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1.LME 価格と在庫（2011 年 8 月～ 9 月）
2011 年８月１日の LME 銅価格は、前月末の強地合

いを引き継いで 2011 年４月８日以来となる 9,800US＄/
ｔ台を回復し 9,827US＄/ｔでスタートしたが、米国の
個人消費支出や製造業の景況感などの米国景気失速懸
念の株安を受けて急落、１日から９日までの７営業日
で 976US＄/ｔの暴落を示した。G7 による市場安定化
策での協調の報に、８月９日は、8,851US＄/ｔと下げ
一服したが、引き続く株式市場の下落や中国の消費者
物価指数悪化に伴う引き締め懸念、そしてユーロ高に
8,800US＄/ｔ台で小刻みな動きとなっている。下旬は
世界同時株安で19日に8,781.5US＄/ｔまで下落した後、
ユーロの安定と欧米株式市場を好感して反発、８月 26
日に 9,000US＄/ｔを回復した。インドネシアの鉱山の
スト懸念などに続伸した後、9,197US＄/ｔで８月 31 日
を終えた。この間在庫は７月末 466,025ｔから 1,400ｔ
減少し８月末に 464,625ｔとなっているが、大きな変化
はない。
９月に入って１日を 9,101US＄/ｔでスタートした

後、初旬こそ 9,000US＄/ｔをめぐる小動きに終始して
いたものの、ギリシア財政問題に起因するユーロ圏の
維持に関わる欧州各国の首脳発言や協調の不調、米国
の経済指標の悪化や来年の経済成長の下方修正などを
映して急落、９月 12 日に 8,645US＄/ｔまで下がった。
中国筋の買いに一旦は反発したが、９月 20 日から 23
日にかけては３日間で 1,107.5US＄/ｔ下がるなど歯止
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めがかからないまま続落、イタリアの格付け引き下げ、
欧米経済の下振れ懸念などが材料となった。更に続落
傾向は続き、９月 26 日に 7,226US＄/ｔ、９月 29 日には、
2010 年 ７ 月 26 日 以 来 の 6,000US＄/ｔ 台 と な る
6,975.5US＄/ｔを記録。翌 30 日、米国雇用統計の好調
に 7,131.5US＄/ｔまで買い戻されて９月を終えた。こ
の間、在庫は８月末の 464,625ｔから減少し、９月末で
は前月末比＋ 10,325ｔ（＋ 2.2％）の 474,950ｔとなっ
ている。

図 1-1 に LME 価格と同在庫の推移を示す。

図1-1. 銅：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年10月〕
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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６月と７月の値は、それ
ぞれ、1,323.3 千ｔ、1,272.1 千ｔで、１〜７月の累計で
は 9,091.8 千ｔとなり、前年同期比 26.5 千ｔの増加（前
年同期比 0.3％の上昇）となった。主要な生産国別に見
ると、１〜７月の累計で前年同期比増加を示している
のは、中国（700.7 千ｔ、前年同期比＋ 63.3 千ｔ）、米
国（648.3 千ｔ、同＋ 0.1 千ｔ）、豪州（552.8 千ｔ、同＋
54.3 千ｔ）、ロシア（414.9 千ｔ、同＋ 10.7 千ｔ）、ザン
ビア（391.9 千ｔ、同＋ 0.1 千ｔ）、カナダ（325.2 千ｔ、

同＋ 52.9 千ｔ）などとなっている。一方、チリ（2,944.6
千ｔ、同− 136.1 千ｔ）、ペルー（690.1 千ｔ、同− 24.8
千ｔ）、インドネシア（380.5 千ｔ、同− 113.7 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。

HudBay Minerals Inc.（以下、HudBay 社）は 2011
年７月５日、加マニトバ州に位置する Lalor 銅・金・
亜鉛プロジェクトの最適化調査の結果を発表した。最
適化調査の結果によると、既存の Snow Lake 選鉱施設
を修理して利用するよりも、新たに山元に選鉱施設及
びペースト充填プラントを建設した方が、初期建設費
は 144 百 万 C＄（145 百 万 US＄） 上 昇 し て 総 額 704

図1-3. 中国の銅需給推移〔2008年1月～2011年7月〕

（出典：ICSG）
図1-2. 世界の銅需給推移〔2008年1月～2011年7月〕

（出典：ICSG）
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百万 C＄（706 百万 US＄）となるものの、操業費は
35％低減して 52 百万 C＄（52 百万 US＄）となり、選
鉱能力も 29％上昇して１日当たりの処理量が 4,500ｔ
に向上するとしている。Lalor 銅・金・亜鉛プロジェク
ト は、Chisel North 亜 鉛 鉱 山 の 北 西 約４km、Snow 
Lake 選鉱場の西約 12km に位置し、2011 年１月１日時
点での推定可採鉱量は 10.5 百万ｔ（平均品位 Au1.55
ｇ /ｔ、Ag21.00ｇ /ｔ、Cu0.64％、Zn8.31％）である。
現在、Chisel North 鉱山からのランプ坑道を掘進中で
あり、2012 年 Q2 にアクセス坑道が完成、2013 年初頭
に生産開始、2014 年後半には生産立坑が完成してフル
生産となる予定である。

