レベルに回復した。
2016年4月15日にSinosteelCorporationとのChannarMiningJointVenture延長を発表した。Pilbaraからの鉄鉱石

供給についての別途合意と相まって、これにより今後5年間にわたりSinosteel Corporationに最大70Mtの鉄鉱石販
売が可能となる。

Pilbara事業
NammuldiIncrementalTonnes（NIT）プロジェクトの作業を継続して行った。本事業はPilbaraBlendに対し高品

位・低リン鉱石を供給するためのものであるが、その第1段階では、年間採掘量を5Mtpaとし、2015年第4四半期に
生産を開始した。第2段階では年間採掘量を10Mtpaに引き上げ、2016年第4四半期に生産に入る予定。Silvergrass
プロジェクトについては、今後の投資判断を2016年下半期に行う予定である。
Cape Lambert Power Stationプロジェクトは、民間業者数社を動員して計画通り進行中である。本事業により、

Pilbaraの追加インフラに要する電力がステーションから供給されるようになる。AutoHaul®の試験・検証作業が継
続しており、75,000kmを超す主要ラインの試験がすでに完了しているが、現在遅れが生じている。

Iron Ore Company of Canada（IOC）
IOCでは継続的な業績改善が見られた。精鉱生産量は第1四半期ベースで過去最多の2.1Mtに達し、前年同期比

54％増となった。ただし、季節的影響が要因となり、2015年第4四半期からは26％減である。
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ペレット生産量は、設備信頼性が主な要因となり、前年同期比10％減の2.0Mtとなった。IOCでは引き続き市況と
需要に応じて販売用ペレットと精鉱の生産量最適化を図る。

2016・2017年度　年間見通し
RioTintoの2016年度全世界予想出荷量は、天候の影響を受け、豪州とカナダでの生産でおよそ350Mtと変化せず

（100％ベース）。
AutoHaul®に遅れが出ており、Pilbaraでの2017年度予想生産量は、最終的な生産性と資本支出計画に左右され、

330～340Mt（前年予想は350Mt）となる見込みである。

アルミニウム

ボーキサイト
2016年第1四半期の生産量は前年同期比6％増の11.1Mt、前期並みとなった。Gove鉱山ではランプアップのため業

績が好調だったことから、生産量が30％増の2.2Mt、Sangaredi（CBG）では前年同期比16％増の1.9Mtで過去最多を
記録した。
第三者からの出荷量は前年同期比6％増の6.8Mtとなった。

アルミナ
2016年第1四半期の生産量は前年同期比7％増、前期並みとなった。業績安定の主な要因は、Yarwunでの生産量

が前年同期比15％増の785ktにのぼり、四半期ベースで過去最多を達成したことである。この背景にはさらに、全工
場を通じて生産性向上に注力していることが挙げられる。生産性向上は、今後もアルミナ部門の戦略とされるもので
ある。

アルミニウム
2016年第1四半期の生産量は前年同期比10％増の887ktとなった。
Kitimatでは2016年3月に年間生産量420ktへのランプアップを完了した。
Saguenay製錬所では、生産性の向上が進められているのを受けて、システム全体の生産量が前年同期比4％増と

なった。

2016年度　年間見通し
RioTintoの予想持分生産量は、ボーキサイトが45Mt、アルミナが7.8Mt、アルミニウムが3.6Mtで変化せず。

銅・石炭



10

Kennecott
銅の採掘量は、品位上昇が主な要因となり、前期比33％増、前年同期比29％増となった。
引き続きBinghamCanyonの東壁の重量負荷低減と排水、南壁のプッシュバックに重点を置く。
銅の精錬量も品位上昇を反映して前期比14％増となったが、2015年の在庫減少が主な要因となり、前年同期比

43％減となった。生産減は在庫減により軽減された。
Kennecottでは、引き続き外部精鉱を使用して製錬所の運転最適化を図っている。2016年第1四半期には90ktを受

け入れて処理。使用した銅精鉱は製錬の上、顧客に返納されており、これらの数量は本レポートの数値には含まれて
いない。

Escondida
銅の採掘量は前期比20％増となった。152ktpd規模の新規選鉱場を継続的にランプアップして処理量が増加したほ

か、水の調達問題が改善された結果である。しかし品位低下が要因となり、前年同期比では25％減。
2016年第1四半期の銅の精錬量は、リーチング原料の増加により、前年同期比10％増となった。原料増加の背景に

は低品位鉱石の在庫減少と灌漑区域の拡大がある。

Oyu Tolgoi
2016年第1四半期の銅の処理量は、ミルの処理量改善が要因となり過去最多を記録した。高品位鉱石の採掘を継続

してきた結果、銅の今期採掘量は前年同期比71％増、前期並みとなった。
坑内掘開発に要する許認可取得に向けて作業が進行中。RioTinto理事会では2016年第2四半期中に本プロジェク

トの承認可否を検討する見通しである。

Grasberg
Freeport-McMoRanInc.（Freeport）との合弁事業契約により、RioTintoは一定の数値を超えて生産された鉱石の

40％のオフテイク権を有している。
Grasbergでは2016年第1四半期の銅と金の生産量が上記を上回り、その結果、RioTintoの今四半期持分生産量は、

銅が8,300t、金が12,700ozとなった。

石炭

ハード原料炭の生産量は前期比4％増、前年同期並みとなった。
セミソフト原料炭の生産量は、HunterValleyOperationsとMountThorleyWarkworthでの生産過程を反映し、

前期比47％増、前年同期比31％増となった。
一般炭生産量は、2016年1月にHunterValleyOperationsでの雨量が多かったことが要因となり、前期比16％減、

前年同期比9％減となった。Coal&Alliedグループ再編に伴う持分比率変更とBengallaの事業売却も反映した結果で
ある。
2016年2月3日にスタートしたCoal&Alliedグループ新体制では、RioTintoが同グループを100％所有し、三菱商

事がHunterValleyOperationsの権益の32.4％を保有する。この他、RioTintoの保有権益は、HunterValley
Operationsが67.6％、MountThorleyが80％、Warkworthが55.57％となった。組織再編前の生産実績は前体制を反
映したものである。
RioTintoは2016年3月1日付けでBengallaJointVentureの権益の40％を616.7MUS$で売却した。
2016年1月27日にRioTintoは、Mount Pleasant一般炭アセットのMACHEnergyAustralia Pty Ltdへの売却

