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1. LME価格と在庫（2011年12月～2012年1月）
2011 年 12 月の LME銅価格は前月からの強地合いを

映して 7,801US ＄/ ｔに急伸してスタート。６日にユ
ーロ安から 7,766US ＄/ ｔに反落する場面もあったも
のの、７日には再び 7,800US ＄/ ｔを回復した。だが、
12 日に中国の 11 月の貿易収支の黒字幅の大幅減少が
伝えられると、これを嫌気して急落、14 日に発表され
たインドネシア Grasberg 銅山ストの経営側と労組と
の合意による終結も強材料視されず 15 日には最近の安
値 7,264US ＄/ ｔをつけた。その後持ち直したが、19
日には北朝鮮の金総書記の死去の報による株安を受け
て再度 7,286.5US ＄/ ｔに軟化、20 日も 7,275US ＄/ ｔ
まで続落した後、欧州危機回避の動向に反発してクリ
スマス休暇を迎え、年末は米国のサウジアラビア向け
武器売却合意に 7,554US ＄/ ｔに上伸して 2011 年を終
えた。
2012年１月は、7,661US＄/ｔと強含みで始まったが、
ユーロの動向につられて下落に転じ、５日に 7,471US
＄/ ｔを記録。その後反発するも上昇の勢いは見られ
なかったが、10 日には 7,641US ＄/ ｔに急伸、発表さ
れた 12 月中国の銅地金輸入量の急増が好感された。更
に 12 日には中国株式市場の急騰を受け 7,946US ＄/ ｔ
に続伸、格付け会社によるフランス国債の格付け引き
下げに一旦は下げる場面も見られたが、米国経済指標
の改善や上海株価の上伸などに引きづられ、16 日には
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2011 年９月 11 日以来の 8,000US ＄/ ｔ台を回復し、
8,021US ＄/ ｔをつけた。17 日も中国の鉱工業生産の
増加率改善などを反映して続伸、更に 19 日には上海取
引所の急伸を受けて上昇、8,350US ＄/ ｔをつけた。そ
の後は春節による中国筋の薄商いの中、米国の金融緩
和政策の維持を好感して 26 日に急伸し 8,560US ＄/ ｔ
になった。続伸の後に反落し、8,485.5US ＄/ ｔで 1 月
を終えた。
この間、LME在庫はほぼ一貫して減少。12 月３日
の 388,150 ｔから１月３日 371,575 ｔとなり、１月 25

図1-1. 銅：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2012年2月〕
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日には 2009 年９月 22 日以来の 33 万ｔ台になり、１月
末は 330,825t まで減少している。マクロ的に価格の上
昇傾向に伴い在庫の減少傾向が見られる動向は 2011 年
10 月以降続いている。
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 10 月と 11 月の値は、そ
れぞれ、1,391.7 千ｔ、1,362.0 千ｔで、１～ 11 月の累
計では 14,576.5 千ｔとなり、前年同期比 21.0 千ｔの増
加（前年同期比 0.1％の上昇）となった。主要な生産国
別に見ると、１～ 11 月の累計で前年同期比増加を示し
ているのは、中国（1,173.5 千ｔ、前年同期比＋ 128.0
千ｔ）、米国（1,037.8 千ｔ、同＋ 6.0 千ｔ）、豪州（873.6
千ｔ、同＋ 83.6 千ｔ）、ロシア（651.9 千ｔ、同＋ 10.3
千ｔ）、カナダ（517.0 千ｔ、同＋ 46.0 千ｔ）などとな
っている。一方、チリ（4,734.6 千ｔ、同－ 186.8 千ｔ）、
ペルー（1,111.2 千ｔ、同－ 20.8 千ｔ）、ザンビア（618.7
千ｔ、同－ 7.5 千ｔ）、インドネシア（537.4 千ｔ、同－
262.4 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など
による。

チリでは第Ⅱ州にある CODELCO の Chuquicamata
鉱山事業所管理職組合が、会社側の労働協約の最終提
案を 2011 年 11 月に承認した。3.95％の賃上げ、1,270

万 Peso（約 24,700US ＄）のボーナス、310 万 Peso（約
6,000US ＄）のソフトローンが含まれており、協約期
間は38か月である。当初管理職組合側は5.5％の賃上げ、
協約期間 24 か月を求めていたが、それに対し、会社側
は 1.2％の賃上げと協約期間 48 か月を提案していたも
の。2011 年 5 月に Chuquicamata 鉱山事業所の管理職
組合は、７日間の１時間ストライキを実行していた。

