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1. LME 価格と在庫（2011 年 10 月～ 11 月）
2011 年 10 月の LME 銅価格は、前月末の弱地合いを

引き継いで 2010 年７月 21 日以来となる 6,795US＄/ｔ
台を記録してスタート。翌 2 日も続落し最近の最安値
の 6,785US＄/ｔとなった。ギリシャ債務問題への懸念
が材料となった。その後欧州での銀行に対する協調姿
勢が伝えられると反発、6 日に 7,000US＄/ｔ台をつけ
ると、14 日に発表された中国の９月 CPI が２か月連続
して低下したことを受けた買いなどで 17 日の 7,566US
＄/ｔまで上伸、G20 による欧州の銀行資本増強などの
共同声明も好感された。だが、欧州危機への対策実施
へ の 懸 念 は 根 強 く、 相 場 は 反 落、20 日 に は 再 び
6,000US＄/ｔ台の 6,916.5US＄/ｔまで下落した。その
後、米国金融緩和策などを好感して急反発し、欧州首
脳 会 談 に よ る 危 機 打 開 策 の 発 表 な ど に 27 日 に は
8,040US＄/ｔに上伸した。月末は売りに軟化する場面
も見られたものの、31 日に 7,900.5US＄/ｔで終わった。

11 月は、１日にギリシャ首相の国民投票実施発言を
受け 7,660US＄/ｔに急落して始まり、欧州財政問題の
解決に関して一進一退の展開の中 7,800US＄/ｔ後半ま
で戻したが、９日に株価急落などを受け 7,672US＄/ｔ
まで下がり、その後も続落、11 日に 7,451US＄/ｔを記
録した。14日にはアジア株式市況の反発で7,731.5US＄/
ｔまで戻したものの、その後は再び欧州債務危機への
懸念から軟化し、弱含みのまま 30 日の 7,405.5US＄/ｔ
で 11 月を終えている。

この間、LME 在庫はほぼ一貫して減少。10 月３日
の 475,025ｔから 10 月末には 424,750ｔとなり、更に
386,700ｔまで減少して 11 月を終えた。

ベースメタル国際需給動向

1. 銅の国際市況と需給動向（2011年11月まで）
金属企画調査部
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図 1-1 に LME 価格と同在庫の推移を示す。

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８月と９月の値は、それ

ぞれ、1,349.9 千ｔ、1,344.2 千ｔで、１〜９月の累計で
は 11,804.5 千ｔとなり、前年同期比 35.7 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、１〜９月の累計で前年同期比増加を示している
のは、中国（943.6 千ｔ、前年同期比＋ 115.3 千ｔ）、豪

図1-1. 銅：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年12月〕
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州（711.0 千ｔ、同＋ 83.7 千ｔ）、ロシア（533.9 千ｔ、同＋
12.6 千ｔ）、カナダ（421.2 千ｔ、同＋ 51.9 千ｔ）など
となっている。一方、チリ（3,808.8 千ｔ、同− 182.7
千ｔ）、ペルー（897.5 千ｔ、同− 18.6 千ｔ）、米国（835.6
千ｔ、同− 0.1 千ｔ）、ザンビア（502.0 千ｔ、同− 6.1
千ｔ）、インドネシア（482.4 千ｔ、同− 167.7 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。

＜供給・銅地金生産量＞
世界の銅地金生産量は、2011 年８月と９月、それぞ

れ、1,685.2 千ｔ、1,668.8 千ｔで、１〜９月の累計では
14,587.8 千ｔとなり、前年同期比 403.2 千ｔの増加（前
年同期比 2.8％の上昇）となっている。主要な生産国別
に見ると、１〜９月の累計では中国（3,932.6 千ｔ、前
年同期比＋ 579.2 千ｔ）、ロシア（682.7 千ｔ、同＋ 3.0
千ｔ）で増加し、チリ（2,297.7 千ｔ、同− 118.2 千ｔ）、
日本（977.3 千ｔ、同− 196.8 千ｔ）、米国（749.0 千ｔ、
同− 80.7 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
116.1 千ｔと回復した。

10 月 11 日、中国のメディアは、銅価下落により中
国の一部で銅の減産が行われていると以下のように報
道した。銅価格の下落が銅生産企業の利潤の大幅低下
をもたらし、銅製錬企業の関係者は「銅原料の購入価
格が 40〜 50 元 /kg（6.3〜 7.9US＄/kg、485〜 606 円
/kg）で、加工後で 70 元〜 80 元 /kg（11.0〜 12.6US＄/
kg、848〜 969 円 /kg）になり、それが 50 元〜 60 元 /
kg（11.0〜 12.6US＄/kg、848〜 969 円 /kg）でしか売
れない。このような損失により、少なからぬ生産企業
がやむなく減産ないし生産停止に至っている」と語っ
ている。

しかし、LME 在庫が増加しているものの、長期的に
見て中国の需要は根強く、銅価の上昇も期待できる。
１〜８月の中国の銅関連産業の生産量動向を見ると、
電線ケーブル・空調・冷蔵庫・洗濯機・カラーテレビ・
自動車の生産量の前年同期比の数値はそれぞれ、＋
18.9％・＋ 38.1％・＋ 12.6％・＋ 15.3％・− 2.0％・＋
3.3％となっていて、カラーテレビと自動車を除けば高
い成長を示している。これは国内の銅需要が依然とし
て堅調なことを示している。