（224MUS$＋ロイヤルティ）について、法的拘束力のある合意に達したと発表。本売却には、一定の先行条件が伴
い、2016年に成立予定。
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2016年度見通し
銅の自社採掘量は575～625ktで変化せず、精錬量も220～250ktで変化しない見込みである。
石炭の自社生産量は変化せず、ハード原料炭で7～8Mt、セミソフト原料炭で3.3～3.9Mt、一般炭で16～17Mtと

なる見込みである。一般炭見通しには2016年3月1日のBengalla売却前までの生産量と、Coal&Alliedグループ再編
前後のRioTintoに帰属する生産量とが含まれる。

ダイヤモンド・工業用鉱物

ダイヤモンド
Argyleでの生産量は、坑内掘生産量の増加が要因となり、前年同期比5％増となった。
Diavikでは、2016年第1四半期のカラット生産量が前年同期比26％増となった。採掘率と鉱石在庫量の上昇、品位

回復が要因である。2015年末には処理が停止していたため、前期比でも26％増となった。

工業用鉱物
硼酸塩（Borate）の生産は、米国と中国での需要増に伴う生産調整が要因となり、前期比19％増となった。中国の

需要増は、住宅建設と総合的景況感の改善に後押しされたものである。

Rio Tinto Iron and Titanium（RTIT）
二酸化チタンスラグの生産量は、需要に則した生産最適化を継続しているため、前年同期比24％減、前期比10％

増となった。RioTintoFeretTitaneの溶鉱炉は9基のうち2基が、RichardsBayMineralsでは4基のうち1基が、高
品位原料への需要低下を反映し現在停止中である。

工業塩
生産量は、需要低下が要因となり、前期比13％減となった。

ウラン
EnergyResourcesofAustralia（ERA）は引き続き既存在庫の処理を進めている。生産量は前年同期比21％増。品

位低下により前期比では11％減だが、予想通りの結果である。
Rössingでの生産量は、2015年2月に発生した工場火災後の修復を経て、前年同期比152％増となった。

2016年度見通し
2016年の予想持分生産量は、二酸化チタンスラグが1Mt、酸化ホウ素当量が0.5Mt、ウランが5～6Mlb、ダイヤモ

ンドが21Mctで変化せず。

探査・評価

税引前資産売却前収支に加算された探査・評価費用は、2015年第1四半期が126MUS$であったのに対し、2016年
第1四半期は128MUS$となった。内訳は、鉄鋼石がおよそ5％、アルミニウムが3％、銅と石炭があわせて24％、ダ
イヤモンドと工業用鉱物があわせて40％である。残額は主要探査案件に使用された。
今四半期中、主要探査案件における大規模な資産売却はなかった。

探査事業ハイライト
RioTintoは強力な事業ポートフォリオを有しており、活動地域は18カ国、コモディティはおよそ8種である。今

四半期の探査では、主に次の国々での銅探査に重点が置かれた：豪州、ボツワナ、チリ、カザフスタン、メキシコ、
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ナミビア、ペルー、ロシア、米国、ザンビア。採鉱契約による探査は、RioTintoが管理する次のような数多くの企
業で継続して行われた：PilbaraIron、RioTintoCoalAustralia、RichardsBayMinerals、OyuTolgoi、Kennecott、
Weipa。
今四半期探査活動の概要は、以下の通りである：
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3．��Anglo�American�plc.／�
2016年Q1（1～3月）生産レポート

出所: AngloAmerican,ProductionReportfortheFirstQuarterEnded31March2016（2016/4/21発表）

JOGMECから一言

当期の生産については特に大きな事象はなさそうだが、今後も集中領域の一つと据えるプラチナ事業（下図参照）
において、精錬所の問題で前年同期比で生産量が半減しているのはまだ業績回復途上の同社にとっては小さくない懸
念材料。そのような中、非集中領域であるニッケルの生産量だけは好調だ。BarroAltoの復調が要因とのことで同社
にとっては一つの懸念材料が払拭されたわけだが、残念ながらニッケル市況は土砂降りであるため会計的にはそれほ
ど寄与していないと思われる。
今後も本業の回復が同社業績の鍵を握るが決して容易ではなさそうだ。

事業多様性は縮小傾向

MarkCutifaniCEOは、以下のように述べている：
「2016年第1四半期は、銅の実績では前年同期並みであり、現在わが社が進める大規模再編計画と、効率性・コス
ト削減戦略とを反映する形となった。今期実績にはさらに、わが社の主要市場のなかでも特にダイヤモンドとプラチ
ナ両部門でわが社が発揮する市場統制力も示されており、コスト削減・利益拡大を中心に据えるわが社再編計画との
整合性を見ることができる。わが社としては、ダイヤモンド部門で講じてきたアクションが今後もプラス効果を発揮
するとともに、事業生産性が引き続き上昇軌道をたどるよう努める必要がある。わが社はこれまで堅調な進捗を見せ
ており、したがって2016年の生産見通しに変化はない。」
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➢　ダイヤモンド生産量は、2015年の取引状況に応じた減産決定を反映し、10％減の6.9Mctとなった。
➢　プラチナ生産量（精鉱）は、AmandelbultとMogalakwenaでの増産が主な要因となり、4％増の567kozとなっ

た。一方精錬量は52％減となった。これは貴金属精錬所（PMR）で定期棚卸作業を実施したほか、Section 54で
12日間にわたり安全確認のため操業を停止したことに起因する。

➢　銅の持分生産量（2015年9月1日付で売却されたAANorteアセットを除く）は前年同期並みとなった。総生産量
は15％減。

➢　ニッケルの生産量は、BarroAltoの溶鉱炉再建が成功したのを受け、67％増の11,200tとなった。
➢　Kumba鉄鋼石の生産量は、Sishen工場が低コストのピット形状に移行中であるため、27％減の8.9Mtとなった。
➢　Minas-Rio鉄鉱石の生産量は、ランプアップが継続しているため、前年同期比3％増の3.3Mtとなった（wetベー

ス）。
➢　輸出用原料炭の生産量は9％減の4.5Mtとなった。MoranbahとGrasstree両炭鉱でのロングウォールへの計画移

行が要因だが、Dawsonでの業績改善とGrosvenorでの石炭生産により減少分が一部相殺された。
➢　輸出用一般炭の生産量は13％減の7.7Mtとなった。これは市況を反映してCerrejónで計画減産を行ったこと、
Landauでの販売ミックスをより利益率の高い国内販売へと移行させたことに起因する。

ダイヤモンド

ダイヤモンド：ダイヤモンド生産量は、2015年の取引状況に応じた減産決定を反映し、10％減の6.9Mctとなった。
Debswana（ボツワナ）では、取引状況と連動した生産調整戦略の結果、生産量は5％減の5.3Mctとなった。Orapa