Finders Resources 社（豪 ASX 上場）は 2011 年６
月 27 日、インドネシア Wetar 銅プロジェクト（マル
ク州 Wetar 島）の Bankable FS 結果を発表し、同プロ
ジェクト開発の経済性を確認した。同 FS の主な結果
としては、プロジェクトの推定及び確定埋蔵量は 8.2
百万ｔ、銅平均品位 2.5％と算定され、露天採掘により
鉱石採掘量 15 万ｔ/ 年、当初のマインライフ 9.2 年、
さらに製錬設備として年産能力 25 千ｔの LME グレー
ド A 銅カソード相当品を生産する SX-EW プラントを
建設する計画を立てている。総資本コストは 155.4 百万
US＄となり、2011 年６月 17 日時点での銅価格を基に
し た ベ ー ス ケ ー ス で は、NPV 304 百 万 US＄、IRR 
62％、ペイバック期間 0.9 年と評価された。計画が順
調に進めば、2011 年 Q4 初めに建設に着手し、20 か月
の建設期間を経て、2013 年中にはフル稼働可能である
としている。今後はこの FS 結果を踏まえたプロジェ
クト・ファイナンス計画を検討、加えて森林法に基づ
いた代替地の補償手続きを進める予定である。Finders 
Resources 社はプロジェクト権益 95％を所有し（残り
５％はローカル権益）、既に新鉱業法に基づく鉱山採掘
IUP 及び製錬 IUP の取得が完了している。

＜供給・銅地金生産量＞

世界の銅地金生産量は、2011 年６月と７月、それぞ
れ、1,648.1 千ｔ、1,627.9 千ｔで、１〜７月の累計では
11,229.7 千ｔとなり、前年同期比 241.7 千ｔの増加（前
年同期比 2.2％の上昇）となっている。主要な生産国別
に見ると、１〜７月の累計では中国（2,969.3 千ｔ、前
年同期比＋ 382.2 千ｔ）、ロシア（531.2 千ｔ、同＋ 6.3
千ｔ）で増加し、チリ（1,787.0 千ｔ、同− 86.2 千ｔ）、
日本（746.7 千ｔ、同− 166.8 千ｔ）、米国（577.9 千ｔ、
同− 36.8 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、７月には
105.0 千ｔまで回復した。

現地メディアによると、中国では鑫慧銅業有限公司
の 10 万ｔ/ 年の電解銅生産設備が 2013 年に生産開始
となる予定である。これは山東招金鉱業股分有限公司
による南新疆地区で銅製錬への投資拡大の一環であり、
傘下の新疆鑫慧銅業有限公司に 10 億元（1.6 億 US＄）
を投資して、カシュガールで年産能力 10 万ｔの電解銅
を生産するもの。計画での生産開始時期は 2013 年とな
っている。新疆鑫慧銅業では多元素総合回収プロジェ
クトの第一期工事が 2010 年に生産開始となり、既に年
産１万ｔの粗銅が生産されている。この第二期工事で
は、９万ｔ/年の粗銅生産と10万ｔ/年の精錬が含まれ、
これにより 10 万ｔの電解銅が生産されることになる。

山東招金鉱業股分有限公司は中国山東省の招遠に位
置し、探査・開発・選鉱・製錬の一貫ラインを持つ中
国有数の金生産者であり、最大の金精錬企業の一つで
2006 年には香港上場を果たしている。

＜需要・銅地金消費量＞

世界の銅地金消費量は、2011 年６月と７月で、それ
ぞれ、1,687.7 千ｔ、1,610.1 千ｔとなっている。１〜７
月の累計では 11,347.5 千ｔとなり、前年同期比 30.6 千
ｔの増加（前年同期比 0.3％の上昇）となっている。主
要消費国別に見ると、１〜７月の累計で増加を示して
いるのは米国（1,044.0 千ｔ、同＋ 3.0 千ｔ）、ドイツ（766.9
千ｔ、同＋ 21.0 千ｔ）で、減少している国では、中国

（4,111.8 千ｔ、同− 232.2 千ｔ）、日本（603.3 千ｔ、同−
12.3 千ｔ）、韓国（476.4 千ｔ、同− 4.4 千ｔ）が大きい。

なお、2011 年７月４日の報道によると、中国の江西
銅業で設備故障が発生し、銅ワイヤロッドが年産１万
ｔの減産となったことが伝えられた。

これは、江西銅業集団の子会社である江西銅業銅材
有限公司で設備故障が発生したもので、年産 22 万ｔの
無酸素銅ワイヤロッド生産ラインが停止したもの。こ
れにより６月分として既に１万ｔのワイヤロッド生産
量が減産となった。

また、中国のメディアは、８月、中国の電線ケーブ
ル産業の発展状況と銅需要予測の記事を掲載。以下の
ような見通しが述べられている。

電線ケーブル産業は中国国内でも規模の大きな産業
であり、近年では中国内銅総消費量の 60〜 86％を占
めて、電線ケーブル産業の動向が中国内銅需給に大き
く影響している。電線ケーブルは電力輸送からデジタ
ル回線などの線路や電気機械など基礎機材として不可
欠な製品であり、中国の電気工業産業の 1/4 にも達す
る生産額となっていて、その規模は自動車産業に次ぐ。
世界では米国をも上回り、中国は世界第一の電線ケー
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ブル生産国である。
国家統計局の分類によれば、電線ケーブル産業は電

気機械及び器材製造業に属す。管理組織としては、中
国工業聯合会に属する中国電器工業協会電線ケーブル
分会が組織化されている。

① . 電線ケーブル産業のこれまでの発展経過と産業の

特徴

第 10 次五か年計画期間（2001 − 05 年）で電線ケー
ブル産業は年平均 16.87％の成長を示し、2006 年の売
上高は 3,865.92 億元（609.5 億 US＄）に達した。2008
年には 5,000 億元（788.3 億 US＄）を超えている。

