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1.LME 価格と在庫（2011 年 6 月～ 7 月）
６月の LME 銅価格は、ギリシャをめぐる欧州経済

危機懸念と、チリの El Teniente 銅鉱山のストライキ
に伴う生産停止懸念を主な材料に、月末になって上伸
したものの、全般的には 9,000US＄/ｔをはさんだ小幅
な値動きに終始した。６月１日に 9,171.0US＄/ｔでス
タート、２日には米国経済指標が弱めなことや、中国
の追加利上げの観測から上海先物価格が軟化したこと
を受けて－133.5US＄/ｔの 9,037.5US＄/ｔまで下落。
その後ユーロ高やチリの生産停止懸念などで買い戻さ
れたものの、６月８日には FRB 議長発言による米国経
済減速懸念で 8,970.5US＄/ｔまで下落、更に続落し９
日に６月の最安値 8,950.5US＄/ｔを記録。その後いっ
たん買い戻されたが、中国の輸入減少などから再び軟
化した後、６月 15 日に急反発、9,147.0US＄/ｔをつけた。
チリのストライキ懸念も材料視された。米国景気減速
観測を材料として６月 20 日には再び 8,935US＄/ｔま
で下落、ギリシャ債務問題の進展で反発するも、上値
は重く、６月 28 日には 9,000.0US＄/ｔを割り込み、そ
の後月末にかけギリシャ議会が財政緊縮策を可決した
ことを好感した買いに反転、9,301.0US＄/ｔで６月を
終えた。この間、在庫は５月末の470.85千ｔから減少し、
６月末では前月末比－7.40 千ｔ（－1.6％）の 463.45 千
ｔとなっている。
７月は、チリ、インドネシアなどの銅鉱山でのスト

ライキを材料に一転して上昇場面となった。７月１日
に 9,405.0US＄/ｔと続伸して始まり、７日にはインド
ネシアの Grasberg 銅鉱山のストやチリ・ペルーでの
スト懸念などで 9,713.0US＄/ｔまで急伸した。いった
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1. 銅の国際市況と需給動向（2011年7月まで）
金属企画調査部

図1-1. 銅：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年8月〕
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<月間平均値（US＄/ｔ）>
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１〜 12 月 5,150 7,539 －

ん反落した後、中国の 6 月銅輸入量の３か月ぶりの増
加や予測を上回った中国 GDP の報に強基調で推移、イ
ンドネシアのスト終結により供給懸念緩和で反落も見
られたが、20 日にはドル安や市場予測を上回った米国
住宅着工件数を好感して 9,765.5US＄/ｔをつけた。そ
の後、LME 在庫の増加などにより軟化する場面も見ら
れたが、月末にはチリの Escondida 鉱山のフォースマ
ジ ュ ー ル に 供 給 懸 念 が 高 ま り 急 伸、７月 29 日 に
9,731.0US＄/ｔとなり７月を終えている。この間、在
庫は６月末には 463.45 千ｔであったが、７月 21 日に
472.325 千ｔまで増加したが、７月末では前月末比＋
0.10 千ｔ（＋ 0.0％）の 463.55 千ｔとなっている。

図 1-1 に LME 価格と同在庫の推移を示す。
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2. 需給
図 1-2 に世界の銅需給の推移を、図 1-3 に世界の銅需

給に占める比率が大きな中国の需給推移を示す。

＜供給・鉱石生産量＞
世界の鉱石生産量の 2011 年４月と５月の値は、それぞ

れ、1,304.7 千ｔ、1,357.4 千ｔで、１〜５月の累計では
6,526.9 千ｔとなり、前年同期比 105.8 千ｔの増加（前年
同期比 1.6％の上昇）となった。主要な生産国別に見ると、
１〜５月の累計で前年同期比増加を示しているのは、中
国（519.6 千ｔ、前年同期比＋ 61.5 千ｔ）、豪州（388.6 千
ｔ、同＋ 66.0 千ｔ）、ザンビア（317.8 千ｔ、同＋ 5.2 千ｔ）、
ロシア（297.9 千ｔ、同＋ 10.6 千ｔ）、カナダ（231.7 千ｔ、
同＋ 41.3 千ｔ）などとなっている。一方、チリ（2,144.3
千ｔ、同− 14.0 千ｔ）、ペルー（488.1 千ｔ、同− 1.8 千ｔ）、
米国（455.8 千ｔ、同− 8.9 千ｔ）、インドネシア（280.2
千ｔ、同− 67.3 千ｔ）などが減少している。インドネシ
アの減少は引き続き Grasberg 鉱山の品位低下による減
産（2010 年生産量は前年比 13.3％減）による。

2011 年６月、中国有色金属有限公司のスポークスマン
Sydney Chileya 氏が表明したところによると、ザンビア
Muluyanshi 銅鉱山は、これまでの予定では 2011 年 11 月
の試験生産開始とされていたが、開発コストが 3.7 億 US
＄と低廉に済み、試験生産開始も 2011 年９月に早まる見
込みとのことである。同氏は「これまでに80％が完成した」

と述べている。なお、2011 年 12 月には全面的な稼働と
なる予定。同鉱山では電解銅で 60〜 80 千ｔ/年が生産
でき、マインライフは 15 年と計画されている。