での減産は、Jwanengでの生産増により一部相殺された。Damtshaa（Orapaのサテライト産地）は、2016年1月1日
以降保存整備下に置かれている。
DBCM（南アフリカ）では、生産量が12％減の0.9Mctとなった。主な要因は、2016年1月21日に発表された、

EkapaMineralsへのKimberley鉱山売却が完了したことである。
NamdebHoldings（ナミビア）では、品位低下が要因となり、生産量は4％減の0.4Mctとなった。
カナダでは、Snap Lakeが2015年12月以降保存整備下にあることが要因となり、生産量は68％減の0.2Mctとなっ

た。
Sight 1および2では、ダイヤモンド原石の2016年連結販売量が7.6Mctとなり、2015年後半に比べて取引状況が改

善したことを反映する形となった。前年同期比10％減であるが、これはSight数が2015年と2016年とで異なることに
起因する（2016年第1四半期は2Sight、2015年第1四半期は3Sight）。

年間見通し
生産量の年間見通し（100％ベース）は、26～28Mctで変化はないが、取引状況の影響を受ける場合もある。

プラチナ及びその他PGM

プラチナ：AmandelbultとMogalakwena、Unkでの生産増が主な要因となり、生産量は4％増の567kozとなった
が、Rustenburgでの減産により一部相殺された。
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Amandelbultでは、採掘効率の改善のほか、選鉱装置の回収率改善が要因となり、生産量は33％増の111kozと
なった。一方Mogalakwenaでは、品位上昇と選鉱処理量の改善が要因となり、7％増の109kozとなった。さらに
Unkiでは、選鉱場稼働時間の改善と給鉱品位の上昇が要因となり、14％増の19kozとなった。持分総生産量は、前
年同期比18％増である。
Rustenburgでは、地盤条件の悪さと品位低下が要因となり、生産量は15koz減の106kozとなった（Western Limb

TailingsRetreatment計画を含む）。
独立管理下の生産量（採掘済みと販売済み）は、第三者からの精鉱購入分を除き、KroondalとBRPM、Mototoloで

の生産の影響を受けて6％増の185kozとなった。
貴金属精錬所（PMR）では、定期棚卸作業を実施したほか、Section 54で12日間にわたり安全確認のため操業を停

止し、その後も37日間にわたって生産ラインが多大な影響を受けた。これが2016年第1四半期のプラチナ精錬量を大
きく左右した要因である。PMRは2016年4月6日に通常生産に復帰したが、精錬量は52％減の261kozとなり、パラ
ジウムとロジウムも同様に生産減となった。
販売量は、2016年第1四半期に行われたPMRでの操業停止を反映して21％減少したが、在庫減少により一部軽減

された。

年間見通し
生産量の年間見通しは、生産量・精錬量のいずれも2.3～2.4Mozで変化せず。

銅

銅：持分生産量（2015年9月1日付で売却されたAANorteアセットを除く）は前年同期並みだが、絶対値ベースで
は15％減である。品位低下により前期比では19％減だが、これは2016年度生産計画と整合する結果である。
LosBroncesでは、2016年第1四半期に品位低下が予想されたため、生産量は10％減の85,200tとなった。2015年後

半の水量制限は、最低可採品位の上昇により緩和され、プラントの処理量減少に伴う影響を相殺する形となった。
Collahuasiでは、自社に帰属する生産量が11％増の51,100tとなった。これは2015年に行われた修繕作業後にプラ

ントの安定性と稼働時間が改善され、同時に品位も上昇したことに起因する。
El Soldadoでは、生産量が67％増の10,200tとなった。鉱山計画の修正に伴い高品位鉱石の獲得量が増加したのが

要因である。
持分生産の総販売量は、ほぼ前年並みの137,500tとなった。

年間見通し
生産量の年間見通しは、600～630ktで変化せず。
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ニッケル

ニッケル：BarroAltoの溶鉱炉再建が成功したのを受け、生産量は67％増の11,200tとなった。完成した溶鉱炉は、
目下、公称能力レベルで稼働中である。Codeminでは、生産量が前年同期並みの2,300tとなった。

年間見通し
生産量の年間見通しは、45～47ktで変化せず。

ニオブ

ニオブ：3月に商業生産に入ったBoaVista FreshRock（BVFR）工場でランプアップを継続したことを反映し、
生産量は8％増の1,400tとなった。前期比13％減だが、これは在庫レベル削減に向けた操業停止を延長したほか、豪
雨が続いたことに起因する。

年間見通し
BVFR工場の稼働が2016年第3四半期に公称能力レベルに達した時点で、現行設備による生産量は6,800tに上昇す

る見込みである。現在実施中のボトルネック解消作業を加味すれば、年間総生産量は9,000tに達する。

リン

リン：精鉱生産量は、工場への原料供給緩和が要因となり、4％増となった。肥料生産量は、造粒プラントの業績
が好調だったほか、リン酸の入手状況が良好だったことが主な要因となり、15％増となった。リン酸の生産量は、
両プラントで保守点検を反復して実施する必要がなく、業績が好調だったことを反映し、25％増となった。一方
DCP生産量は13％減少した。Cubatãoでの年次保守点検に伴う操業停止とCatalãoでの需要低下が要因である。

年間見通し
2016年度の肥料・DCP生産見通しはほぼ前年並み、リン酸は、2015年下半期にCubatãoで行われた保守点検・修

繕に伴う業績改善により、およそ300ktに増加する見込みである。
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鉄鉱石・マンガン

Kumba鉄鉱石：生産量は27％減の8.9Mtとなった。
Sishen工場での生産量は34％減の5.8Mtとなった。廃棄物処理量は、2015年第1四半期が49.3Mtであったのに対

し、2016年第1四半期には33.9Mtに減少した。生産量と廃棄物量の減少は、低コストのピット形状に移行した結果で
ある。同工場では、今期の豪雨で採掘原料の制約が深刻化してきたが、今後もそれが続くと考えられる。したがって
現在、柔軟性向上に向けた解決策が講じられている。
Kolomelaでは、2016年第1四半期の生産量が9％減の2.7Mtとなった。2016年1月に発生した採掘現場での死亡事

故を受けて安全確認のため操業を停止したことに起因する。
Thabazimbiでは、2015年9月30日に採掘作業が、2016年3月31日に処理作業が終了した。閉鎖作業は計画通り進