国家統計局の資料によれば、2009 年の一定規模以上
の電線ケーブル企業は中国内に 4,653 社ある。民営企
業が占める割合は、数では 73％、資産総額では 63.9％、
売上高では 64.6％、従業員数では 55.6％、輸出額では
22％を占めている。大雑把には民営企業が６割を占め、
三資（外資合弁など）が２割で、圧倒的に民間資本に
基づいた産業であることが特徴。だが、企業構造から
みると、絶対的な位置を占めているのはいくつかのグ
ローバル企業であり、特色と競争力の乏しい中小企業
の分野で民営企業が多くを占めている構造となってい
る。この階層の企業では付加価値も低く競争も激烈で
ある。

ある機構統計によれば、現在、中国全体の大小取り
混ぜた電線ケーブル企業数は 7,000 社以上にも達する
という。企業集中の度合いをみると、2009 年の中国で
の上位 19 社は全国内市場の 11.7％を占めているに過ぎ
ない。米国では上位３社が 54％、日本では上位７社が
86％、英国では 12 企業が全体の 95％を占めるなど、
世界では企業集中が進んでいる。企業集中度が低いこ
とは利益率を低下させ、生産能力の過剰を生み出しや
すい。今後、中国の電線ケーブル産業では産業構造の
調整が避けられない。

中国は電線ケーブル生産大国である。だが、企業生
産の主流は付加価値の低い低圧電線であり、超高圧な
ど先端製品は輸入に多くを依存している。2009 年の電
線ケーブル製品の輸入は 28.19 万ｔ、36.76 億 US＄に
達している。中国の多くの企業は市場の要求する産品
を生産することが困難という状況で、これが大きな産
業としての今後の挑戦となろう。

② . 電線ケーブル産業の今後の動向見通し

今後の電線ケーブル産業発展の背景として主に次の
３点がある。（1）都市化；配電線や都市軌道交通などの
成長（2）電力網建設；2011 年から始まった第 12 次五か
年計画では 2.55 兆元（4,020 億 US＄）が電力網建設に
投資される見通し（3）高速鉄道網関連；20015 年までに
五縦五横（南北系５線、東西系５線）の鉄道網建設が

予定され、複線化率と電化率も向上させる計画。
発展リスクとして次の３点が考慮される。（1）銅・ア

ルミの原料に占める割合が大きく、銅価格などの変動
で企業収益が大きく影響する体質（2）政策調整により発
展の前提が揺らぐリスク（3）世界経済との関連もこの産
業の動向に大きく影響する。

上海電纜研究所と中国電器工業協会電線ケーブル分
会の統計によれば、2009 年の電線ケーブル産業がその
導体に使用する銅量は 400 万ｔ以上であり、これは国
内の銅の総使用量の 60〜 80％にも達する。電線ケー
ブル産業が使用する銅量を分野別にみると、電力ケー
ブル用が 20〜 30％、電気関連設備用が 28〜 30％、エ
ナメル線用が 26〜 29％、通信用電線が５〜７％、そ
の他が４〜５％である。

これらを基に GDP 成長などから推計すると、12 次
五か年計画期間では、低い場合で銅使用量の年増加率
２％、高い場合は 3.5％と予測できる。これを重量で見
ると 2015 年で成長が低い場合で 482 万ｔ、高い成長の
場合で 526 万ｔである。GDP 成長の見方により大きく
数値は振れるが、2015 年で電線ケーブルに使用する銅
量が 475 万ｔ、または 671 万ｔとする見方もある。こ
れらに基づき平均化した最終予測としては、ここでは
538 万ｔという数値を 2015 年時点で電力ケーブル産業
が使用する銅量と見ることができる。

前述の電線ケーブル産業の使用銅率を考慮すると、
2015 年に中国国内で使用される精銅の消費量は 987 万
ｔ前後と推定される。これは 2009 年を起点として年増
加率 6.5％となる。

＜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
足となり、７月に至り僅かではあるがプラスに転じた。

3. 今後の需給見通し
国際銅研究会は 2011 年 10 月、2012 年の需給予測を

発表した。

＊需要

精錬銅の 2010 年の世界の需要量は 19.4 百万ｔ、2011
年と 2012 年の見込みは、それぞれ、19.7 百万ｔ、20.40
百万ｔである。2011 年の消費量は 1.5％成長にとどま
った。上半期での増加率は 0.7％だったが、下期は中国
の消費などにより 2.3％増加と見込まれている。2012
年は中国の６％成長に支えられ、3.6％の成長が見込ま
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れ 20.4 百万ｔとなると見られる。

＊供給

2011 年の世界の銅鉱石生産は、＋ 0.7％の増加で 16.1
百万ｔとなる見込みである。アフリカ・北米でそれぞ
れ、＋ 135 千ｔ（＋ 11.1％）、＋ 165 千ｔ（＋ 8.6％）
増加となるが、アセアン 10 で前年比− 236 千ｔ（−
21.7％）が大きく影響。2012 年は前年比＋ 1,514 千ｔ（＋
9.4％）と増加が見込まれている。生産量最大の中南米
では、2012 年は前年比＋ 742 千ｔ（＋ 10.6％）、アフ
リカでは前年比＋ 269 千ｔ（＋ 19.99％）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 440 千ｔ（＋
2.3％）増加し 19.5 百万ｔとなる見込み、2012 年は 661
千ｔ（＋ 3.4％）増加し 20.1 百万ｔとなる見込み。アセ
アンと CIS を除くアジア（中国を含む）が 2011 年は前
年比＋ 248 千ｔ（＋ 3.3％）、2012 年は前年比＋ 495 千
ｔ（＋ 6.3％）と増加が見込まれるほか、アフリカが
2011 年は前年比＋ 137 千ｔ（＋ 15.9％）、2012 年は前
年比＋ 192 千ｔ（＋ 19.3％）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、2012 年のバランスは、それ
ぞれ需要が 201 千ｔ、256 千ｔ上回る結果となっている。