＜供給・銅地金生産量＞
世界の銅地金生産量は、2011 年４月と５月、それぞれ、

1,570.8 千ｔ、1,615.0 千ｔで、１〜５月の累計では 7,892.3
千ｔとなり、前年同期比 97.1 千ｔの増加（前年同期比
1.2％の上昇）となっている。主要な生産国別に見ると、
１〜５月の累計では中国（2,060.7 千ｔ、前年同期比＋
218.2 千ｔ）、ロシア（377.8 千ｔ、同＋ 7.4 千ｔ）で増加し、
チリ（1,285.2 千ｔ、同− 47.8 千ｔ）、日本（541.8 千ｔ、同−
112.0 千ｔ）、米国（414.8 千ｔ、同− 41.9 千ｔ）で減少し
ている。日本の生産量は東日本大震災によるもので４月
には 93.2 千ｔまで落ち込み、リーマンショックの影響に
よる 2009 年２月の 104.0 千ｔを２か月連続して下回る結
果となったが、５月には 104.6 千ｔまで回復した。

2011 年５月、中国紫金銅業が福建省上杭県蛟洋工業団
地で建設が進めらていた年産能力 20 万ｔ銅製錬所プロジ
ェクトが完成に向けて最終段階に入った。既にプロジェ
クトの 80％が完成し、2011 年７月末には全体が完成する
見込みで、７月には試験生産開始となっている。上杭県
20 万ｔ銅製錬所建設プロジェクトは総投資額 60 億元、
生産開始後の年産能力として銅カソード 20 万ｔ、硫酸
80 万ｔ、金５ｔ、銀 126ｔが予定されている。

（282）

（出典：ICSG）
図1-3. 中国の銅需給推移〔2008年1月～2011年5月〕

（出典：ICSG）
図1-2. 世界の銅需給推移〔2008年1月～2011年5月〕
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2011 年６月 24 日、「新華社網」は、広西有色金属集団
が広西壮族自治区梧州市に建設していた年産能力 30 万
ｔ再生銅製錬プラントが 2011 年９月 30 日に試験生産と
して粗銅生産を開始すると報じた。2012 年９月には設備
全稼働の計画で、年産能力 30 万ｔが達成される見込み。

＜需要・銅地金消費量＞
世界の銅地金消費量は、2010 年４月と５月で、それぞれ、

1,597.0 千ｔ、1,694.8 千ｔとなっている。１〜５月の累計
では 8,038.6 千ｔとなり、前年同期比 81.4 千ｔの増加（前
年同期比 1.0％の上昇）となっている。主要消費国別に見
ると、１〜５月の累計で増加を示しているのは米国（753.0
千ｔ、同＋ 15 千ｔ）、ドイツ（528.2 千ｔ、同＋ 16.1 千ｔ）、
日本（447.4 千ｔ、同＋ 26.0 千ｔ）、韓国（347.6 千ｔ、同＋
22.7 千ｔ）で、減少している国では、中国（2,871.9 千ｔ、同−
241.4 千ｔ）が大きい。

2011 年７月５日、中国の現地メディアは「６月の銅ワ
イヤロッド生産企業の原料在庫率が５月の 13.79％から
2.48 ポイント上昇して 16.27％となった」と報じた。江銅
集団の設備故障による銅ワイヤロッド減産が原料消化の
停滞をもたらしたことや、今後の市況に対して強気な一
部の企業が調達量を増加させていることが原料在庫増加
の主たる原因とみられる。一方、総体的にみれば、多く
の企業の資金状況はタイトであり、原料在庫を大幅に増
加させられないと見られる。７月も原料在庫率が継続し
て上昇する可能性は低い。なお、銅ワイヤロッド生産企
業の６月製品在庫率は前月比下落して 5.93％となった。
主たる原因は前月以前に江西や浙江省で電力制限の影響
を受けて製品供給に支障がもたらされないよう、製品在
庫のレベルを上げ、それが６月に消化されたと見られる。

＜需給バランス＞
世界の銅の需給バランスと価格の推移を図 1-4 に示す。

需給バランスは 2010 年10 月以降、プラスとなっていたが、
2011 年１月から供給不足に転じ、2011 年３月は再び僅か
ではあるが供給過多に転じたが、再び不足となっている。

3. 今後の需給見通し
国際銅研究会の 2011 年の需給予測（2011 年４月発表）

を再掲する。

＊需要
精錬銅の 2010 年の世界の需要量は 19.3 百万ｔ、2011

年と 2012 年の見込みは、それぞれ、20.1 百万ｔ、21.0
百万ｔである。2011 年の消費量は４％成長を見せ、20
百万ｔの大台に乗り、20.1 百万ｔとなる見込み。中国
の消費増加が大きい。2012 年は主要な国で同様の成長
4％が見られ 21.0 百万ｔとなると見られる。地震と津
波がもたらす日本の需要への影響や、北アフリカ・中
東情勢などまだ不確かな要因が多い。

＊供給
2011 年の世界の銅鉱石生産は、740 千ｔ（＋ 4.6％）

増加し、16.8 百万ｔとなる見込みである。各地域で増
加傾向となるが、特に北米では 2011 年は前年比＋ 258
千ｔ（＋ 13.5％）、2012 年 は 前 年 比＋ 260 千ｔ（＋
12.0％）と引き続き増加が見込まれている。生産量最
大の中南米では、増加率こそ小さいが、2011 年は前年
比＋ 352 千ｔ（＋ 5.0％）、2012 年は前年比＋ 234 千ｔ（＋
3.2％）と順調な増産が見込まれ、アフリカでは 2011
年は前年比＋ 113 千ｔ（＋ 8.6％）、2012 年は前年比＋
227 千ｔ（＋ 15.9％）と、急増となる見込みである。