行中である。
輸出販売量は、減産が要因となり、18％減の9.4Mtとなった。最終製品の総在庫量は年末時点で4.7Mtだったが、

在庫最適化により3.2Mtに減少した。
Section 189での人員削減は順調に進んでおり、組織構造に関する協議はすでに終了している。主な変更点は、

ピット形状の変更とそれに伴う再編を要因とするものである。

　年間見通し
Sishenでは、生産量が最大27Mt、廃棄物量が135～150Mtで変化せず。Kolomelaでは、生産量が最大12Mtに向

けて推移、廃棄物量は46～48Mtになる見通しである。
先述の通り、Sishenではピット形状変更により鉱山寿命の向上を図るため緻密な作業が進められている。2016年

中には終了予定。

ブラジル鉄鉱石：2016年第1四半期の生産量は、Minas-Rioでのランプアップの継続により、前年同期比185％増の
3.3Mtとなった（wetベース）。現在、ライセンシング制約を受けて採掘鉱区が限定されており、これに起因して前期
比では3％増だった。

　年間見通し
2016年は15～18Mtで変化せず（wetベース）。

マンガン鉱石：生産量は前年同期並みだが、WesselsとMamatwamで操業を一時停止していた2015年第4四半期か
らは30％増である。両鉱山では、戦略見直し後の2016年第1四半期に採掘を再開している。GEMCOでは、例年より
雨量が少ない天候を最大限生かして増産を図り、今期販売量は過去最多を記録した。

マンガン合金：南アフリカでの生産量は、市況が要因となり、事業再編後に前年同期比56%減となった。2015年5月
には、Metalloysにある4基の溶鉱炉のうち3基が操業を停止した。
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石炭

豪州：輸出用原料炭の生産量は、MoranbahとGrasstree両炭鉱で2016年第1四半期に計画されていたロング
ウォールへの移行が要因となり、9％減の4.5Mtとなったが、Capcoal露天掘り炭鉱での業績が好調だったほか、
Grosvenorから石炭供給があったため一部相殺された。Dawsonでは、2015年第1四半期に石炭準備プラントで保守
点検が行われ、これに伴う操業停止により影響を受けた。
輸出用一般炭の生産量は26％減の1.1Mtとなった。NSW（ニュー・サウス・ウェールズ）州政府がDrayton South

プロジェクトを却下したのを受けて、Draytonでは段階的な閉鎖作業が進んでおり、一般炭の生産減は同炭鉱での減
産が予想されることに起因する。
2016年1月20日にCallide一般炭炭鉱のBatchfire Resourcesへの売却合意が発表されたが、依然として複数の条件

を満たす必要がある。
2016年4月4日にFoxleigh露天掘り炭鉱のTaurus FundsManagementへの売却が発表された。本売却計画も依然

として各種条件を満たす必要がある。

南アフリカ：輸出用一般炭の生産量は8％減の4.0Mtとなった。Landauでのミックス移行（現価でも利益率の高い
国内販売に向けて増産）が要因の1つである。Goedehoopでは地質的悪条件が影響し、Greensideでは一時的な停電
で問題が発生した。
Eskomの生産量は8％減の6.4Mtとなった。NewDenmarkでのロングウォールへの計画移行と、Krielでの計画減

産が要因である。

コロンビア：Cerrejónでは、生産量が12％減の2.6Mtとなった。最もコストのかかる設備を計画減産により排除し
て、市況に応じた生産を行ったことに起因する。

年間見通し
輸出用原料炭の生産量は21～22Mt、南アフリカとコロンビアからの輸出用一般炭は28～30Mtで変化せず。

探査・評価

2016年第1四半期の探査・評価費用は38％減の総額46MUS$となった。内訳は、探査費用が20％減の29MUS$、評
価費用が55％減の17MUS$である。
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4．�Vale／�
2016年Q1（1～3月）生産レポート

出所: Vale,ProductionIn1Q2016（2016/4/20発表）

JOGMECから一言

過去には「今後はブラジル国内から安価な電力が得られない」として鉄に次ぐ最大セグメントであったアルミニウ
ム事業から一気に撤退した同社であり、昨年も一般炭事業などを中心に大きく鉈を振るった同社だったが、それ以降
は他のメジャーに比してなかなか大きく舵を切れないまま2016年第1四半期を迎えている。BHPとの合弁である
SAMARCOは本年末に再稼動を目指している模様。同PJでの事故の後処理も本格化するなかでいかに立ち直りを見
せるか注目の第1四半期である。

生産ハイライト

2016年4月20日　リオデジャネイロ　　　
Vale S.A.（Vale）の2016年第1四半期における鉄鉱石の産出量は77.5Mtに達し1、第1四半期ベースでVale史上最

多を記録した。
2016年第1四半期のCarajásでの産出量は第1四半期ベースで過去最多の32.4Mtに達し、前年同期比4.9Mt

（17.7％）増となった。N4WSとN5S両鉱山の業績が好調だったのが主な要因である。
2016年第1四半期のTubarãoペレットプラント（Tubarão 3～8）での産出量は第1四半期ベースで過去最多の

1 ExcludingSamarco’sattributableproductionandincludingironoreacquiredfromthirdparties
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7.2Mtに達し、前年同期比100,000t増となった。各プラントの業績が全体的に好調だったのが主な要因である。
2016年第1四半期のニッケルの産出量は第1四半期ベースで過去最多の73,500tに達し、前年同期比4,300t増となっ

た。主な要因は、Sudbury精錬所での稼働実績のほか、ValeNewCaledonia（VNC）での産出量が過去最多を記録し
たことである。
2016年第1四半期の銅の産出量は第1四半期ベースで過去最多の109,900tに達し、前年同期比5,300t増となった。

Salobo鉱山でのランプアップ成功が主な要因である。
2016年第1四半期の金の産出量は過去最多の118,100ozに達した。主な要因は、Sudbury製錬所での稼働実績のほ

か、Salobo鉱山でのランプアップ成功である。
2016年第1四半期の石炭の産出量は1.7Mtに達し、前期比4.9％増となった。これは豪州での原料炭産出量の上昇に

起因するものだが、Moatize鉱山での産出量低下が要因となり前年同期比では1.9％減となった。

鉄鉱石

生産概況
2016年第1四半期のValeの鉄鉱石産出量（第三者から購入した鉄鉱石を含み、Samarco社に帰属する生産を除く）

は第1四半期ベースで過去最多の77.5Mtに達した。季節性の天候が要因となり前期比10.9Mt減だが、前年同期比で
は0.1Mt増となった。北部システムでの産出増は、Samarco社に供給するROM（RumofMine、粗鉱）の生産停止の
ほか、Samarcoダム事故後のMariana採掘ハブでの減産を相殺する形となった。2016年第1四半期の産出実績と残り
3四半期の予測データが示すように、2016年の年間産出量は340～350Mtという当初見通しの下限値にとどまる見込
みである。
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2016年第1四半期の鉄分含有量は、2015年第4四半期の63.7％から多少の減少を見せ、63.5％となった。これはシ
リカ含有量の高いValeの鉄鉱石微粒子に対する市場プレミアムが上昇したのを受け、南部システムと南東部システ
ムで鉱山計画を調整したことに起因する。