11 月７日、中国のメディアは「中国の銅製錬設備の
生産への投入が再びピークに達している」と報道した。
これは 2011 年 11 月６日に開催された中国鉱業大会
China Mining の席上明らかにされたもので、この発表
を行ったアナリストによれば、2011 年の中国の新増銅
製錬能力は 2010 年を上回っているとのことで、この状
況は 2013 年まで継続する見通し。このアナリストによ
れば、2011 年から 2013 年までの間、中国の粗銅製錬
の設備能力の増加は毎年 60 万ｔ以上、精錬設備の生産
能力の増加は 100 万ｔを超える。

統計の速報では、2011 年１〜８月の中国の銅製錬の
新規プロジェクトへの投資額は 127.1 億元（20.1 億 US
＄）で、2010 年同期間が 131.8 億元（21.8 億 US＄）で
あったことと比較すると 3.5％減と小幅低下している。
しかし、同期間で既に完成した固定資産投資額は 185.1
億元（29.3 億 US＄）となっていて、これは前年同期比
42.9％の大幅増加となっている。

また、同アナリストによれば、銅製錬産業への投資
と生産開始のタイムラグから判断すると、2011 年に中
国内で竣工し生産開始となる銅の製・精錬の各能力は
60 万ｔ、115 万ｔで、これにより生産設備能力の総計
はそれぞれ 407 万ｔと 713 万ｔに達するという。

中国の銅資源の自給率は 30％に達せず、海外への依
存は高い。製精錬能力の拡張は中国内精錬銅生産量増
加の要素であり、銅加工費の折衝に関する大きな要素
となる。

図1-2. 世界の銅需給推移〔2008年1月～2011年9月〕
（出典：ICSG）
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また、2011 年の中国の銅需要量は 738 万ｔと見なさ
れていて、これは前年比 8.5％の増加となる。

また、報道によると、11 月９日、金川集団が建設し
ていた 20 万ｔ銅カソード、１万ｔコバルトプラントが
竣工し生産が開始された。これらは 2009 年末に着工さ
れ、総投資 6.72 億（1.1 億 US＄）で完成したもの。こ
れにより同集団の銅生産能力は年産 60 万ｔになる。ま
たコバルトプラントは、四酸化三コバルトを生産する。

＜需要・銅地金消費量＞
世界の銅地金消費量は、2010 年８月と９月で、それ

ぞれ、1,722.4 千ｔ、1,682.0 千ｔとなっている。１〜９
月の累計では 14,757.8 千ｔとなり、前年同期比 14.6 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、１〜９月の累計では、中国（5,602.4
千ｔ、同− 29.1 千ｔ）、米国（1,338.7 千ｔ、同− 4.3 千
ｔ）、ドイツ（976.2 千ｔ、同− 3.7 千ｔ）、日本（753.7
千ｔ、同− 29.6 千ｔ）、韓国（600.3 千ｔ、同− 21.3 千ｔ）
と主要国で減少した。

次に、世界の銅需要に大きな影響を与える中国の最
近の主な銅需要動向を掲げる。

10 月 11 日、中国のメディアは、銅管工場の閉鎖を
以下のように報道した。

2011 年８月に広東新明珠陶瓷集団と佛山大江銅業有
限公司は協議を成立させ、広東新明珠陶瓷集団が佛山
大江銅業有限公司を、2.6 億元（41 百万 US＄）で全面
買収することになった。佛山大江銅業はもともと地方
政府管轄の国有企業で生産能力は銅管で５万ｔ/ 年で、
これも８月には完全停止し、現在は在庫処理が行われ
ている。広東新明珠陶瓷集団は中国の衛生陶器で最も
規模の大きな企業であり、現代化、集団化が実践され
ている企業である。同社関係者によると、今後佛山大
江銅業が銅管生産に戻ることはなく、同社のあった土
地も買収後は活用が図られる由。銅価格の低下により

銅関連企業の利益が圧迫されていて、今後も銅加工企
業で撤退を迫られるところも出てくると見られる。

また、中国の銅ワイヤロッド（WR）メーカーの
2011 年 10 月の稼働率が引き続き高率を維持している
と報道されている。最近の中国内主要銅 WR メーカー
に対する調査によると、10 月の平均稼働率は 82.3％で
あった。これは９月の 85.86％と比べると 3.54 ポイント
低下しているものの、基本的には高率を維持している。
また、大型企業の稼働率が中小の WR メーカーに比べ
て圧倒的に高いことが分かっている。

スクラップ銅を用いて銅 WR を製造するメーカーの
稼働率は明らかに低く、中でも中小メーカーで低酸素
銅 WR を製造している企業には甚だしきに至っては生
産停止に追い込まれているところもある。逆に、この
スクラップ銅から製造される低酸素 WR の市場への供
給の減少が電解銅から銅 WR を製造しているメーカー
の高い稼働率をもたらしている。