同様に 2011 年の精錬銅の世界生産量は 1,103 千ｔ（＋
5.8％）増加し 20.2 百万ｔとなる見込みで、アセアンを
除くアジア（中国を含む）が 2011 年は前年比＋ 339 千
ｔ（＋ 4.5％）、2012 年は前年比＋ 690 千ｔ（＋ 8.7％）
と増加が見込まれるほか、アフリカが 2011 年は前年
比＋ 225 千ｔ（＋ 26.3％）、2012 年は前年比＋ 167 千
ｔ（＋ 15.4％）と、高い成長を見せると予想されている。

これらの結果、2011 年のバランスは、需要が 377 千
ｔ上回る結果となっている。

また、2011 年５月 10 日、生産・消費とも大きな中
国は、2011 年に 29.1 万ｔ（2010 年は６社 14.49 万ｔ）
の銅製錬産業旧式設備の生産能力を淘汰すると発表し
た。これは、同国鉱業情報化部が 18 の産業について目
標を設定した一環であり、非鉄金属産業では銅のほか
に、アルミ・鉛・亜鉛についても同様に目標が発表さ
れている。

（283）

図1-4. 銅地金の需給バランス〔2008年1月～2011年5月〕
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2. 鉛の国際市況と需給動向（2011年7月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2011年6月～7月）
2011 年６月１日に 2,513.0US＄/ｔでスタートした後

は 2,500US＄/ｔをはさんだ展開で終始し、月末に至り
非鉄金属全般の上昇を受けて 2,622.5US＄/ｔまで急伸
した。

中国の鉛蓄電池産業の環境検査が５月に告示され、
その影響の懸念やギリシャ財政再建などが材料視され
たものの６月 10 日に 2,577.5US＄/ｔまで上昇した後、
20 日には 2,380.0US＄/ｔまで反落するなど、テクニカ
ルな売り買いが続き、月末に 2,600US＄/ｔ台まで戻っ
て６月を終えている。LME 在庫は５月 31 日の 323.3
千ｔから６月 13 日に 321.725 千ｔまで減少の後、小幅
の増加・減少を繰り返し、月末には 318.6 千ｔとなり、
前月末比 4.7 千ｔ減少した。

2011 年７月も 2,700US＄/ｔをはさんだ展開となっ
た。１日に 2,636.5US＄/ｔでスタートし、原油高や米
国株価の反発を追い風に上伸し 13 日には 2,745US＄/
ｔの７月最高値をつけた。その後、米国経済の見通し
や LME 在庫の増減に応じて狭い範囲で変動、29 日に
2,613.5US＄/ｔまで軟化して７月を終えた。この間、
LME 在庫は７月 13 日に 306.15 千ｔまで減少の後、増
加に転じ、７月末には 311.45 千ｔとなっている。

図 2-1 に LME 価格と同在庫の推移を示す。

2. 需給
図 2-2 に世界の鉛需給の推移を、図 2-3 に世界の鉛需

給に占める比率が大きな中国の需給推移を示す。

＜供給・鉱石生産量＞
世界の鉱石生産量の 2011 年５月と６月の値は、それ

ぞれ、405.4 千ｔ、420.9 千ｔで、１〜６月の累計では
2,145 千ｔとなり、前年同期の 1,931 千ｔと比べると

図2-1. 鉛：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月1日～2011年8月〕

214 千ｔ増加（前年同期比＋ 11.0％）となっている。
主要生産国別に見ると、１〜６月の累計で前年比増加
を示しているのは中国（1,011 千ｔ、前年同期比＋ 209
千ｔ）、メキシコ（115 千ｔ、同＋ 24 千ｔ）、インド（61
千ｔ、同＋ 13 千ｔ）である。一方、豪州（262 千ｔ、同−
９千ｔ）、米国（181 千ｔ、同−９千ｔ）、ペルー（108
千ｔ、同−27 千ｔ）が減少している。

2011 年７月４日、カザフスタンの国営鉱産企業 Tau-
Kent Samruk 社 と チ ェ コ ス ロ バ キ ア の Radington 
Industrial Consulting は、大型鉛亜鉛鉱山開発を共同
で行う協議合意に至ったと発表。Tau-Kent Samruk 社
の Bolat Svyatov 社長によると、「当初予定では 5,000
万 US＄の投資が必要となる」と語り、双方は共同で
Alaigyr で開発を進める。Alaigyr はカザフスタンのカ

<月間平均値（US＄/ｔ）>

2009 年 2010 年 2011 年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11 月

12 月

1,133

1,101

1,239

1,383

1,440

1,674

1,679

1,900

2,205

2,241

2,309

2,329

2,368

2,124

2,172

2,265

1,883

1,704

1,837

2,076

2,184

2,380

2,377

2,413

2,602

2,587

2,624

2,741

2,435

2,499

2,683

－

－

－

－

－
１〜 12 月 1,726 2,148 －
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図2-2. 世界の鉛需給推移〔2008年1月～2011年6月〕

ラガンダ州中部に位置し、5,000 万ｔ前後の鉛資源量が
推定されている。双方はそれぞれ 50％の株式保有によ
り JV を設立、Tau-Kent Samruk 社は必要な技術と融
資を提供する。Radington Industrial Consulting 社は