北部システム
2016年第1四半期のCarajásでの産出量は第1四半期ベースで過去最多の32.4Mtに達し、前期比11.4％減、前年同

期比17.7％増となった。前年同期比増の主な要因は、N4WSとN5S両鉱山でのランプアップである。前期比減の要
因は雨季の影響である（2015年第4四半期の標準化された雨量指数57mmが2016年第1四半期には1,065mmに上昇）。
2016年第1四半期のN4WS鉱山での産出量は15.5Mtに達し、前期比19.6％増となった。一方拡張後のN5S鉱山で

は2016年第1四半期の産出量が10.4Mtに達し、前期比20.5％増となった。

南東部システム
Itabira、Minas Centrais、Marianaの3つの採掘ハブを擁する南東部システムでは、2016年第1四半期に22.5Mtを

産出し、前期比4.1Mt減、前年同期比3.4Mt減となった。
Itabiraでの産出量は7.5Mtで、前期比16.9％減、前年同期比2.6％増となった。前期比減の主な要因は、修繕を終

えたCauêItabiritosプラントを始動するため既存生産ラインの操業を計画停止したことである。同プラントのランプ
アップは無事終了したため、今回の操業停止は一度限りの措置である。
Minas Centraisでの2016年第1四半期の産出量は10.0Mtで、前期比1.2Mt減となった。これはGongo Soco鉱山の

枯渇が徐々に進行していることに起因する。Brucutu処理プラントでの2016年第1四半期の産出量は1.3Mtで、5番目
の選鉱ラインをランプアップした結果、前年同期比1.1Mt増となった。同プラントでは、4月上旬に新しい尾鉱ダム
が認可を受けており、よって2016年第1四半期の産出量への影響はない。
Marianaでの2016年第1四半期の産出量は5.0Mtで、前期比20.9％減、前年同期比47.9％減となった。Samarco社

にROMを供給してきたFazendão鉱山の操業停止が主な要因である。Alegria鉱山では生産性を落として乾式選鉱を
行い、Timbopebaプラントでは自社ピットからのROM選鉱を再開した。

南部システム
Paraopeba、VargemGrande、Minas Itabiritoの3つの採掘ハブから成る南部システムでは、2016年第1四半期に

22.0Mtを産出し、前期比9.7％減、前年同期比2.7％減となった。
Paraopeba採掘ハブでの産出量は、ROM販売契約の終了と豪雨の影響を受け、前期比0.7Mt減となった。前年同

期比では、Jangada処理プラントの操業停止が要因となり、0.9Mt減となった。同プラントのシャットダウンは、
Valeの薄利製品減産戦略によるものである。本戦略は、市況と競争力の変化に応じて今後も継続的に再評価してい
く。
VargemGrande採掘ハブでは2016年第1四半期に7.3Mtを産出し、豪雨の影響で前期比13.7％減となったが、

VargemGrande ItabiritosプロジェクトとAbóboras II乾式処理プラントのランプアップにより前年同期比24.4％増
となった。
Minas Itabirito採掘ハブでは2016年第1四半期の総産出量が9.1Mtで、前期比5.6％減、前年同期比11.2％減となっ

た。在庫削減・限界利益重視というVale戦略を反映したものである。

南西部システム
UrucumとCorumbá両鉱山から成る南西部システムでは、2016年第1四半期に0.6Mtを産出し、前期比0.3Mt減、

前年同期比0.7Mt減となった。在庫量と限界利益の最適化というVale戦略を反映したものである。
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ペレット

生産概況
2016年第1四半期のValeのペレット産出量（Samacro社に帰属する生産を除く）は、11.478Mtに達し、前期比

10.6％増、前年同期並みとなった。前期比増の主な要因は、2015年第4四半期に保守点検に伴い一部プラントで操業
を停止したことである。

南東部システム
2016年第1四半期のTubarãoペレットプラント（Tubarão 3～8）での産出量は第1四半期ベースで過去最多の

7.2Mtに達し、前期比12.6％増となった。主な要因は、2015年第4四半期に保守点検に伴い操業を停止したことであ
る。一方前年同期比では、各プラントの業績が全体的に好調だったことが要因となり、1.4％増である。

南部システム
Fábricaペレットプラントでは2016年第1四半期に0.9Mtを産出し、前期比11.9％減、前年同期並みとなった。拡張

プロジェクトの環境ライセンス取得に遅れが出ているため、3月28日時点で操業を停止した。
VargemGrandeペレットプラントでは2016年第1四半期に1.5Mtを産出し、前期並みとなった。今期は計画保守点

検に伴い操業を停止したため、前年同期比3.2％減となった。

オマーンでの操業
オマーンのペレットプラントでは2016年第1四半期の産出量が1.9Mtに達し、前期比28.3％増、前年同期並みと

なった。前期比増の要因は、2015年第4四半期に計画保守点検に伴い操業を停止したほか、2016年第1四半期に同プ
ラントの生産性が向上したことである。

Samarco社
2015年11月5日に発生したFundão尾鉱ダムの事故を受けてSamarco社は操業を停止した。時期は確定していない

が、2016年末までには操業を再開する予定である。
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マンガン鉱石・合金鉄

生産概況
2016年第1四半期のマンガン鉱石の産出量は、前期比8.4％減、前年同期並みとなった。
Barbacenaプラントは、エネルギースポット価格の低下を受け、2月に操業を再開した。一方Minas Geraisにある

Ouro Preto合金鉄プラントは、Barbacenaプラントと合わせて運転を再開するには市場の需要が十分ではないこと
から、引き続き操業を停止している。

マンガン鉱石
Azul鉱山では2016年第1四半期に434,000tを産出し、焼結フィード減少により前期比10.5％減となった。前年同期

比では6.5％増。
Urucum鉱山では2016年第1四半期に162,000tを産出し、採掘設備の稼働率低下により前期比2.2％減、前年同期比

12.0％減となった。

マンガン合金鉄
2016年第1四半期のマンガン合金鉄産出量は25,000tに達し、前期比24.3％増となった。エネルギー価格低下により

採算性が期待できることから2月にBarbacenaプラントの操業を再開したことに起因する。前年同期比では8.9％減。
産出量内訳は、フェロシリコマンガン（FeSiMn）が14,650t、高炭素フェロマンガン（FeMnHC）が8,000t、中炭素