図1-4. 銅地金の需給バランス〔2008年1月～2011年7月〕
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2. 鉛の国際市況と需給動向（2011年9月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2011年8月～9月）
2011 年８月１日に 2,627.5US＄/ｔでスタートし、弱

基調のまま米国景況感悪化から８月９日 2,278.0US＄/
ｔまで急落、小反発を見せ 2,300US＄/ｔ台を回復した
のも束の間、８月 19 日には世界同時株安の影響を受け
2,316US＄/ｔ、20 日は 2,300US＄/ｔまで軟化、８月に
断片的に伝えられた中国蓄電池産業の環境検査による
蓄電池メーカーの生産停止の報も影響した。その後米
国金融緩和追加策への期待から反発、８月 31 日に
2,555US＄/ｔまで急伸して８月を終えた。LME 在庫は
７月 31 日の 310,675ｔから８月２日に 309,675ｔまで減
少の後、小刻みな増減の中、８月 11 日には 308,300ｔ
まで減少の後、８月 15 日に急増に転じ、月末には
318,250ｔとなり、前月末比 7,575ｔ増加した。

2011 年９月も 2,559US＄/ｔでスタート、欧州株式市
場の下落を受け、９月５日に 2,444US＄/ｔへ軟化、翌
６日も続落し 2,424US＄/ｔとなった。14 日には欧州信
用不安の再燃を背景に 2,383US＄/ｔまで下落した。更
に 19 日にはユーロの不安から 2,321US＄/ｔに急落の
のち、一旦買い戻しに反発したものの、20 日から４営
業 日 で 432US＄/ｔ 下 落 し、2010 年 11 月 以 来 の
2,100US＄/ｔ台に続落。さらに、2010 年８月以来、１
年余で 2,000US＄/ｔを割り込み、26 日には 1,994US＄/
ｔまで続落した。ユーロ問題が大きく影を落としてい
る。月末にかけては米国経済指標を手掛かりに反発し、
９月 30 日 2,060.5US＄/ｔまで戻して９月を終えた。こ

図2-1. 鉛：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年10月〕

の間、LME 在庫は９月 14 日から 20 日にかけて一気に
52,150ｔ増 加、８月 末 の 318,250ｔか ら９月 末 に は
374,125ｔまで 55,875ｔ増加している。

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。

<月間平均値（US＄/ｔ）>
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−
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＜供給・鉱石生産量＞
世界の鉱石生産量の 2011 年７月と８月の値は、それ

ぞれ、386.5 千ｔ、393.9 千ｔで、１〜８月の累計では
2,910 千ｔとなり、前年同期の 2,698 千ｔと比べると
212 千ｔ増加（前年同期比＋ 7.9％）した。主要生産国
別に見ると、1〜８月の累計で前年比増加を示してい
るのは、中国（1,388 千ｔ、前年同期比＋ 248 千ｔ）、
メキシコ（150 千ｔ、同＋ 29 千ｔ）、インド（79 千ｔ、
同＋ 14 千ｔ）である。一方、豪州（370 千ｔ、同− 56
千ｔ）、米国（226 千ｔ、同− 13 千ｔ）、ペルー（149
千ｔ、同− 31 千ｔ）が減少している。

＜供給・鉛地金生産量＞
世界の鉛地金生産量は、2011 年７月と８月は、それ

ぞれ、851.7 千ｔ、856.1 千ｔとなった。１〜８月の累
計では前年同期比 613 千ｔ増加（同＋ 10.0％）して
6,757 千ｔとなっている。

国別で、１〜８月の累計で増加を示しているのは、
中国（2,967 千ｔ、前年同期比＋ 414 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（872 千ｔ、同＋ 48 千ｔ）、ドイツ（298

千ｔ、同＋ 28 千ｔ）、韓国（273 千ｔ、同＋ 59 千ｔ）、
インド（236 千ｔ、同＋ 17 千ｔ）、カナダ（187 千ｔ、同＋
７千ｔ）、豪州（160 千ｔ、同＋ 32 千ｔ）が増加、英
国（187 千ｔ、同− 16 千ｔ）、メキシコ（179 千ｔ、同−
１千ｔ）、日本（152 千ｔ、同− 21 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、６月は
18.7 千ｔ、７月は 19.8 千ｔ、８月は 20.1 千ｔとなって
いる。

中国現地報道によると、2011 年７月 21 日、中金嶺
南は、2010 年 10 月 21 日に広東省韶関製錬所で発生し
たタリウム排出による北江上流の汚染事件で全面的に
生産停止させられていた同製錬所の対策が終了し関連
部門の検査確認を受け、９か月ぶりに生産を再開した
と発表した。この間の生産停止による損失は 2.16 億元