「JV は毎年 100 万ｔ前後の鉱石を処理し、2015 年には
鉛精鉱の生産を開始する予定」と述べているが、具体
的な生産量については未定。

＜供給・鉛地金生産量＞
世界の鉛地金生産量は、2010 年５月と６月は、それぞれ、

802.1 千ｔ、864.3 千ｔとなった。１〜６月の累計では前年
同期比 481 千ｔ増加（同＋ 10.7％）して 4,975 千ｔとなっ
ている。

国別で、１〜６月の累計で増加を示しているのは、中
国（2,197 千ｔ、前年同期比＋ 397 千ｔ）が鉱石と同様に
顕著な伸び・大きなシェアを示し、それに続く生産国で
は米国（642 千ｔ、同＋ 30 千ｔ）、ドイツ（220 千ｔ、同＋
17 千ｔ）、インド（180 千ｔ、同＋ 15 千ｔ）、カナダ（145
千ｔ、同＋１千ｔ）、メキシコ（140 千ｔ、同＋ 11 千ｔ）
が増加、韓国（159 千ｔ、同−２千ｔ）、英国（146 千ｔ、同−
８千ｔ）、豪州（117 千ｔ、同−15 千ｔ）、日本（111 千ｔ、
同−16 千ｔ）が減少している。日本は３月に東日本大震
災により 13.3 千ｔと、前年月平均の 22.2 千ｔを大きく下

回ったが、４月は 18.9 千ｔ、５月 20.2 千ｔ、６月は 17.2
千ｔとなっている。

中国青海省大通県では、環境保安施設の不備によって
粉じん排出が周辺の大気汚染を引き起こしたとして当地
の大通県福通鉛製錬所の生産が、2011 年５月４日に強制
停止させられた。同鉛製錬所は 2008 年に生産開始され
て以来、環境保護部門から粉じん除去設備の設置を要請
されていたが、依然として違法となる粉じん排出の改善
が実施されていないことが確認され、環境保護局が当該
工場に立ち入り、ただちに生産を停止させたもの。期限
を決めた改善措置の実施を求められている。
６月６日、ロシアの UGMK は、３−４年以内に鉛生産

能力を現在の能力より 25〜 30％増加させ、100 万ｔに拡
大する新生産設備計画を明らかにした。新生産設備は西
シベリアのイルクーツクかクラスノヤルスク付近で建設
される模様。

＜需要・鉛地金消費量＞
世界の鉛地金消費量は、2011 年５月と６月で、それ

ぞれ、786.5 千ｔ、846.9 千ｔとなっている。１〜６月
の累計では前年同期比 450 千ｔ増加（同＋ 10.2％）し
て 4,875 千ｔとなっている。

鉱石生産・地金生産と同じく、大量消費国である中
国（５月 330.7 千ｔ→６月 397.5 千ｔ）の影
響が大きい。１〜６月の累計を主要消費国
別に見ると、中国（2,159 千ｔ、前年同期比＋
357 千ｔ）、米国（783 千ｔ、同＋ 54 千ｔ）、
ドイツ（191 千ｔ、同＋ 25 千ｔ）、インド（164
千ｔ、同＋８千ｔ）で増加している。減少
したのは、韓国（167 千ｔ、同−22 千ｔ）、
スペイン（132 千ｔ、同−２千ｔ）、イタリ
ア（121 千ｔ、同−13 千ｔ）、日本（97 千ｔ、
同−７千ｔ）などである。

世界動向が中国動向を大きく映している状
況に変化はない。中国の鉛の主要消費分野
であるバッテリー動向と関連する自動車生産
量は、引き続き好調である（2011 年１〜６
月累計：955.0 万台・前年同期比＋ 5.0％）。

中国では、５月から中国政府が始めた鉛
製錬の環境汚染対応に伴い、鉛の生産量は
減少し、需給のひっ迫も一部で生じている。
更に、多くの製錬所の生産停止や、改善対
応のための一時停止による生産量低下が予
想されている。

2011 年の中国の精錬鉛生産量の計画値
は、今なお当初計画の 419 万ｔを維持して
いる。しかし、中国の５月の精錬鉛生産量
は 13.3％低下、それ以前に、浙江省東部で
発生した血中鉛濃度異常事件などを映して
いると見られている。製錬業界関係者は、
５月の鉛生産量減少について「鉛蓄電池の
生産減少がもたらしたもの」と語っている。

「粗鉛メーカーの減産は、需要が比較的弱い
ことを映したもので、これは環境対応が原
因であるとみられ、これにより再生鉛業も

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）

図2-3. 中国の鉛需給推移〔2008年1月～2011年6月〕
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また減産せざるを得なくなっている」とも言われてい
る。
５月の中国の鉛精鉱生産量は４月比 21％増加し 23.9

万ｔとなっているが、５月の鉛精鉱の輸入量は 83,797
ｔで、４月に比べて 38％減少。一方、中国の５月の鉛
みかけ消費量は４月比 7.2％減少している。

世界の鉛の需給バランスと価格の推移を図2-4に示す。
需給バランスは一旦マイナスに転じたが 2011 年１月に
プラスに転じ、４月に至り最近では大きな供給過多とな
ったが、５月に縮小、６月は再び過剰幅を拡大させて
いる。