更に中国では、2011 年 11 月３日、2012 年の銅消費
量の予測として以下のような報道がなされた。

2011 年 11 月２日、安泰科のアナリスト楊長華氏は
2012 年の中国の銅の実態としての消費量は 2011 年比
6.4％増の 785 万ｔとなる見通しを明らかにした。この
増加率は 2011 年の増加率 8.5％の成長と比較すると低
くなっている。なお、同氏は 2011 年の消費量は 738 万
ｔと見ている。同氏によれば、中国の銅需要の増加は
電力関連産業に支えられているという。この産業は中
国最大の銅の消費分野であるが、ユーロ問題は中国の
電子産品の輸出にも影響すると見ている。また、中国
の銅地金生産能力は、需要に見合って増加、2012 年に
は前年比 9.1％増の 575 万ｔとなるとのことである。な
お、2011 年は前年比 15.1％増の 527 万ｔとしている。
生産能力の増加は 2011 年から 2013 年にかけてピーク
を迎えるとも見ている。同氏の見通しによれば、2011
年末までに中国の製錬能力は 60 万ｔ/ 年増加し 407 万

図1-3. 中国の銅需給推移〔2008年1月～2011年9月〕

（出典：ICSG）
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ｔ/ 年に、精錬能力は 115 万ｔ/ 年増加し 713 万ｔ/ 年
となるとのことである。

銅の代替について、報道によれば、2010 年の１年間
の中国の銅消費分野で、他の金属に代替された銅量は
総計で 66 万ｔ、その内電線ケーブル産業では 21 万ｔ、
熱交換器・銅管では 25.5 万ｔ、機械・電子・建材の分
野では 19.5 万ｔであった。

銅とアルミの価格比は 2001 年には 1.5 だったものが
2010 年には 3.67 まで拡大し、銅の消費分野の内価格に
敏感な分野では、銅価が５万元 /ｔを超えると代替が
始まり、銅価が７万元 /ｔの当時には代替が旺盛とな
った。ところが銅価が 6.5 万元 /ｔに落ちると銅代替の
動きは低下し、銅の需要はこの分再び増加したという。

＜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 2011 年１月から基調的には供給不
足に転じた。2011 年３月と７月は僅かではあるが一時
的にプラスに転じたものの、８月、９月はマイナスと
なっている。

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％であったが、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、世界では 3.6％の成長

が見込まれ 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。

なお、2011 年 10 月 12 日、これまでベールに包まれ
ていた中国の銅の在庫規模が、最近の国際銅研究会の
席上、以下のように明らかにされた。

中国有色金属工業協会（CNIA）の集計によれば、
2010 年末、中国の銅在庫量は 190 万ｔで、これは米国
の 1 年間の消費量を上回るものであった。この数値に
ついてはこれ以前に中国外で 100 万ｔから 150 万ｔと
推測されていたもので、これより多い。

この在庫量によれば、近年の中国の銅の
実需量は、これまで認識していたものに比
べて少ない可能性がある。世界の銅需要の
40％を占める中国の在庫に関する動向は、
銅価格形成に関わる大きな要素である。中
国は 2009 年に大量の買い入れを実施し、世
界金融危機で低迷した銅価格を引き上げ、
更に今日の高価格へ導くことのきっかけと
なった。

国際銅研究会の関係者によれば、2011 年
９月の会議で提示されたとのことで、中国
有色金属工業協会は、上海先物取引所倉庫
の在庫量を含んでいない値として、中国の
2010 年末の銅在庫量は 176.8 万ｔであると
明らかにし、これは 2009 年の 121.8 万ｔ、
2008 年の 28.2 万ｔを上回るものとなってい
る。なお、上海取引所の在庫量は 2010 年末
に 13.2 万ｔに達していて、これを合計する
と中国の銅在庫は 190 万ｔの規模となって
いるとのことである。図1-4. 銅地金の需給バランス〔2008年1月～2011年9月〕
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2. 鉛の国際市況と需給動向（2011年11月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2011年10月～11月）
2011 年 10 月は、９月の LME 在庫 370,000ｔ台への

急増を受けて、弱含みの中で狭い範囲の値動きに終始
した。10 月３日に 2,000US＄/ｔを割り込んで 1,999.5US
＄/ｔで始まり、もみあいが続く中、銅の値動きに連動
して 19 日に 1,900US＄/ｔ台を割り込み、20 日には
2010 年７月 20 日以来の安値である 1,791.5US＄/ｔま
で下落した。その後、米国金融緩和策などを好感して
反発し、30 日に 1,981US＄/ｔで 10 月を終えた。LME
在庫は 3 日の 374,550ｔから増加を続け、13 日にピー
クの 388,500ｔに達した後、徐々に減少に転じ、30 日
に 387,425ｔに至っている。