（34 百万 US＄）となったことも併せて発表している。
生産再開は７月 19 日であるが、一部の製錬工程はまだ
停止したままで、今後の対策について検査を受けるこ
とになる。韶関製錬所の総生産能力は鉛と亜鉛で合計
35 万ｔ/ 年、そのうち亜鉛が 20 万ｔ/ 年と見られる。

＜需要・鉛地金消費量＞
世界の鉛地金消費量は、2011 年７月

と８月で、それぞれ、824.8 千ｔ、849.2
千ｔとなっている。１〜８月の累計で
は 前 年 同 期 比 512 千ｔ増 加（ 同＋
8.4％）して 6,604 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（７月 369.6 千ｔ→
８月 384.1 千ｔ）の影響が大きい。１
〜８月の累計を主要消費国別に見ると、
中国（2,912 千ｔ、前年同期比＋ 350 千
ｔ）、米国（1,059 千ｔ、同＋ 94 千ｔ）、
ドイツ（261 千ｔ、同＋ 38 千ｔ）、韓
国（255 千ｔ、同＋２千ｔ）、インド（230
千ｔ、同＋ 22 千ｔ）で増加している。
減少したのは、スペイン（170 千ｔ、同−
４千ｔ）、イタリア（163 千ｔ、同−
９千ｔ） で、 日 本（139 千ｔ、 同 ±
０千ｔ）は ±０であった。

中国では、2011 年４月８日付けで環
境保護部等９部門が連合して、鉛蓄電
池関連産業を対象とした「2011 年、民
衆の健康を保障し環境を保護するため
に違法汚染排出企業の整理を展開する
活動の通知」（環発［2011］41 号）が
発表された。これに伴い、５月頃から
断片的に中国鉛蓄電池産業の生産停止
が報道されるようになった。当初の検
査スケジュールは以下のとおりと伝え

図2-3. 中国の鉛需給推移〔2008年1月～2011年8月〕
（出典：ILZSG）

図2-2. 世界の鉛需給推移〔2008年1月～2011年8月〕
（出典：ILZSG）
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られた。
①部署での動員計画策定段階　　2011 年４月
②検査改善段階　　　　　　　　2011 年５月〜９月

重金属排出企業・汚染排出減少の重点産業の違法
性問題に関する検査と改善指示を実施。その状況に
ついては 2011 年７月末までに報告されるとした。

③検査検証段階　　　　　　　　2011 年 10 月
④総括段階　　　　　　　　　　2011 年 12 月
これにより、2011 年７月には「鉛蓄電池企業 1,930

社の検査により、閉鎖は 252 社」と総論的な報道があり、
一部に鉛蓄電池の供給不足や価格上昇が伝えられた。

だが、鉛蓄電池生産量への影響を推定させる報道は
なく、更に鉛消費量への影響もよく分からないまま、
閉鎖や生産停止の企業数のみが広く報道されてきた。
この措置は 10 月末現在でもまだ終息しておらず、実態
の影響はわかりにくい。

JOGMEC では、敢えて各省区ごとの公開された資料
を基に分析推定を行い、2011 年９月８日にカレントト
ピックス 2011 年第 45 号として「中国鉛蓄電池企業の
環境検査による生産停止動向」を発表した。この結果、
以下のような推定を行っている（詳細は同レポートを
参照されたい）。

報道されている「閉鎖」企業数から推定される影響
に比べ、生産能力から見た分析によれば影響はより小
さいことが推定されている。既に「改善迄停止」〜「閉
鎖」までの企業も検査前に通常生産していることを考
慮すると、2011 年下期に必要な蓄電池生産量は 128,000
千個である。これに対し、「生産継続企業」の単純推定
年産能力で 90,000 千個が生産可能。「改善まで停止」
の企業の再稼働を仮定すれば、2011 年下期は 34,000 千
個、この合算によりほぼ必要生産量を満たすことが可
能である。実際には製品鉛蓄電池の在庫が流通・生産
者などに存在し、更に稼働率を向上させることも可能
であり、総量的には需要を満たす生産は可能と思われ
る。ただし、鉛蓄電池の品種別の需給状況は不明である。
自動車産業では供給不足に対する情報が少なくとも表

面上はあまり報じられないが、電動自転車産業では価
格上昇をもたらしている。仕向け先の業界によって差
異もある。

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 2010 年８月か
らプラスが続き、2011 年４月にマイナスに転じ、５月に
反転したが、６月から再びマイナスに転じている。

3. 今後の需給見通し
国際鉛亜鉛研究会は 2011 年 10 月、2012 年の需給予

測を発表した。

＊需要
精錬鉛の 2011 年の世界の需要量は 2010 年比 6.1％増

加し、10.15 百万ｔ、2012 年の見込みは、2011 年比４％
増加し、10.56 百万ｔと見込まれている。自動車生産ス
ローダウンと世界的な環境問題にも拘わらず、中国では
鉛需要は 2011 年、2012 年はそれぞれ、7.4％、６％増加
する見通し。米国需要量は 2011 年、2012 年はそれぞれ、
2.3％、2.2％増加する見通し。欧州では 2011 年に 4.6％
増加、2012 年はそれとほぼ同等と見込まれている。

＊供給
鉛鉱石の 2011 年の世界の生産量は 2010 年比 7.8％増

加し、2012 年は 2011 年比 6.2％増加する見込み。中国、
インド、メキシコなどでの増産とタジキスタン、ウズ
ベキスタンでの新鉱山稼働などによる。

2011 年の世界の製錬鉛生産は、前年比＋ 7.3％の増
加で 10.34 百万ｔになる見込みである。中国、豪州、
ドイツ、インドなどでの新設備稼働による。2012 年は
3.1％の増加にとどまり、10.65 百万ｔの見通し。中国、
インドでの設備稼働が寄与する見込みである。