3. 中国の鉛亜鉛産業の現状
2011 年８月、中国の現地メディアでは、中国の鉛亜

鉛産業のこれまでの経過と現状をまとめた報道があっ
た。その要約を示すと以下のとおりである。

①中国鉛亜鉛鉱業の基本状況
鉛亜鉛は中国が優勢な鉱業資源である。中国で探査

により明らかになっている鉛資源量は 3,481.8 万ｔ、亜
鉛資源量は9,172.35万ｔで、この資源量はわずかに豪州・
米国には及ばないものの、世界で第三位である。中国
の鉛亜鉛鉱産資源には以下の特徴がある。

第一に、大きな鉱山が少なく、小規模鉱山が多いこ
とである。大型鉛鉱山の資源量が占める割合は 1.5％に
過ぎず、亜鉛についても同様に 4.5％を占めているに過
ぎない。

第二の特徴は、高品位のものが少なく、低品位のも
のが多いことである。鉛については品位３％より高い
ものの総資源量に占める割合は 30％前後であり、亜鉛
についてはもう少し品位は高いものの、35％以上が品
位４％より少ない。

第三に、国内の鉛亜鉛鉱山は小企業が主体であること。
第四に、国内鉛亜鉛製錬能力の拡張に従って、鉛亜

鉛原料の輸入が急増していることである。
資源量分布から見ると、内蒙古、雲南、湖南、広東

そして甘粛の省区が中国の主な鉛亜鉛資源の分布地で
あり、その資源量は 100 万ｔを超え、この５省区で中
国全体の資源量の 72％を占めている。

中国では、鉛亜鉛それぞれについて生産を行ってい
る企業が主であり、鉛と亜鉛を総合的に生産している
企業は少数である。生産されている鉛亜鉛の加工品品
種は少なく、国内企業の製品に差異も少なく差別化も
しにくい。更に、非鉄金属産業の中でも企業集中度が
最低であることで、国内市場に依存し、環境コストも負
いにくく、一定の産業競争力しか持ちえないのである。

中国有色金属工業協会の統計によれば、2009 年にお
いて一定規模以上の中国の鉛亜鉛企業は 1,374 社であ
り、その内、鉱山企業が 754 社、製錬企業が 620 社で
ある。鉛亜鉛企業の総資産額は 2,070.7 億元であり、非
鉄金属産業全体の 11.6％を占め、鉱山企業が 752 億元、
製錬企業が 817 億元、主営業業務収入の総額は 2,241
億元、その内、鉱山企業は 771 億元、製錬企業は 1,470
億元である。税引き後利益は 147.5 億元であり、鉱山
企業が 84 億元、製錬企業が 63.5 億元である。

②鉛亜鉛製錬産業の産業構造
数十年の発展建設期間を経て、中国には東北、湖南、

両広（広東と広西の意）、 川（雲南と四川の意）、西
北の５つの大きな鉛亜鉛の鉱山業や製精錬業そして加
工業が集積した基地があり、これらで鉛生産量につい
ては全国の 85％以上、亜鉛では 95％を占めている。し
かし、鉛亜鉛製錬企業は規模が広く分散している。
2001 年時点で、上位 10 社までの累計で、鉛と亜鉛の
それぞれについての全国総生産に占める割合は 52％と
64％であったが、2008 年にはそれぞれ 37.5％と 45.5％
に低下している。近年の鉛亜鉛産業の発展の中では、
簡単に鉱山や製錬企業数を多くすることが行われ、国
際的競争力を備えた大型鉱業製錬企業の育成が出来て
いない。

また、2011 年５月 10 日、生産・消費とも大きな中
国は、2011 年に 58.6 万ｔ（2010 年は 17 社 26.58 万ｔ）
の鉛精錬産業旧式設備の生産能力を淘汰すると発表し
た。これは、同国鉱業情報化部が 18 の産業について目
標を設定した一環であり、非鉄金属産業では鉛のほか
に、アルミ・銅・亜鉛についても同様に目標が発表さ
れている。

図2-4. 鉛地金の需給バランス〔2008年1月～2011年6月〕
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3. 亜鉛の国際市況と需給動向（2011年7月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2011年6月～7月）
2011 年６月の亜鉛価格は、鉛と同様に 2,200US＄/ｔ

をはさんだ狭い範囲内での値動きとなった。１日に
2,226.0US＄/ｔでスタート後、米国経済指標をにらんで
ジ リ 安 で 推 移 し、６日 に は 上 昇 に 転 じ、10 日 に
2,252.5US＄/ｔと最近の高値となった。その後ユーロ安
ドル高で一転して軟調地合いとなり、2,200US＄/ｔをは
さんで推移、月末に至って他の非鉄金属に引きずられて
上 伸、30 日 は 2,315.0US＄/ｔま で 買 い 進 め ら れ た。
LME 在庫は５月末の 854.3 千ｔから 14 日には 868.8 千
ｔまで増加したが、その後再び減少に転じ、６月末には
860.8 千ｔとなっている。

2011 年７月は６月の堅調地合いを受けて 1 日に
2,339.5US＄/ｔでスタートし、ギリシャ財政問題の解決
の動きや原油高で５日に 2,363.0US＄/ｔまで上伸。その
後 LME 在庫の増加や米国追加金融策に関連して小動
き、米国の住宅着工件数発表が予想を上まわった 19 日
に 2,400US＄/ｔ台を回復、月末は非鉄金属全般の堅調
につられつつも、在庫の増加に 2,500US＄/ｔは上値の
重い展開となり、29 日に 2,470US＄/ｔで７月を終えた。
LME 在庫は 6 月末の 860.8 千ｔから 10 日には 894.8 千
ｔまで増加、７月末は 889.6 千ｔとなっている。