2011 年 11 月も 1,900 〜 2,000US＄/ｔの狭い範囲内
で 推 移。1 日 に 1,997US＄/ｔで 始 ま り、４日 に は
2,022US＄/ｔと 2,000US＄/ｔ台を回復したのもつかの
ま、７日には再び 1,976US＄/ｔと反落、その後も軟調
に推移しながら 20 日には小反発、2,001US＄/ｔとなっ
たものの、月末にかけて再度下落、23 日に 1,957US＄/
ｔま で 下 が っ た と こ ろ で 買 い 戻 し が 入 り 28 日 に
2,004US＄/ｔをつけた。30 日に 1,985.5US＄/ｔとなり
11 月を終えた。LME 在庫は 1 日の 386,600ｔから微減
を続け、30 日には 369,250ｔになっている。

図 2-1 に LME 価格と同在庫の推移を示す。

図2-1. 鉛：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年12月〕

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９月と 10 月の値は、そ

<月間平均値（US＄/ｔ）>
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れぞれ、418.4 千ｔ、423.7 千ｔで、１〜 10 月の累計で
は 3,734 千ｔとなり、前年同期の 3,435 千ｔと比べると
299 千ｔ増加（前年同期比＋ 8.7％）となっている。主
要生産国別に見ると、１〜 10 月の累計で前年比増加を
示しているのは中国（1,851 千ｔ、前年同期比＋ 377 千
ｔ）、メキシコ（188 千ｔ、同＋ 28 千ｔ）、インド（98
千ｔ、同＋ 17 千ｔ）、ロシア（94 千ｔ、同＋ 13 千ｔ）
である。一方、豪州（441 千ｔ、同− 103 千ｔ）、米国（282
千ｔ、同− 31 千ｔ）、ペルー（190 千ｔ、同− 33 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９月と 10 月は、そ
れぞれ、878.2 千ｔ、880.0 千ｔとなった。１〜 10 月の
累計では前年同期比 631 千ｔ増加（同＋ 8.0％）して
8,497 千ｔとなっている。

主要生産国別で、１〜 10 月の累計で増加を示してい
るのは、中国（3,790 千ｔ、前年同期比＋ 433 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（1,087 千ｔ、同＋ 50 千ｔ）、ド
イツ（364 千ｔ、同＋ 27 千ｔ）、韓国（342 千ｔ、同＋
74 千ｔ）、インド（295 千ｔ、同＋ 22 千ｔ）、カナダ（234
千ｔ、同＋８千ｔ）、豪州（186 千ｔ、同＋ 13 千ｔ）
が増加、英国（224 千ｔ、同− 31 千ｔ）、メキシコ（223
千ｔ、同−２千ｔ）、日本（194 千ｔ、同− 26 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、８月は 20.9 千ｔ、９月は 20.3 千ｔ、10 月は 20.7
千ｔとなっている。

中国の鉛生産量についての報道によると、11 月 15
日から開催された「2011 年中国国際鉛亜鉛年会」（於
雲南省昆明市）の席上、「2011 年の中国の鉛生産量見
通しは 450 万ｔ」と発表された。前年比＋ 7.7％となる。

中国有色金属工業協会の統計によれば、2011 年の鉛
の見通しは、生産量 450 万ｔ、消費量は 410 万ｔ前後
である。それぞれの対前年増加率は7.7％と5.9％である。
中国有色金属工業協会の陳全訓会長の紹介によると、
国内の生産、消費とも持続的な成長を遂げているとの
ことで、「国内市場では、鉛亜鉛の主要向け先の一つで
ある自動車産業では政策としての販売促進サポートが
終了したことでやや減少したが、第 12 次五か年計画で
の交通等インフラ建設が鉛亜鉛国内市場の成長に繋が
っている」と述べている。

また、中国では「正規の再生鉛企業に対する増値税
優遇措置回復」として以下のような報道があった。11
月 23 日、国務院の承認を経て、財政部と国家税務総局
は「資源総合利用産品及び労務の増値税政策の調整に
関する通知」（以下「通知」と略）を発表した。この通
知は廃棄蓄電池を原料として鉛等の非鉄金属を生産す
る場合、増値税の課税を実態として 50％に留めるとす
る優遇措置を設定するものだが、対象企業の選定は厳
格に行われる。この政策は条件に合致する鉛回収企業
にとって有利なものとなり、再生鉛産業の健全な発展
を図るものとなっている。

2008 年に財政部と国家税務総局は「再生資源増値税
政策に関わる通知」を発行し、2009 年１月１日から増
値税免税政策を取消し、再生資源経営企業は増値税条

図2-2. 世界の鉛需給推移〔2008年1月～2011年10月〕
（出典：ILZSG）
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例に基づき定められた税額全額を納付することになり、
ただし、２年間にわたり先納還付の優遇措置をとるこ
とにしていた。この結果、2009 年は還付 70％、2010
年は還付 50％、2011 年には還付なしとなっていた。

こうして 2011 年１月から、再生鉛企業の原料となる
廃棄蓄電池回収では優遇政策がなくなっていたが、再
生鉛企業のコストは増加し、再生鉛市場も「縮小、分散、
混乱」し、廃棄蓄電池価格は上昇した。このため、一
時は、再生鉛と鉛地金の価格が逆転する状況さえ見せ、
再生鉛の生産者も減少。このような状況は廃棄蓄電池
の優遇取消によりもたらされたと見られ、再生鉛産業
の構造転換にも困難が生ずると目されていた。
「通知」によれば、増値税課税の還付が含まれて、も