これらの結果、精錬鉛の需給は、2011 年、2012 年の
バランスは、それぞれ供給が需要を 188 千ｔ、97 千ｔ
上回ると予想されている。

図2-4. 鉛地金の需給バランス〔2008年1月～2011年8月〕
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3. 亜鉛の国際市況と需給動向（2011年9月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2011年8月～9月）
2011 年８月の亜鉛価格は、１日に 2,478.5US＄/ｔで

スタート後、米国景況感の悪化を材料に、非鉄金属全
般の動きにつられ下落、８月９日には 2,095.5US＄/ｔ
と５月 16 日以来の 2,000US＄/ｔ台まで急落した。10
日には株式指標をみながら反発、その後８月 24 日まで
は 2,100US＄/ｔ台中半で小動きに終始。月末は米国金
融緩和期待から反発、26 日には 2,200US＄/ｔ台を回復
し、８月 31 日 2,258.5US＄/ｔまで上伸して８月を終え
た。この間、在庫は７月末の 889,325ｔから 855,850ｔ
まで逓減した。
８月の中国購買担当者景況指数が前月とほぼ等しか

ったことで景気の先行きが懸念され、１日は堅調地合
いから反落して 2,208US＄/ｔでスタート、米国金融政
策への期待から６日には反転し８日まで続伸、2,196US
＄/ｔを付けた後、欧州金融不安の再燃を背景として軟
調 で 推 移。９月 16 日 に は 銅 相 場 反 発 に つ ら れ て
2,188.5US＄/ｔまで戻したところで、米国景況感の悪
化や欧州金融不安、そして中国の景気先行き懸念など
を材料に急落、22 日には 2010 年８月以来の 2,000US＄/
ｔ割れとなり、９月 26 日には 2010 年７月以来、１年
２か月ぶりに 1,900US＄/ｔ台も割り込み、その後買い
戻しに小反発して 30 日 1,905US＄/ｔで９月を終えた。
この間、在庫は８月末の 855,850ｔから９月末 818,825
ｔまで逓減を続けている。

図 3-1 に LME 価格と同在庫の最近の推移を示す。

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７月と８月の値は、それ

ぞれ、1,087.6 千ｔ、1,095.2 千ｔで、1〜８月の累計で
は 8,375 千ｔとなり、前年同期比 332 千ｔの増加（前

<月間平均値（US＄/ｔ）>
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1,579
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2,072
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1,968
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2,045

2,151
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2,281

2,372
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2,203

2,391

2,212

2,077

−

−

−
１〜 12 月 1,659 2,159 −

図3-1. 亜鉛：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年10月〕
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年同期比＋ 4.1％）となった。主要生産国別に見ると、
1〜８月の累計で前年同期比増加を示しているのは、
中国（2,534 千ｔ、前年同期比＋ 205 千ｔ）、インド（550
千ｔ、同＋ 57 千ｔ）、米国（523 千ｔ、同＋ 20 千ｔ）、
メキシコ（440 千ｔ、同＋５千ｔ）、カザフスタン（330
千ｔ、同＋ 24 千ｔ）である。一方、豪州（941 千ｔ、同−
７千ｔ）、ペルー（859 千ｔ、同− 147 千ｔ）、カナダ（431
千ｔ、同− 18 千ｔ）で生産量が減少している。

2011 年６月 28 日付け地元紙等によると、ペルーの
亜鉛生産大手の Antamina、Miolpo、El Brocal の３社
により 2011 年 H2 から亜鉛生産量が増加する見通しで
ある。特に、現在拡張工事中の Antamina 鉱山がフル
操業となる 2013 年は、亜鉛生産量の増加が最大となる
見込みである。Scotia 銀行のレポートによると、近年、
ペルー国内の多金属鉱山は、亜鉛や鉛ではなく、銀や
銅の濃集するエリアを主に開発してきた。また、亜鉛
生産量の低迷は品位の低さにも起因していた。2011 年
H2 から徐々に各社の拡張プロジェクトの完了に伴う増
産がスタートすることにより、減少した亜鉛生産量の

回復が見込まれるが、2011 年及び 2012 年とも、2010
年の生産量には及ばないとの見通しを示した。また、
近い将来、開発へ移行する新規の亜鉛プロジェクトが
存在しないことに言及するとともに、Bongara プロジ
ェクト、Hilarion プロジェクト等の主要なプロジェク
トの生産開始がいずれも５年後以降となると報告され
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７月と８月は、そ

れぞれ、1,071.2 千ｔ、1,084.7 千ｔで、１〜８月の累計
では 8,606 千ｔとなり、前年同期比 244 千ｔの増加（前
年同期比＋ 2.9％）となっている。主要生産国別に見る
と、１〜８月の累計で増加を示しているのは、中国

（3,371 千ｔ、前年同期比＋ 64 千ｔ）、インド（527 千ｔ、
同＋ 58 千ｔ）、韓国（564 千ｔ、同＋ 64 千ｔ）、スペ
イン（346 千ｔ、同＋３千ｔ）が増加、カナダ（433 千
ｔ、同− 39 千ｔ）、豪州（338 千ｔ、同−８千ｔ）、日
本（329 千ｔ、同− 46 千ｔ）、メキシコ（214 千ｔ、同−
３千ｔ）が減少している。日本は東日本大震災の影響