図 3-1 に LME 価格と同在庫の最近の推移を示す。

図3-1. 亜鉛：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年8月〕

2. 需給
図 3-2 に世界の亜鉛需給の推移を、図 3-3 に世界の亜

鉛需給に占める比率が大きな中国の需給推移を示す。

＜供給・鉱石生産量＞
世界の鉱石生産量の 2011 年５月と６月の値は、それ

<月間平均値（US＄/ｔ）>
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－
１〜 12 月 1,659 2,159 －
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ぞれ、1,116.1 千ｔ、1,140.84 千ｔで、１〜６月の累計
では 6,216 千ｔとなり、前年同期比 207 千ｔの増加（前
年同期比＋ 3.4％）となった。主要生産国別に見ると、
１〜６月の累計で前年同期比増加を示しているのは、
中国（1,801 千ｔ、前年同期比＋ 112 千ｔ）、インド（415
千ｔ、同＋ 45 千ｔ）、米国（390 千ｔ、同＋ 16 千ｔ）、
メキシコ（340 千ｔ、同＋ 59 千ｔ）、カザフスタン（261
千ｔ、同＋ 16 千ｔ）である。一方、豪州（699 千ｔ、同−
２千ｔ）、ペルー（659 千ｔ、同−91 千ｔ）、カナダ（330
千ｔ、同−20 千ｔ）で生産量が減少している。

＜供給・亜鉛地金生産量＞
世界の亜鉛地金生産量は、2011 年５月と６月は、そ

れぞれ、1,079.2 千ｔ、1,105.0 千ｔで、１〜６月の累計

では 6,451 千ｔとなり、前年同期比 185 千ｔの増加（前
年同期比＋ 3.0％）となっている。主要生産国別に見る
と、１〜６月の累計で増加を示しているのは、中国

（2,259 千ｔ、前年同期比＋ 73 千ｔ）、インド（412 千ｔ、
同＋ 65 千ｔ）、韓国（377 千ｔ、同＋２千ｔ）、スペイ
ン（263 千ｔ、同＋６千ｔ）、メキシコ（167 千ｔ、同＋
４千ｔ）が増加、カナダ（327 千ｔ、同−38 千ｔ）、日
本（242 千ｔ、同−46 千ｔ）が減少している。豪州は
前年同期と変わらず 248 千ｔであった。日本は東日本
大震災の影響で３月（31.7 千ｔ）、４月（27.7 千ｔ）と
前年の平均（47.8 千ｔ）を大きく下回っていたが、５
月と６月はそれぞれ、43.9 千ｔ、41.3 千ｔとなり回復
しつつある。

2011 年５月 28 日、中国では、赤峰中色博紅燁亜鉛

図3-3. 中国の亜鉛需給推移〔2008年1月～2011年6月〕

（出典：ILZSG）
図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2008年1月～2011年6月〕

（出典：ILZSG）
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図3-4. 亜鉛地金の需給バランス〔2008年1月～2011年6月〕

業有限公司の第４期工事が完成し試験生産に入った。
６月末には本稼働となる。赤峰中色博紅燁は既に、こ
れまでの１期〜３期で 11 万ｔの亜鉛地金生産能力を有
しているが、今回の４期分の本稼働に伴い、年産能力
は亜鉛 23 万ｔ、硫酸 35 万ｔとなる。

同じ中国で、安徽銅冠有色金属（池州）有限責任公
司は、同社が建設を進めていた年産能力 10 万ｔ亜鉛製
錬設備が７月に生産開始となると公表した。これは、
同社が池州で建設を進めていた 30 万ｔ亜鉛製錬設備の
うちの 1 期工事分であり、当初は 2010 年末に稼働の予
定であったが、価格低迷から 2011 年稼働に延期されて
いたもの。５月に試験生産が開始され、７月で本稼働
となる。

また、中国の馳宏亜鉛ゲルマニウム業は、同社の会
澤者海製錬所を 2011 年６月 30 日で生産ラインを閉鎖
する旨を決定した。これにより、同製錬所では、亜鉛
は前年比 3.92 万ｔ、硫酸は同 2.85 万ｔ減少する。同製
錬所は排出物の汚染問題（排気、排水、固形廃棄物の
３種で）があり、旧式設備とのこと。ただし、同じ会
澤者海製錬所では、2011 年末稼働の計画で年産６万ｔ
の粗鉛と 10 万ｔの電気亜鉛の能力を持つ新プラント建
設が進められつつあり、この建設が順調に進めば、馳
宏亜鉛ゲルマニウム業としては今回の生産ライン閉鎖
は大きな影響とはならないと見られる。

＜需要・亜鉛地金消費量＞
世界の亜鉛地金消費量は、2011 年５月と６月で、そ

れぞれ、1,037.0 千ｔ、1,103.6 千ｔで、１〜６月の累計
では 6,228 千ｔとなり、前年同期比 147 千ｔの増加（同＋
2.4％の上昇）となっている。１〜６月の累計で主要消
費国別に見ると、中国（2,569 千ｔ、前年同期比＋ 92
千ｔ）、インド（285 千ｔ、同＋ 22 千ｔ）、ドイツ（253

千ｔ、同＋ 13 千ｔ）、ベルギー（210 千ｔ、同＋ 16 千ｔ）、
イタリア（182 千ｔ、同＋ 16 千ｔ）と増加した。また、
米国（439 千ｔ、同− 25 千ｔ）、日本（249 千ｔ、同−
５千ｔ）、韓国（246 千ｔ、同−29 千ｔ）などで減少し
た。