ともとの「先納還付」は改変され、資源回収産業の調
整強化を奨励するものとなっている。このため、今回
の増値税優遇政策では、これを享受できる条件指標が
明確に定められ、2010 年までの税還付とは体系を異に
している。なお、2011 年８月１日に遡って実施される。

その指標は次に掲げるとおり。
①対象；元来回収業者であり、現在「総合利用危険廃

棄物の企業」であること
②増値税優遇の対象として「危険廃棄物総合経営許可

証」を有していること
③生産物の原料として上述の資源の比重が 90％以上で

あること

＜需要・鉛地金消費量＞

世界の鉛地金消費量は、2011 年９月と 10 月で、そ
れぞれ、876.8 千ｔ、871.3 千ｔとなっている。１〜 10

月の累計では前年同期比 535 千ｔ増加（同＋ 6.8％）し
て 8,338 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（９月 418.5 千ｔ→ 10 月 415.9 千ｔ）の影響が大きい。
１〜 10 月の累計を主要消費国別に見ると、中国（3,746
千ｔ、前年同期比＋ 377 千ｔ）、米国（1,322 千ｔ、同＋
120 千ｔ）、韓国（319 千ｔ、同＋３千ｔ）、ドイツ（295
千ｔ、同＋ 23 千ｔ）、インド（288 千ｔ、同＋ 28 千ｔ）、
日本（188 千ｔ、同＋６千ｔ）で増加している。減少
したのは、スペイン（212 千ｔ、同−５千ｔ）、イタリ
ア（206 千ｔ、同−４千ｔ）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。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 2011 年 12 月末現在、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、「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（カレント

図2-3. 中国の鉛需給推移〔2008年1月～2011年10月〕
（出典：ILZSG）
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図2-4. 鉛地金の需給バランス〔2008年1月～2011年10月〕

トピックス 2011 年第 45 号）。
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。

実際には鉛蓄電池製品の在庫が流通・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の相違は不明であり、
自動車産業の供給不足に対する情報が少なくとも表面
上はあまり見えず、電動自転車産業では価格上昇をも
たらしているなど向け先業界による差異もある。

＜需給バランス＞

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 2011 年６月に一旦マイナスに転じ
たが、2011 年９月にプラスに転じ、以降はわずかだが
供給過多となっている。

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％増加する見通しである。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 年の世界の鉛地金生産は、前年比＋ 7.3％の増
加で 10.34 百万ｔとなる見込みである。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、鉛地金の需給は、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。
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3. 亜鉛の国際市況と需給動向（2011年11月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2011年10月～11月）
2011 年 10 月の亜鉛価格は、LME 在庫が７月に記録

した 894,825ｔの記録的在庫量から一貫して小幅ながら
減少を続ける中で、３日に 1,847.5US＄/ｔでスタート。
５日に 1,831US＄/ｔまで下落したところで小反発し、
12 日には 1,930US＄/ｔまで戻した。その後は銅などに
引きづられる形で再び軟調に転じ、20 日には 1,750US
＄/ｔを記録した。2010 年７月１日の 1,726.5US＄/ｔ
以 来 の 安 値 と な っ た。 そ の 後 反 発 し て 31 日 に は
1,900US＄/ｔ台を回復、1,918.5US＄/ｔで 10 月を終え
た。需給の材料に乏しい中、欧州債務問題で揺れ動く
銅などに連動して推移した。

11 月は、１日に 1,871US＄/ｔで軟調スタートした後、
反発。４日には 1,950.5US＄/ｔまで上伸した。その後
再び 11 日の 1,880US＄/ｔまで下落に転じ、狭い範囲
での値動きの中、24 日に 1,900US＄/ｔ台を割り込んだ
後に反発に転じ、30 日に 1,943US＄/ｔまで続伸して
11 月を終えた。

この間 LME 在庫はなだらかに減少。10 月 3 日の
815,700t から 11 月 1 日には 773,175ｔとなり、11 月 30
日には 741,350ｔ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。

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９月と 10 月の値は、そ

れぞれ、1,139.0 千ｔ、1,148.0 千ｔで、１〜 10 月の累

計では 10,685 千ｔとなり、前年同期比 562 千ｔの増加
（前年同期比＋ 5.6％）となった。主要生産国別に見ると、
１〜 10 月の累計で前年同期比増加を示しているのは、
中国（3,378 千ｔ、前年同期比＋ 416 千ｔ）、豪州（1,217
千ｔ、同＋ 21 千ｔ）、インド（688 千ｔ、同＋ 71 千ｔ）、
米国（648 千ｔ、同＋ 14 千ｔ）、メキシコ（550 千ｔ、同＋
75 千ｔ）、カザフスタン（413 千ｔ、同＋ 30 千ｔ）で
ある。一方、ペルー（1,059 千ｔ、同− 193 千ｔ）、カ
ナダ（536 千ｔ、同− 17 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９月と 10 月は、