図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2008年1月～2011年8月〕

図3-3. 中国の亜鉛需給推移〔2008年1月～2011年8月〕（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）
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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、７月と８月はそれぞれ、
43.2 千ｔ、44.4 千ｔとなり回復しつつある。

中国の現地報道によると、安徽銅冠有色金属（池州）
有限責任公司が建設を進めていた年産 10 万ｔ亜鉛製錬
設備が、2011 年７月に生産開始となった。これは同社
が安徽省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 期工事分の年産 10 万ｔの設備で、当初は
2010 年末に稼働の計画であったが、価格低迷から 2011
年稼働に延期されていた。正式生産開始に先立ち 2011
年 5 月には 2 か月の予定で試験生産が開始されていた。

また、中国有色金属建設株式有限公司が発表した 2011
年上半期年度報告によると、７月に子会社赤峰中色亜
鉛業有限公司の第４期製錬プロジェクトが操業開始と
なり、生産能力は 11 万ｔ/ 年から 21 万ｔ/ 年と拡充さ
れた。また、現在、生産能力 10 万ｔ/ 年の第５期亜鉛
製錬プロジェクトが計画されていて、準備段階にある。

＜需要・亜鉛地金消費量＞
世界の亜鉛地金消費量は、2011 年７月と８月で、そ

れぞれ、1,022.8 千ｔ、1,054.9 千ｔで、1〜８月の累計
では 8,343 千ｔとなり、前年同期比 78 千ｔの増加（同＋
0.9％の上昇）となっている。１〜８月の累計で主要消
費国別に見ると、中国（3,436 千ｔ、前年同期比＋ 14
千ｔ）、インド（386 千ｔ、同＋ 26 千ｔ）、韓国（383
千ｔ、同＋ 18 千ｔ）、ドイツ（335 千ｔ、同＋１千ｔ）、
ベルギー（293 千ｔ、同＋ 31 千ｔ）、イタリア（223 千
ｔ、同＋９千ｔ）と増加した。また、米国（578 千ｔ、同−
56 千ｔ）、日本（333 千ｔ、同− 11 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。2010 年 12 月以来バランスはプラス（供給過剰）
を示しているが、その幅は縮小しつつある。

3. 今後の需給見通し
国際鉛亜鉛研究会は 2011 年 10 月、2012 年の需給予

測を発表した。

＊需要
精錬亜鉛の 2011 年の世界の需要量は 2010 年比 2.2％

増加し、12.85 百万ｔ、2012 年の見込みは、2011 年比
3.9％増加し、13.35 百万ｔと見込まれている。中国の需
要量は、在庫の増加から 2011 年には成長率が鈍化し
2.1％と見込まれているが、2012 年はみかけ需要も＋
5.7％に上昇する見込み。欧州では 2011 年、2012 年は
それぞれ、2.5％、１％増加する見通し。米国需要量は
2011 年、2012 年はそれぞれ、1.4％、1.3％の増加が見
込まれている。また、ブラジル、インド、韓国、トル
コなどでも 2011 年 2012 年とも増加が見込まれ、日本
も 2012 年には 2011 年の落ち込みを回復する見込み。

＊供給
亜鉛鉱石の 2011 年の世界の生産量は 2010 年比 4.3％

増加し、12.77 百万ｔとなる見込み。中国、インド、カ
ザフスタン、メキシコ、ロシアが増加、ペルー、豪州
の減少を補うと見られる。2012 年は引き続き中国、イ
ンド、ロシアなどで増加、ペルーも回復が見込まれ、
更にカナダ、サウジアラビア、ウズベキスタンなどで
の増産により 2011 年比 4.8％増加し 13.37 百万ｔに達す
る見込み。

2011 年の世界の精錬亜鉛生産は、前年比＋ 2.7％の
増加で 13.16 百万ｔとなる見込みである。中国、インド、
韓国などでの増加が大きい。2012 年は 2.4％の増加で
13.48 百万ｔとなる見通し。

これらの結果、精錬亜鉛の 2011 年、2012 年需給バ
ランスは、それぞれ供給が需要を上回り、317 千ｔ、
135 千ｔとなると予想されている。

図3-4. 亜鉛地金の需給バランス〔2008年1月～2011年8月〕
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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9月まで）

1. LME価格と在庫（2011年8月～9月）
2011 年８月は、１日に 25,080US＄/ｔでスタートし

た後、欧州金融不安を背景に急落、９日までに 3,475US
＄/ｔ下落し、21,605US＄/ｔとなった。一旦買い戻さ
れたものの、月末にかけて再度軟調となり、８月 22 日
には６月 20 日以来の 21,075US＄/ｔと最近の下値を更
新した。24 日に 20,820US＄/ｔまで下落した後反発し、
月末は 22,050US＄/ｔまで戻して８月を終えた。この
間、在庫は７月末の 103,098t から８月末 104,502ｔまで
微増した。

2011 年９月 は 21,775US＄/ｔで ス タ ー ト の 後、
21,000US＄/ｔをめぐり小動き、９月 7 日に在庫は
100,000ｔを切り価格の下支えとなった。しかし、非鉄
金属全般の下落には抗しきれず９月 22 日に 2010 年７
月以来の 19,000US＄/ｔ台の 19,505US＄/ｔに下落する
と、翌日には 2010 年２月以来の 17,000US＄/ｔ台とな
り、９月 23 日に 17,925US＄/ｔを記録した。欧州債務
危機と米国経済先行き懸念が変わらず背景となってい
る。一時は注目された在庫の減少傾向も材料視されな
いまま９月末には 97,074ｔまで減少して９月を終えて
いる。