世界の亜鉛の需給バランスと価格の推移を図 3-4 に
示す。2011 年１月以来バランスはプラス（供給過多）
を示しているが、その幅は縮小しつつある。

3. 中国の鉛亜鉛産業の現状
2011 年８月、中国の現地メディアでは、中国の鉛亜

鉛産業のこれまでの経過と現状をまとめた報道があっ
た。その要約は「2. 鉛の国際市況と需給動向（2011 年
７月まで）」に鉛とともに掲載している。

2011 年５月 10 日、生産・消費とも大きな中国は、
2011 年に 33.7 万ｔ（2010 年は 53 社 29.37 万ｔ）の亜
鉛精錬産業旧式設備の生産能力を淘汰すると発表した。
これは、同国鉱業情報化部が 18 の産業について目標を
設定した一環であり、非鉄金属産業では亜鉛のほかに、
アルミ・銅・鉛についても同様に目標が発表されている。

一方、中国メディアはこの淘汰目標の発表に対して、
「亜鉛製錬産業の投資意欲の情熱は続いていて、精錬能
力は上昇している」と、次のような見通しも報道して
いる。2010 年の中国の亜鉛精錬能力は 633.5 万ｔで、
実際の生産量は 513 万ｔであった。しかし、今後続々
と新たな設備の稼働が始まり、2011 年の中国の亜鉛精
錬能力は 700 万ｔを突破し、生産量も増加することが
予想されている。統計によれば、安徽銅冠、漢中亜鉛業、
江銅集団など多くの企業で 2011 年生産開始される予定
の新設備生産能力は 75 万ｔに達している。稼働率
80％としても、2011 年の亜鉛精錬生産量は 573 万ｔに
達すると見られる。
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金属企画調査部

4. ニッケルの国際市況と需給動向（2011年7月まで）

1. LME価格と在庫（2011年6月～7月）
2011 年６月；１日に 23,335US＄/ｔでスタートした

後、新規プロジェクトの稼働開始を控え、需給緩和感
から弱含み推移し、６月 20 日には 21,410US＄/ｔまで
下落した。下値警戒感から値を戻し、月末は 23,125US
＄/ｔまで上伸して６月を終えた。この間、在庫は前月
末の 114,894ｔから６月５日に 115,392ｔまで増加した
ものの、また減少傾向となり、月末には 106,836ｔま
で低下した。

2011 年７月；在庫は前月末の 106,836ｔから更に下
げ足を強め、７月 20 日に 2009 年３月以来の 101,574
ｔまで減少した。これに応じるように価格は堅調推移
し、７月８日と 15 日に 24,000US＄/ｔを超えたが直ち
に軟化し強含み推移にとどまった。月末には非鉄金属
全般の上昇につられ、29 日 24,500US＄/ｔまで上昇し
て７月を終えている。７月末の LME 在庫は 103,098ｔ
まで増加している。

図 4-1 に LME 価格と同在庫の最近の推移を示す。

2. 需給
図 4-2 に世界のニッケル需給の推移を、図 4-3 に世界

のニッケル需給に占める比率が大きな中国の需給推移

図4-1. ニッケル：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年8月〕

<月間平均値（US＄/ｔ）>

2009 年 2010 年 2011 年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11 月

12 月

11,307

10,409

9,696

11,166

12,635

14,960

15,985

19,642

17,473

18,525

16,991

17,066

18,439

18,976

22,461

26,031

22,008

19,389

19,518

21,413

22,643

23,807

22,909

24,111

25,646

28,252

26,812

26,329

24,210

22,344

23,721

－

－

－

－

－
１〜 12 月 14,655 21,809 －

を示す。

＜供給・鉱石生産量＞
世界の鉱石生産量の 2011 年５月と６月の値は、それ
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ぞれ、151.1 千ｔ、159.3 千ｔで、１〜６月の累計では
886.2 千ｔとなり、前年同期比 152.3 千ｔの増加（前年
同期比＋ 20.8％）となっている。主要生産国別に見ると、
１〜６月の累計で増加したのは、フィリピン（113.0 千
ｔ、前年同期比＋ 30.0 千ｔ、前年同期比＋ 36.1％）、カ
ナダ（108.9 千ｔ、同＋ 53.2 千ｔ、同＋ 95.5％）、豪州（91.1
千ｔ、同＋ 13.3 千ｔ、同＋ 17.1％）、ブラジル（69.0 千
ｔ、同＋ 43.3 千ｔ、同＋ 168.5％）、中国（47.0 千ｔ、同＋
4.8 千ｔ、同＋ 11.3％）などである。また、減少は、イ
ンドネシア（110.4 千ｔ、同 -5.4 千ｔ、同− 4.7％）、ニ
ューカレドニア（51.1 千ｔ、同−9.4 千ｔ、同−15.5％）
であり、前年同期比増減なしは、ロシア（135.0 千ｔ、同 ±
0.0 千ｔ、同 ±0.0％）である。

カナダでは、Crowflight Minerals Inc.（本社：バン
クーバー）が、2011 年６月 22 日に、４月に再開した
MB 州 Wabowden 付近に位置する Bucko Lake ニッケ
ル鉱山の再開後出荷量等を公表した。再開後初の出荷
は、ON 州サドベリーにある製錬所向けのニッケル精