<月間平均値（US＄/ｔ）>
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−
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12月〕
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それぞれ、1,098.7 千ｔ、1,135.1 千ｔで、１〜 10 月の
累計では 10,821 千ｔとなり、前年同期比 226 千ｔの増
加（前年同期比＋ 2.1％）となっている。主要生産国別
に見ると、１〜 10 月の累計で増加を示しているのは、
中国（4,293 千ｔ、前年同期比＋ 55 千ｔ）、韓国（705
千ｔ、同＋ 80 千ｔ）、インド（654 千ｔ、同＋ 48 千ｔ）、
スペイン（433 千ｔ、同＋４千ｔ）、豪州（418 千ｔ、同＋
２千ｔ）が増加、カナダ（543 千ｔ、同− 39 千ｔ）、
日本（434 千ｔ、同− 39 千ｔ）が減少している。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、９月と 10 月はそれぞれ、50.2 千ｔ、54.8 千ｔと
回復した。

世界でも大きなシェアを占める中国の亜鉛製錬企業
の稼働率が以下のように報道された。

亜鉛製錬企業の９月の平均稼働率は 67.16％となり、
８月の 72.41％と比較して 5.25 ポイント下落、2009 年
３月からの 30 か月で最低値となった。この調査は 42
企業を対象に行われたもので、亜鉛の生産能力から見
ると 85％をカバーする。９月の生産量は 29.3 万ｔで、
８月の 31.59 万ｔから 7.2％減少した。

10 月の平均稼働率は 64.7％となり、９月の 67.16％と
比較して 2.46 ポイント下落した。10 月の生産量は 28.2
万ｔで、９月の 29.3 万ｔから減少した。亜鉛価格低迷
から精鉱価格が値下がりし、これに伴う供給量減少が
製錬企業の稼働率低下となっている。
＊ 42 社の平均稼働率と生産量
　８月 72.41％、31.59 万ｔ→９月 67.16％、29.3 万ｔ

→ 10 月 64.7％、28.225 万ｔ
年産能力ごとの分類は以下のとおり。
・20 万ｔ/ 年以上の生産能力の大型企業６社稼働率

と生産量
　 ８月 73.60％、12.45 万ｔ→９月 72.41％、

12.25 万ｔ→ 10 月 71.82％、12.15 万ｔ
・10〜 20 万ｔ/ 年の企業
　 ８月 78.67％→９月 71.37％→ 10 月

61.54％
・10 万ｔ/ 年未満の生産能力の小型企業
　 ８月 58.32％→９月 49.52％→ 10 月

48.11％

また、中国のメディアは、河南豫光
公司がボリビアで２か所の亜鉛製錬工
場を建設すると報道した。ボリビア政
府が 11 月１日に明らかにしたところに
よると、同国と河南豫光国際経済技術
合作有限公司は投資額５億 US＄で同国
に２か所の亜鉛製錬所を建設する協議
に署名した。これは、ボリビアの国有
鉱業企業である Comibol の経営陣であ
る Hector Cordova が明らかにしたも
ので、河南豫光が融資し、製錬所は
2015 年に生産開始となる予定。
「この計画は２段階に分かれ、第１段

階としては１年前後の間に場所や技術
の選定、工程設計などが実施され、建
設段階は約２年で、この結果 2015 年に
は製錬の稼働が予定される」と語って
いる。1 か所の亜鉛製錬所で、毎年約
10 万ｔの亜鉛精鉱が処理される予定。

また、同じ中国で 11 月９日、「中国
の亜鉛製錬の 2011 年の新増能力は計画
の半分」と題して以下のように報道さ
れている。中国内主要亜鉛企業への調
査によれば、2011 年に新たに増加した
精錬能力は計画の 50％にも達していな
いことがわかった。今年、既に稼働し

図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2008年1月～2011年10月〕

図3-3. 中国の亜鉛需給推移〔2008年1月～2011年10月〕

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）
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ている新増能力の設備は、銅冠池州の 10 万ｔ、赤峰紅
燁亜鉛業の 10 万ｔ、弛宏会澤の 14 万ｔ、甘粛成洲の
５万ｔ、漢中亜鉛業の 10 万ｔなどがある。

しかし、これ以外の企業では当初 2011 年に生産開始
となる計画が 2012 年にずれ込んでいる。遅延している
総量は、今年実際に稼働した亜鉛設備とほぼ同じ量で
ある。すなわち 2011 年には計画の半分しか生産開始に
こぎつけなかったことになる。

このような計画に対する未達は、2011 年の亜鉛価格
と大きく関係している。現在も亜鉛価格は低下しつづ
けていて、マージンも縮小し、製錬企業は大きな損失
リスクを抱えている。このような状況が亜鉛製錬設備
の能力の新規増加を躊躇させ、計画に対する遅延が大
きな事態を生じている。

＜需要・亜鉛地金消費量＞
世界の亜鉛地金消費量は、2011 年９月と 10 月で、

それぞれ、1,103.5 千ｔ、1,151.4 千ｔで、１〜 10 月の
累計では 10,513 千ｔとなり、前年同期比 131 千ｔの増
加（同＋ 1.3％の上昇）となっている。１〜 10 月の累
計で主要消費国別に見ると、中国（4,449 千ｔ、前年同
期比＋ 100 千ｔ）、インド（483 千ｔ、同＋ 33 千ｔ）、
韓国（465 千ｔ、同＋７千ｔ）、ドイツ（431 千ｔ、同＋
19 千ｔ）、ベルギー（350 千ｔ、同＋ 19 千ｔ）、イタリ
ア（277 千ｔ、同＋３千ｔ）と増加した。また、米国（687
千ｔ、同− 85 千ｔ）、日本（417 千ｔ、同− 13 千ｔ）
などで減少した。