フェロマンガン（FeMnMC）が2,150tとなっている。

ニッケル

生産概況
2016年第1四半期のニッケルの産出量は第1四半期ベースで過去最多の73,500tに達した。前期比11.1％減ではある

が、Sudbury鉱山の業績が好調だったほか、ValeNewCaledonia（VNC）で過去最多の産出量を記録したことが主な
要因となり、前年同期比では6.2％増となった。

カナダ
2016年第1四半期のSudbury鉱山での産出量は19,500tに達し、前期比49.5％増、前年同期比70.8％増となった。
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SudburyとClydach両精錬所の稼働率が、地震や天候の影響を受けた2015年第1四半期と同年第4四半期の稼働率を
上回り、プラス効果をもたらしたためである。
Thompson鉱山では2016年第1四半期に6,200tを産出し、Thompson製錬所で発生した稼働問題の影響により前期

比12.7％減となった。前年同期比では7.7％増。
Voisey’sBay鉱山では2016年第1四半期に10,900tを産出し、前期比25.9％減、前年同期比18.8％減となった。LB

州コーストでは冬場の悪天候によりVoisey’sBayからの精鉱出荷に遅れが出たほか、Thompson製錬所では稼働問題
が発生、LongHarbourプラントでは2016年第1四半期にコバルト回収回路の試験を行っており、こうしたことが
Voisey’sBay鉱石の産出量に悪影響を及ぼした。各地で在庫量が増加したため、2016年中には在庫削減を図る必要
がある。
LongHarbour処理プラントでは2016年第1四半期に2,216tを産出し、コバルト回収回路設置に伴う操業停止が要

因となり、前期比55.7％減となった。同プラントは2016年第1四半期にはVoisey’sBayからフィードされたニッケル
精鉱のみで稼働した。

インドネシア（PTVI）
2016年第1四半期にPTVIが生産したニッケル最終製品は17,800tで、前期比37.0％減、前年同期比1.2％減となっ

た。年次保守点検に伴いPTVIのキルンとMatsusaka精錬所の操業を計画停止したのが主な要因である。

ニューカレドニア（VNC）
2016年第1四半期にVNCが生産した最終製品は9,700tに達し、前期比16.6％増、前年同期比48.1％増となった。

NiOとNHCの産出量は9,000tに達し、NiOは今期産出量の78％、NHCは22％となった。

ブラジル（Onça Puma）
OnçaPumaでは2016年第1四半期に5,600tを産出し、前期比13.7％減、前年同期比8.8％減となった。2016年2月に

溶鉱炉の電極で短絡故障が発生し、1,300tの損失が出たためである。その後は計画通りの稼働率で進捗しており、残
り3四半期で損失分を回収する見込みである。

銅

生産概況
2016年第1四半期の銅の産出量は第1四半期ベースで過去最多の109,900tに達し2、前期比0.6％減、前年同期比

4.4％増となった。Salobo鉱山でのランプアップ成功が主な要因である。

ブラジル
2016年第1四半期のSossego鉱山での銅精鉱総産出量は22,300tで、前期比1.8％減、前年同期比17.6％減となった。

鉱石品位低下によるものだが、高回収率と高生産収率により一部相殺された。

2 Lubambeに帰属する生産を除く
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2016年第1四半期のSalobo鉱山での銅精鉱総産出量は41,100tで、前期比2.3％減、前年同期比16.4％増となった。
同鉱山では雨量減少に伴い銅の年間産出量が増加する見込みである。2016年3月には銅精鉱の月間産出量としては過
去最多の14,100tを記録し、2016年下半期にはフル稼働状態に達する見込みである。

カナダ
2016年第1四半期のSudbury鉱山での銅産出量は30,900tで、銅の含有量が少ないニッケル鉱石が採掘されたため、

前期比1.3％減となった。前年同期比では21.9％増。
2016年第1四半期のVoisey’sBay鉱山での銅産出量は7,800tで、前期比27.3％減となった。LB州コーストでの冬場

の悪天候が要因となり、Voisey’sBayからSudburyへの原料供給が減少したためである。前年同期比では4.9％増。

アフリカ（Lubambe）
Lubambe社の銅精鉱産出量は100％ベースで5,000tとなった（帰属する生産2,000t）。

ニッケル・銅の副産物

コバルト

2016年第1四半期のコバルト総産出量は1,400tで、前期比10.1％増、前年同期比44.3％増となった。MB州と
Voisey’sBay、VNCでの産出量増加によるものである。
Voisey’sBayでのコバルト産出量は、2015年第4四半期に90tであったのに対し2016年第1四半期には145tに上昇

した。コバルト抽出と回収に要する回路を精錬所に設置したためである。一方VNCでは、継続的なランプアップを
反映し、2015年第4四半期の780tから2016年第1四半期には849tに上昇した。

プラチナ・パラジウム

プラチナ産出量は前期比23.8％増の46,000oz、パラジウム産出量は前期比26.4％増の100,000ozとなった。

金
2016年第1四半期の金産出量は、Salobo鉱山でのランプアップ成功により、過去最多の118,100ozとなった。
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石炭

生産概況
2016年第1四半期の石炭産出量は1.7Mtで、豪州での原料炭産出量の上昇が要因となり、前期比4.9％増となった。

前年同期比では、Moatize鉱山での産出量が低下したことから1.9％減。

豪州
2016年第1四半期のCarboroughDowns鉱山での産出量は四半期ベースで過去2番目に多い763,000tに達し、前期

比105.7％増、前年同期比41.1％増となった。2015年3月・10月・11月に行われたロングウォール移設後の業績が好
調だったことが要因となり、2015年第4四半期と2016年第1四半期に好影響をもたらした形となった。

モザンビーク
2016年第1四半期のMoatize鉱山での産出量は900,000tで、原料炭と一般炭のいずれにおいても産出量減となった。

5月に予定されていた石炭処理施設の稼働に備えておよそ7.6Mtの廃棄物移動を最優先させたこと、プラント稼働率
を改善するため1月に6日間にわたって計画外保守点検に伴う操業停止を実施したことに起因する。操業再開後は適
正レベルで稼働している。
原料炭の産出量は前期比31.0％減、前年同期比17.1％減となった。一般炭では前期比12.8％減、前年同期比30.4％