中国では江西銅業傘下の企業に 13 千ｔ /日の新選鉱
設備が導入され、2011 年 12 月 31 日に試運転が完了し
た。これは、中国恩菲工程技術有限公司が江西銅業集
団から受注し、同集団傘下の銀山鉱業公司で設計建設
を進めていた 13,000 ｔ /日の能力の新選鉱設備である。
銀山鉱業公司は 1960 年代に建設され、主に鉛亜鉛の
鉱石採掘を行い、このために改造などを経て 1,000 ｔ /
日の選鉱設備を有していた。しかし、1990 年代に鉛亜
鉛資源の枯渇により銅の採掘に転じ、採鉱規模も 3,000
ｔ / 日に拡大するとともに、新たに露天掘で 2,500 ｔ /
日の採掘も行うようになった。だが、資金的な問題か
ら選鉱設備については旧来の設備を使用してきた。銀
山鉱業公司からの委託で中国恩菲工程技術有限公司は
2007 年に露天掘り銅鉱山の採掘規模を 5,000 ｔ / 日に
拡大する FSを完了。また坑内採掘も 8,000 ｔ / 日の採
鉱量にする FS を行ってきた。こうして坑内、露天と
合わせて採掘規模は 13,000 ｔ / 日となっている。
これに対して選鉱設備の拡大新設計が行われ、2010
年４月には設計が完了、１ラインが 6,500 ｔ / 日の能
力を有する２ライン、合計選鉱能力 13,000 ｔ / 日が完
成したもの。

図1-2. 世界の銅需給推移〔2008年1月～2011年11月〕
（出典：ICSG）
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中国では、銅陵有色金属集団公司が、中国国内外の
鉱山及び企業に対する積極的な買収及び統合再編を行
うと共に、安徽省内の非鉄金属資源も統合する資源確
保及び開発戦略を 2011 年 12 月に発表している。
同公司が現に保有する鉱山としては、買収により取

得した仙人橋鉱業、月山鉱業、鳳凰山、金口嶺のほか、
冬瓜山、安慶などがあり、保有埋蔵量は 200 万ｔである。
冬瓜山の鉱石量処理は１万ｔ / 日で、銅精鉱 3.2 万

ｔ / 年を生産している。実収率改善のため改築・拡張
工事が行われており、精鉱生産は 2011 年末までに 3.4
万ｔ / 年となる予定である。安慶の銅精鉱生産は 0.8
万ｔ / 年に過ぎないが、鉄精鉱の生産能力は 50 万ｔ /
年であり、外販される。その他の銅鉱山の年間銅精鉱
生産能力は 2,000 ｔで、現在改築・拡張中で 2013 年に
完成し 5,000 ｔとなる予定である。

さらに、チリではCODELCOも San Antonio プロジ
ェクト（チリ第Ⅲ州）の銅生産量を３万ｔ / 年から
６万ｔ / 年へ 2 倍に引き上げる計画変更を行うと、
2011 年 12 月に発表した。この計画変更について、
CODELCOは選鉱試験及び銅価格予測の結果によるも
のと述べている。計画変更に伴う環境影響宣言書（DIA）
の環境省への提出は近日中に行われる予定である。
San Antonio プロジェクトは Salvador 事業所の延命

を目的としたもので、同プロジェクトの FSは 2012 年
初頭に完了し、生産は 2014 年末に開始される計画であ
る。Salvador 鉱山は低品位化のために 2011 年に閉山
される予定であったが、銅価格高騰により 2021 年まで
マインライフを延長することが決定された。2010 年の
Salvador 鉱山の銅生産量は 7.62 千ｔである。

欧州では、Inmet Mining 社（本社：トロント）が、
2012 年１月 16 日、2011 年の生産実績と 2012 年の生産
計画を発表した。同社の 2011 年の銅生産量は、トルコ
Cayeli 鉱山、スペイン Las Cruces 鉱山及びフィンラン
ド Pyhasalmi 鉱山の生産量を合計して 8.48 万ｔで、対
前年比 11.2％減であった。2012 年は特にスペイン Las 
Cruces 鉱山での増産を予定しており、総生産量 10 ～
11.2 万ｔを目指すとのことである。