鉱約 85ｔであった。なお、Bucko Lake 工場では現在
1 日当たり約 600ｔの鉱石を加工処理しているが、こ
れを１日当たり 1,000ｔまで増加させ、以前に定めた
生産計画を変えずに 2011 年に 500 万 lb（2,268ｔ）の
ニッケルを生産する予定である。また、同社は社名の
変 更 も 公 表 し て お り、2011 年 6 月 23 日 以 降 は
CaNickel Mining Ltd. となる。

豪州では、2011 年７月１日、Minara Resources 社が
傘下の Murrin Murrin ニッケル鉱山の設備故障による
減産を発表した。ただし、同社は金属生産量に対する
影響に関しては発表していない。Minara 社は Glencore
がその 71％を保有、Minara 社の 2011 年生産計画量は
33〜 37 千ｔ（Ni 量）である。

＜供給・ニッケル地金生産量＞
世界の一次ニッケル生産量（INSG による“Primary”）

は、2011 年５月と６月で、それぞれ、126.2 千ｔ、126.6
千ｔで、１〜６月の累計では 760.5 千ｔとなり、前年同期

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2008年1月～2011年6月〕 （出典：INSG）

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2008年1月～2011年6月〕
（出典：INSG）
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比 57.9 千ｔの増加（前年同期比＋ 8.2％）となった。主要
生産国別に見ると、１〜６月の累計で、中国（193.0 千ｔ、
前年同期比＋ 29.3 千ｔ、前年同期比＋ 17.9％）、カナダ（73.7
千ｔ、同＋ 32.1 千ｔ、同＋ 77.2％）、EU27（56.1 千ｔ、同＋
9.2 千ｔ、同＋ 19.6％）で増加し、日本（76.5 千ｔ、同−
6.0 千ｔ、同−7.2％）、豪州（48.9 千ｔ、同−5.2 千ｔ、同−
9.6％）で減少、ロシア（130.8 千ｔ）、ノルウェー（45.5
千ｔ）で同じ値となっている。

中国では、現地紙が 2011 年６月 15 日に江西攀森新材
料のニッケルプラントが６月に試験生産となる予定を報
道している。江西攀森新材料有限公司が独自に 50 億元
を投資して建設していたプラントの 1 期工事の 10 万ｔ年
産ラインは６月末には試験生産に達する予定。この設備
は江西省の九江湖口金砂湾工業団地で建設が進められ、
計画では 2013 年末に２期工事も完成する。全設備が稼
働すれば、年産 25 万ｔのニッケル粒合金が生産される。

豪州では、BHP－B傘下の西豪州Kwinanaニッケル製・
精錬所が、６月初めに計画どおり再稼働した。この精錬
所は年 70 千ｔの精錬ニッケル生産が可能であるが、水素
供給不足から５月末に生産停止されていたもの。2010 年、
Kwinana では 44 千ｔの精錬ニッケルが生産されたが、
2009 年の 66 千ｔよりは少なかった。2010 年３月にはや
はり水素供給不足から、また 2010 年 12 月にも窒素供給
が不足して一時的な生産停止に追い込まれていた。

＜需要・ニッケル地金消費量＞
世界の一次ニッケル消費量は、2011 年５月と６月で、

それぞれ、120.3 千ｔ、122.3 千ｔで、１〜６月の累計
では 763.1 千ｔとなり、前年同期比 32.1 千ｔの増加（前
年同期比＋ 4.4％）となっている。１〜６月の累計では、
中国（325.0 千ｔ、前年同期比＋ 43.9 千ｔ、前年同期比＋

15.6％）、米国（64.5 千ｔ、同＋ 3.4 千ｔ、同＋ 5.6％）、
韓国（36.7 千ｔ、同＋ 0.4 千ｔ、同＋ 1.1％）が増加し、
日本（72.3 千ｔ、同− 3.3 千ｔ、同−4.4％）が減少、
EU27（164.6 千ｔ）が前年同期と同じ値となっている。

世界のニッケルの需給バランスと価格の推移を図 4-4
に示す。需給バランスは 2010 年４月以降、ほぼバラン
スしつつも全般的にはプラスで推移してきたが、2011
年２月に半年ぶりに不足に転じ、僅かではあるが５、
６月は過剰に転じた。

3. 今後の需給見通し
　国際ニッケル研究会の 2011 年の需給予測（2011 年
４月発表）を再掲すると次のようになる。

世界の多くの地域でのステンレス生産量の増大に伴
い、2010 年のニッケル需給も増加の速度が加速して始
まった。この結果、2010 年上半期から一次ニッケル価
格の上昇と二次ニッケル需要の増大がもたらされてい
る。しかし、下半期にはステンレス産業でのスローダ
ウンも見られた。

2011 年、ステンレス生産量の上昇により一次ニッケ
ルの需要も増加して始まっている。2009 年の世界の一
次ニッケル生産量は 1.33 百万ｔであったが、2010 年に
は 1.4 百万ｔに増加している。そして、新たな設備稼
働やカナダで続いていたストライキの解決などから、
2011 年のニッケル生産は更に増加、1.60 百万ｔに達す
る見込みである。

一方、世界の一次ニッケル消費量も、2009 年には
1.24 百万ｔであったものが、2010 年には 1.47 百万ｔに
増加、2011 年には 1.54 百万となる見込みである。

日本の災害と北アフリカ・中東の不安定さがもたら
すニッケル需給への影響についてはまだ不確かである。

（2011.9.2）

図4-4. ニッケル地金の需給バランス〔2008年1月～2011年6月〕

（292）