減となった。
ナカラ回廊のランプアップは計画通り進行し、2015年第4四半期の鉄道輸送量が241,000tであったのに対し2016年

第1四半期には747,000tに上昇、前期出荷回数が1回であったのに対し今期出荷回数は13回となった。

肥料原料

カリウム
2016年第1四半期のカリウム産出量は111,000tで、選鉱プラントで6日間にわたり計画外保守点検に伴う操業停止

を実施したことから、前期比19.4％減となった。前年同期比では2.4％増。

リン
2016年第1四半期のリン鉱石産出量は1.6Mtで、前期比23.9％減、前年同期比18.9％減となった。総合的な産出量

減の要因は、ブラジルとペルー（Bayóvar）での減産である。
2016年第1四半期のブラジルでの産出量は702,000tで、前期比36.4％減、前年同期比36.3％減となった。産出量減

の主な要因は、Araxáでの計画保守点検に伴う操業停止と、Cajati、Tapira、Catalãoでの計画外保守点検に伴う操業
停止である。
2016年第1四半期のペルー（Bayóvar）での産出量は913,000tで、悪天候により船積みが中断したことから前期比

10.4％減となった。一方2015年第1四半期には生産損失が発生し、保守点検に伴う長期操業停止も実施されたことか
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ら、前年同期比では2.4％増。

MAP
2016年第1四半期のMAP（リン酸モノアンモニウム）の総産出量は258,000tとなった。Uberabaにある硫酸プラン

トで計画外保守点検に伴い操業を停止したことから、前期比6.7％減、前年同期比11.4％減である。硫酸不足でリン
酸産出量に影響が及び、MAPに比べて市況が好調なTSPを優先的に産出する結果となった。

TSP
2016年第1四半期のTSP（重過リン酸石灰）の総産出量は213,000tで、プラントでの生産性向上が要因となり、前

期比3.6％増となった。一方Tapiraでのリン鉱石産出量の低下に加え、同プラントでのリン酸不足、リン鉱石の高レ
ベル汚染が各プラントの生産性に影響を与えたため、前年同期比では7.7％減となった。

SSP
2016年第1四半期のSSP（過リン酸石灰）の総産出量は326,000tで、前期比37.7％減、前年同期比29.8％減となっ

た。産出量減の要因は、Araxáプラントで保守点検に伴い行われた長期操業停止と、これに続く計画外保守点検のた
めの操業停止である。

DCP
2016年第1四半期のDCP（リン酸二カルシウム）の総産出量は122,000tで、前期比4.9％減、前年同期比10.9％減と

なった。Cajatiプラントでのリン酸不足に加え、Cajati地域では予想以上に雨量が多かったことから水質汚染が発生
し、プラントの生産性に影響を及ぼしたためである。
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5．��Glencore／�
2016年Q1（1～3月）　生産レポート

出所: Glencore,FirstQuarter2016ProductionReport（2016/5/4発表）

JOGMECから一言

株価の急落など、もっとも混乱した資源メジャーであったが、一頃より落ち着きを取り戻している。4月にはカナ
ダ年金制度投資委員会に農業部門の株式40％を25億US$で売却するなど再建策を実行に移したことは市場で好感さ
れた。ここにきて、全般的に軟調な非鉄金属のなかでも先々の需給見通しに逼迫間のある亜鉛の市況が好調であるこ
とは、亜鉛事業を銅に次ぐ主要収益源の一つとする同社としては、やや追い風ともいえるであろう（下図参照）。

コモディティ及び地域ごとに分散する利益

ハイライト

➢　2016年に発表・実施された積極的減産は、銅・亜鉛・鉛・石炭・石油部門で一貫して前期比減につながった。
これはコモディティサイクルが低迷局面を迎えたなかで供給を行うために当社が講じる統制措置を反映した結果
である。

➢　銅の自社生産量は前年同期比4％減の335,000tとなった。アフリカでの操業停止と減産を反映したものだが、南
米での増産により一部相殺された。

➢　亜鉛の自社生産量は28％減の257,100tとなった。豪州とペルー、カザフスタンでの減産発表を反映したものであ
る。

➢　ニッケルの自社生産量は16％増の27,600tとなった。Nikkelverkで扱う自社フィードの混合率上昇と、Murrin
Murrinでの業績好調を反映した結果である。

➢　石炭の生産量は5.9Mt（17％）減の29.7Mtとなった。主な要因は、2015年8月以降のOptimumCoalに対する支
配権喪失である。コロンビアでは、一部採掘制限により影響を受けた。

➢　農産物の圧搾量は1.2Mt（89％）増となった。アルゼンチンのマクロ経済動向が回復基調にあるほか、カナダ
Becancour工場と米国Warden工場を2015年に買収したことに起因する。

➢　2016年度生産見通しは変化せず（掘削作業の減少で前年見通し比0.3Mbbl減につながったE&Pオイルを除く）。
➢　2016年度マーケティング部門EBIT（支払金利前税引前利益）の見通しは2.4～2.7BUS$で変化せず。
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事業ハイライト
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銅
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銅の自社生産量は前年同期比15,700t（4％）減の335,000tとなった。アフリカでの操業停止と減産を反映したもの
だが、南米での増産により一部相殺された。

アフリカ
Mutandaでは、2016年第1四半期の銅生産量が前年同期比3,100t（6％）増の54,700tとなった。コバルトは新しい

乾燥機の設置を反映し88％増の4,900t。
2015年9月7日付の発表に従い、Katangaでは生産停止を継続、Mopaniでは一部停止を継続。Mopaniでは、銅の

自社生産量が前年同期比11,300t（51％）減の10,700t、前期比2,100t（16％）減となった。
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Collahuasi（チリ）
Glencoreの銅生産量は、保守点検に伴う操業停止が終了したのを受けて、前年同期比5,100t（11％）増の51,100tと

なった。すでに発表されている通り、SxEw工場はリーチング作業見直し後の2015年第4四半期に保存整備下に置か
れた。2016年度の銅生産量は、本工場で抽出される原料の残存分を反映する形となる。

Antamina（ペルー）
Glencoreの銅生産量は前年同期比9,000t（32％）増の36,800t、亜鉛生産量は2,100t（13％）減の14,100tとなった。

これは採掘品位の変動が予想され、銅と亜鉛の回収率が上昇したことを反映するものである。

その他南米鉱山
銅生産量は前年同期比19,500t（28％）増の88,400tとなった。2015年5月にAntapaccayでTintaya選鉱場が再稼働

したほか、Alumbreraの採掘品位が上昇したのが主な要因である。金生産量は、主にAlumbreraでの品位上昇によ
り、31,000oz（55％）増の87,000ozとなった。