＜需給バランス＞
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（供給過多）
を示していたが、2011 年 10 月に至りマイナスに転じた。

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。これを再計する。

＊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 年とも増加と見込まれ、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 年の需給は、
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10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11月まで）

1. LME価格と在庫（2011年10月～11月）
2011 年 10 月は、３日に 18,105US＄/ｔでスタートし

た後、在庫の減少に伴い、価格は堅調に推移、12 日に
18,925US＄/ｔまで買い戻された。その後反落したもの
の 14 日には 18,900US＄/ｔを回復し、その後は欧州債
務危機への対応懸念への銅価変動に連動して軟化し 20
日には 18,160US＄/ｔまで下落したが、米国金融緩和
策への期待から上伸に転じ、25 日には 2011 年９月 21
日以来の 20,000US＄/ｔ台の一歩手前である 19,825US
＄/ｔまで値を戻した。その後、再び反落し 19,225US＄/
ｔで 10 月を終えた。この間、LME 在庫は９月末の
97,074ｔから 10 月末 86,676ｔまで減少した。

2011 年 11 月は 18,600US＄/ｔでスタートの後、米国
株式の下落や欧州債務問題の不透明感などから下落、
その後も LME 在庫が８日の 83,160t を底に増加に転じ
たものの、価格は弱含みに推移。15 日には 17,615US＄/
ｔと 18,000US＄/ｔ台を割り込んだ。一進一退の中で
更 に 29 日 に は 17,000US＄/ｔ台 を 下 回 り、 月 末 を
16,935US＄/ｔで迎えた。この間在庫は、一時は注目さ
れていた減少傾向も材料視されないまま、10 月末の
86,676ｔから８日の 83,160ｔまで減少したが、その後増
加に転じ、11 月末は 91,074ｔまで増加した。なお、８
日に記録した在庫量は 2009 年１月以来の少なさであっ
た。

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

図4-1. ニッケル：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2011年12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

18,879

17,877

−
１〜 12 月 14,655 21,809 −

のニッケル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９月と 10 月の値は、そ

れぞれ、172.0 千ｔ、170.7 千ｔで、１〜 10 月の累計で
は 1,580.8 千ｔとなり、前年同期比 292.6 千ｔの増加（前
年同期比＋ 22.7％）となっている。主要生産国別に見
ると、１〜 10 月の累計で増加したのは、インドネシア

（236.0 千ｔ、前年同期比＋ 42.2 千ｔ、前年同期比＋
21.8％）、フィリピン（203.0 千ｔ、同＋ 51.0 千ｔ、同＋

2012.1　金属資源レポート

（526）

需
給
動
向

ベ
ー
ス
メ
タ
ル
国
際
需
給
動
向
　
─
ニ
ッ
ケ
ル
─



123

33.6％）、 カ ナ ダ（176.3 千ｔ、 同＋ 54.8 千ｔ、 同＋
45.1 ％）、 豪 州（155.1 千ｔ、 同 ＋ 33.1 千ｔ、 同 ＋
12.2％）、ブラジル（124.0 千ｔ、同＋ 76.9 千ｔ、同＋
163.3 ％）、 中 国（75.9 千ｔ、 同 ＋ 10.1 千ｔ、 同 ＋
15.5％）などである。また、減少は、ニューカレドニ
ア（102.4 千ｔ、同− 6.6 千ｔ、同− 6.08％）で、前年
同期比増減なしは、ロシア（225 千ｔ、同 ±0.0 千ｔ、同 ±
0.0％）である。

９月 30 日の報道によると、一時は停止の可能性もあ
った豪 Highlands Pacifi による 15 億 US＄投資の PNG
の Ramu ニッケルプロジェクトは、2012 年に生産開始
になる見込み。

2011 年 11 月、ザンビアの Munali ニッケル鉱山が資
金難から臨時生産停止するとの以下のような報道があ
っ た。 豪 Albidon Limited 傘 下 の Albidon Zambia 

Limited の Munali ニッケル鉱山が既に臨時的に生産停
止になった。原因は最近の金属価格低下からの資金不
足とのこと。Albidon Limited の発表によると、将来、
長期間にわたる代替融資を獲得できる保証をしてくれ
る企業はなく、Munali ニッケル鉱山は生産停止させざ
るを得ないとのことである。Albidon Limited は 2008
年にも Munali ニッケル鉱山を停止させたが、2010 年、
中国の金川集団が 3,700 万 US＄投資で株式取得し、こ
の結果 Munali ニッケル鉱山は再開していた。2011 年
７月、Albidon Limited は全年を通しての Ni 精鉱生産
量は 5.6 万ｔに達する見通しを示していたが、下期の生
産量を鉱山運営の問題から下方修正する予定であった。