図4-1. ニッケル：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年10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

22,075

20,385

−

−

−
１〜 12 月 14,655 21,809 −

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
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を示す。

＜供給・鉱石生産量＞

世界の鉱石生産量の 2011 年７月と８月の値は、それ
ぞれ、167.6 千ｔ、164.7 千ｔで、1〜８月の累計では
1,245.2 千ｔとなり、前年同期比 242.0 千ｔの増加（前
年同期比＋ 24.1％）となっている。主要生産国別に見
ると、１〜８月の累計で増加したのは、インドネシア

（186.0 千ｔ、前年同期比＋ 32.2 千ｔ、前年同期比＋
20.9％）、フィリピン（157.0 千ｔ、同＋ 40.0 千ｔ、同＋
34.2％）、 カ ナ ダ（141.1 千ｔ、 同＋ 59.8 千ｔ、 同＋
73.6 ％）、 豪 州（123.1 千ｔ、 同 ＋ 15.5 千ｔ、 同 ＋

14.4％）、ブラジル（97.0 千ｔ、同＋ 61.1 千ｔ、同＋
170.2％）、中国（61.2 千ｔ、同＋ 6.0 千ｔ、同＋ 10.9％）
などである。また、減少は、ニューカレドニア（74.5

千ｔ、同− 10.9 千ｔ、同− 12.8％）であり、前年同期
比増減なしは、ロシア（180.0 千ｔ、同 ±0.0 千ｔ、同 ±
0.0％）である。

2011 年６月 27 日の地元紙報道によれば、インドネ
シア PT Dayaindo Resources International Tbk 社は、
2013 年にスラウェシ島におけるニッケル鉱山の操業を
開始する計画とのこと。また、石炭積出ターミナルも
同時に操業開始の予定である。同社の主要事業は、建設、
不動産事業であり、加えて、石炭開発を始めとする資
源開発事業も手掛けている。スラウェシにおけるニッ
ケル鉱山は中央スラウェシ州 Banggai 地区に位置し、
子会社である PT Anugerah Tompira Nickel 社が開発
を実施し、さらにニッケル製錬パイロット・プラント
の開発も進められている。同鉱山の生産規模などは今

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2008年1月～2011年8月〕

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2008年1月～2011年8月〕

（出典：INSG）

（出典：INSG）
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回明らかにされていない。また、石炭積出ターミナルは、
西スラウェシ州 Mamuju 地区に位置し、電気制御装置
付石炭ブレンド装置を備える。

＜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７月 と８月 で、 そ れ ぞ れ、134.8 千ｔ、
136.8 千ｔで、１〜８月の累計では 1,028.9 千ｔとなり、
前年同期比 97.3 千ｔの増加（前年同期比＋ 10.4％）と
なった。主要生産国別に見ると、１〜８月の累計で、
中国（265.5 千ｔ、前年同期比＋ 50.8 千ｔ、前年同期比＋
23.7％）、 カ ナ ダ（91.0 千ｔ、 同＋ 39.0 千ｔ、 同＋
75.0 ％）、EU27（74.6 千ｔ、 同 ＋ 8.9 千ｔ、 同 ＋

13.5％）、ノルウェー（60.9 千ｔ、同＋ 0.1 千ｔ、同＋
0.2％）で増加し、日本（106.8 千ｔ、同− 4.4 千ｔ、同−
4.0％）、豪州（65.9 千ｔ、同− 5.8 千ｔ、同− 8.1％）
で減少、ロシア（130.8 千ｔ）で同じ値となっている。

＜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７月と８月で、
それぞれ、130.3 千ｔ、129.9 千ｔで、１〜８月の累計
では 1,041.8 千ｔとなり、前年同期比 72.7 千ｔの増加（前
年同期比＋ 7.5％）となっている。１〜８月の累計では、
中国（447.0 千ｔ、前年同期比＋ 70.5 千ｔ、前年同期比＋
18.7 ％）、EU27（224.5 千ｔ、 同 ＋ 7.7 千ｔ、 同 ＋

3.6％）、日本（104.8 千ｔ、同＋ 4.7 千ｔ、同＋ 4.7％）、
米国（83.5 千ｔ、同＋ 2.8 千ｔ、同＋ 3.5％）、韓国（50.1
千ｔ、同＋ 2.7 千ｔ、同＋ 5.7％）と主な消費国で増加
している。

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、５月からは過剰に転
じた。

3. 今後の需給見通し
国際ニッケル研究会の 2012 年の需給予測（2011 年
９月発表）は以下のようになる。

ステンレス生産量の増大に伴い、2011 年のニッケル
生産は 2010 年の 1.44 百万ｔから増加し 1.60 百万ｔと
なる見込みである。2012 年もカナダでの設備増強など
から増加、1.74 百万ｔと見込まれている。

2011 年のニッケル需要は、2010 年の 1.48 百万ｔか
ら 2011 年には 1.57 百万ｔへの増加が見込まれている。
更に 2012 年には 1.67 百万ｔに増加すると見られる。

この結果、世界のバランスは 2011 年にはごくわずか
の供給過剰、2012 年は設備稼働の状況にもよるが、こ
の傾向が続くと見られる。

（2011.11.1）

図4-4. ニッケル地金の需給バランス〔2008年1月～2011年8月〕
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