豪州
2015年12月にMountIsa鉱山とTownsville精錬所とを結ぶ第三者鉄道路線での脱線事故により、2016年1月中の自

社原料供給が制限された（以後解消）。その結果、自社生産量は前年同期比11,200t（17％）減の52,900tとなった。総
生産量は、第三者からのフィードを含めると、前年同期並みとなった。

カスタムスメルター
カスタム銅カソード生産量は前年同期比1,800t（2％）減の113,900tとなった。Pasar製錬所で拡張後ランプアップ

の影響が現在も続いているのが主な要因である。一方アノード生産量は、Horne製錬所の処理量が改善した結果、前
年同期比11,000t（9％）増の136,100tとなった。



33

亜鉛

亜鉛の自社生産量は前年同期比99,100t（28％）減の257,100tとなった。2015年10月9日に発表された、豪州とペ
ルー、カザフスタンでの減産が要因である。鉛の自社生産量は前年同期比4,800t（6％）減の71,000tとなった。

Kazzinc
亜鉛の自社生産量は、すでに発表されていた減産を反映し、前年同期比3,300t（7％）減の42,900tとなった。第三
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者から購入した原料分を含む亜鉛生産量は、プラント稼働率が好調かつ安定して推移したことを反映し、前年同期並
みの76,000tとなった。
鉛の自社生産量は前年同期比7,300t（149％）増の12,200tとなった。これは2015年第1四半期に保守点検に伴う減

産が行われこと、Zhairemの原料導入がプラスに作用したことを反映するものである。Zhairemの原料は現在
Kazzincで処理を進めている。
銅の自社生産量は、2015年第1四半期に行われた定期保守点検が要因となり、前年同期比1,500t（13％）増の

12,700tとなった。
金の自社生産量は、定期棚卸作業に伴う精錬所の一時操業停止を反映し、前年同期比21,000oz（17％）減の

101,000ozとなった。

豪州
亜鉛の生産量は、2015年10月9日付の発表に従ってランプダウンによる減産を行ったため、前年同期比69,000t

（36％）減の124,000tとなった。鉛の生産量も同様に前年同期比6,700t（12％）減の47,000tとなった。

北米
亜鉛の生産量は前年同期比1,000t（4％）減の27,000tとなった。Kidd鉱山での品位低下を反映したものだが、

Matagamiでの給鉱品位上昇を要因とする生産増で一部相殺された。
銅の生産量は、KiddとMatagami両鉱山での採掘品位上昇を反映し、前年同期比3,200t（32％）増の13,200tとなっ

た。

その他地域
ペルーでは、すでに発表されていたIscaycruz鉱山（LosQuenuales）での操業停止が主な要因となり、亜鉛の生産

量が前年同期比23,700t（33％）減の49,100tとなった。アルゼンチンでは、Aguilar鉱山での給鉱品位低下が主な要因
となり、鉛の生産量が前年同期比5,400t（31％）減の11,800tとなった。
アルゼンチンのARZinc製錬所は2015年12月上旬に閉鎖した。これまで同製錬所への供給を行っていたAguilar鉱

山は操業を継続し、生産物は精鉱販売する。

カスタムスメルター（欧州）
欧州での亜鉛の生産量は前年同期並みの197,600tとなった。一方、鉛の生産量は、英国Northfleetでの業績が好調

だったことを反映し、前年同期比5,500t（11％）増の55,500tとなった。
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ニッケル

ニッケルの自社生産量は前年同期比3,800t（16％）増の27,600tとなった。Nikkelverkで扱う自社フィードの混合率
上昇と、MurrinMurrinでの業績好調を反映したものである。銅の自社生産量は、Sudburyでの品位上昇が要因とな
り、前年同期比2,600t（23％）増の14,100tとなった。

Integrated Nickel Operations （INO）
INOの自社生産量は前年同期比2,200t（16％）増の15,900tとなった。これは主に、第三者から購入した原料の割合

が上昇したのに対し、Raglan鉱山の原料処理が増加したことに起因する。総生産量は、第三者からのフィードを含
めると、前年同期並みの23,500tとなった。
銅の自社生産量は、SudburyのNickel Rim Southでの品位上昇が主な要因となり、前年同期比2,600t（23％）増の

14,100tとなった。総生産量は、第三者からの原料を含めると、前年同期並みの18,300tとなった。

Murrin Murrin
ニッケルの自社生産量は、プラント稼働率が向上したのを反映し、前年同期比1,400t（18％）増の9,300tとなった。

Koniambo
2016年第1四半期のニッケル生産量（フェロニッケルのニッケル純分換算）は2,400tとなった。DC溶鉱炉1は1月

から稼働しているが、DC溶鉱炉2はすでに廃炉となり、直ちに再建または再稼働の予定はない。
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合金鉄他

フェロクロム
Glencoreに帰属するフェロクロム生産量は、Lion 2のフルランプアップを反映し、前年同期比15,000t（4％）増の

400,000tとなった。

白金族金属（PGM）
4Eの生産量は、2015年10月にElandが保存整備下に置かれたのを受けて、前年同期比8,000oz（23％）減の

27,000ozとなった。Mototoloの2016年第1四半期の単独生産量は25,000ozであった。

バナジウム
五酸化バナジウムの生産量は、工場の回収率が上昇した結果、前年同期比0.3Mlb（6％）増の5.6Mlbとなった。

マンガン
マンガンの生産量は前年同期並みの64,000tとなった。
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石炭

石炭の生産量は前年同期比5.9Mt（17％）減の29.7Mtとなった。2015年第3四半期にOptimumCoalが初めて一部
閉鎖され、その後最終的な売却に向けて事業救済手続きに入ったことが主な要因である。

豪州コークス
コークスの生産高は、OakyCreekでの一時的な地質問題が主な要因となり、前年同期比0.3Mt（20％）減の1.2Mt

となった。

豪州一般炭・セミソフト
生産量は前年同期並みの14.3Mtとなった。

南アフリカ一般炭
生産量は前年同期比4.1Mt（36％）減の7.3Mtとなった。2015年8月以降のOptimumCoalに対する支配権喪失のほ

か、MiddelkraalとSouthWitbank両炭鉱の閉鎖を反映した結果である。減産分は、より規模の大きいTweefontein
とiMpunzi、Goedgevonden炭鉱での生産増によって一部相殺された。

Prodeco
生産量は前年同期比1.1Mt（20％）減の4.3Mtとなった。市場低迷に伴う減産計画を反映したものである。

Cerrejón
生産量は前年同期比0.4Mt（13％）減の2.6Mtとなった。この地域は長年干ばつの被害を受けているため、特に粉

塵制限にかかわる規制の適用を反映した結果である。
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【添付資料】
金

銀
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コバルト
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