＜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９月 と 10 月 で、 そ れ ぞ れ、138.9 千ｔ、
141.9 千ｔで、１〜 10 月の累計では 1,312.7 千ｔとなり、

前年同期比 125.8 千ｔの増加（前年同期
比＋ 10.6％）となった。主要生産国別に
見ると、１〜 10 月の累計で、中国（343.5
千ｔ、前年同期比＋ 71.4 千ｔ、前年同期
比＋ 26.3％）、ロシア（219.4 千ｔ、同＋
2.4 千ｔ、同＋ 1.1％）、カナダ（112.6 千ｔ、
同＋ 35.3 千ｔ、同＋ 45.7％）、EU27（96.7
千ｔ、同＋ 10.0 千ｔ、同＋ 11.5％）、ノル
ウェー（76.3 千ｔ、同＋ 0.2 千ｔ、同＋
0.2％）で増加し、日本（133.2 千ｔ、同−
3.7 千ｔ、同− 2.7％）、豪州（82.9 千ｔ、同−
7.3 千ｔ、同− 8.1％）で減少となっている。

中国では、11 月 25 日、「ニッケル銑鉄
メーカーが減産を開始」として次のよう
な報道がなされている。ユーロ経済圏先
行き懸念からニッケル価格が低迷してい
る中、ステンレスメーカーの扱うニッケ
ル銑鉄（以下、NPI と略）の需要が減少、
これを受けて中国の NPI メーカーは減産
を開始している。

NPI は製錬ニッケルの安価な代替品で
あるとともに、中国ではステンレス生産
者にとっての重要な原材料である。中国
は世界最大のニッケル消費国であり、中
国のニッケル消費の 80％をステンレスが
占めている。ニッケル価格の低下により
NPI の価格面のメリットは縮小していて、
ステンレスメーカーも NPI より精錬ニッ
ケルの調達を指向している。この傾向か
ら NPI メーカーの三分の一は生産能力を
持てあましているとのことである。ニッ
ケル価格の低下と中国のステンレス生産
者の今後の見通しは良くない。アナリス
トは中国の 2011 年と 2012 年のニッケル
需要を見直しつつも増加すると見ている。

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2008年1月～2011年10月〕

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2008年1月～2011年10月〕

（出典：INSG）

（出典：INSG）
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ただしその背景についての詳述はない。この見直し以
前の 2011 年と 2012 年の需要量と伸びはそれぞれ、598
千ｔ、＋ 16％と 650 千ｔ、＋ 8.7％であった。中国の
有力鉄鋼企業の関係者は、最近の動向は決して良くな
く、年末までは好転しないと見ている。また来年の動
きに関しては更に見通しがむずかしいとしている。

＜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９月と 10 月で、

それぞれ、133.0 千ｔ、129.9 千ｔで、１〜 10 月の累計
では 1,307.0 千ｔとなり、前年同期比 86.5 千ｔの増加（前
年同期比＋ 7.1％）となっている。1〜 10 月の累計では、
中国（565.0 千ｔ、前年同期比＋ 90.2 千ｔ、前年同期比＋
19.0 ％）、EU27（279.8 千ｔ、 同 ＋ 8.1 千ｔ、 同 ＋
3.0％）、日本（130.9 千ｔ、同＋ 4.2 千ｔ、同＋ 3.3％）、
米国（102.5 千ｔ、同＋ 1.5 千ｔ、同＋ 1.5％）、韓国（62.1
千ｔ、同＋ 1.4 千ｔ、同＋ 2.3％）と主な消費国で増加
している。

2011 年 11 月、中国と世界の Primary ニッケルの使
用量について、以下のように将来の需給ショートを予
想する報道があった。

10 月末にミュンヘンで開催されたステンレス特殊合
金の円卓国際会議で、国際ニッケル研究会主席統計者
である SvenTollin 氏は、中国のニッケル銑鉄生産量は
2005 年には０であったものが、2010 年には 170 千ｔま
で増加したと語った。また、同氏は中国のステンレス
スクラップ輸入量は 2009 年には 380 千ｔあったが、こ
れは 80 千ｔに減少したとも語っている。また、国際ニ
ッケル研究会による 2011 年と 2012 年の Primary ニッ

ケルの使用率は約６％増加するとも述べている。今年
の生産量増加は 11％、2012 年には更に９％増加すると
見られるが、将来は供給のショートも Primary ニッケ
ルについて見られる可能性も示した。

同時に、円卓国際会議の主席である Michael Wright
氏は、世界のステンレス生産量は 2011 年 3,200 万ｔに
達する可能性があるが、これはこれまでに予想されて
いた 3,500 万ｔより少ないとも語り、2011 年夏以降の
ステンレス需要が予想より伸びなかったためとしてい
る。

＜需給バランス＞
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 2011 年５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、プラ
ス幅は大きくなりつつある。

3. 今後の需給見通し
国際ニッケル研究会は 2011 年の需給予測を次のよう

に発表（2011 年９月）した。

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。

図4-4. ニッケル地金の需給バランス〔2008年1月～2011年10月〕
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