＜供給・銅地金生産量＞

世界の銅地金生産量は、2011 年 10 月と 11 月、それ
ぞれ、1,710.7 千ｔ、1,654.2 千ｔで、１～ 11 月の累計
では 17,897.4 千ｔとなり、前年同期比 559.1 千ｔの増加
（前年同期比 3.2％の上昇）となっている。主要な生産
国別に見ると、１～ 11 月の累計では中国（4,744.2 千ｔ、
前年同期比＋ 630.3 千ｔ）、ロシア（837.5 千ｔ、同＋
13.6 千ｔ）で増加し、チリ（2,822.2 千ｔ、同－ 132.7
千ｔ）、日本（1,208.2 千ｔ、同－ 211.4 千ｔ）、米国（934.5
千ｔ、同－ 69.4 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、10
月、11 月は、それぞれ 118.8 千ｔ、112.8 千ｔと回復を
見せている。

＜需要・銅地金消費量＞

世界の銅地金消費量は、2010 年 10 月と 11 月で、そ
れぞれ、1,790.0 千ｔ、1,773.6 千ｔとなっている。１～
11 月の累計では 18,279.4 千ｔとなり、前年同期比 481.9
千ｔの増加（前年同期比 2.7％の上昇）となっている。

図1-3. 中国の銅需給推移〔2008年1月～2011年11月〕
（出典：ICSG）
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主要消費国別に見ると、１～ 11 月の累計では、中国
（7,085.3 千ｔ、同＋ 328.6 千ｔ）で増加、米国（1,627.0
千ｔ、同±0.0 千ｔ）では変わらず、日本（935.4 千ｔ、
同－ 39.0 千ｔ）、韓国（717.5 千ｔ、同－ 4.8 千ｔ）で
は減少した。ヨーロッパではEU15で 2,780.0 千ｔ（同＋
13.5 千ｔ）となっている。

2011 年 12 月 21 日、中国のメディアは、「川下産業
で銅の実需量が減少傾向か」と報道した。
精錬銅の輸入量は継続的に増加し、2011 年 10 月の

銅のみかけ消費量も連続して小幅上昇したが、実需量
は相反して減少とのこと。2011 年 10 月に発表された
統計資料から見ると、国内の精銅生産量と銅加工材の
生産量は共に減少を見せているのである。銅の川下産
業での需要は全体的に疲弊し始めているとの観測も見
られる。
主要な銅消費産業の状況を見ると、2011年 10月では、
自動車、空調、変圧器、電線ケーブルなどで生産量が
連続して低下している。電力の投資はこれまでも多か
ったものの、2011 年下期にピークに達したと見られる。
電線ケーブル生産量もこれを映して明らかな増加を示し
ていたが、既に２か月連続して下降局面を見せている。
調査によれば、電線ケーブル製造業の稼働率は９月の
90％から 10 月には 80.7％に低下している。数値は既に
2011 年下期の国内銅需要量の低下を示しつつある。

一方で、銅の需要は堅調との報道も見られる。
2011 年 12 月 21 日、メディアは「第 12 次五か年計画、

地下鉄へ巨資投入か、銅需要へも影響」と題した報道
を行った。
これは、「2012 年中国社会形成分析と予測」との
2012 年社会青書が 19 日に正式配布されたことに伴い
報道されたもので、その中で、2011 年の都市部への人
口集中が 50％を超えたことが報じられ、中国での都市
化の進展に伴い、第 12 次五か年計画では公共交通機関
の発展の優先と銅需要が次のように述べられている。
「国家発展改革委員会基礎産業司によると、現在、中
国国内では 28 の都市で都市軌道交通が運営または建設
中であり、その中で 12 都市が運用中である。2011 年
末までに供用線路長は昨年に比べ 200km 増えて
1,600km となる予定で、建設中の線路長は 1,400km あ
る。この結果、第 12 次五か年計画の終了時には 28 都
市で 3,000kmとなる予定。これに対して 2015 年までに
1.2 兆元が投資される計画である。軌道交通に対しての
大きな投資は３方面で銅消費に対して影響すると見ら
れる。第一に車両用であり、第二に路線配電系統で、
第三に空調用である。」

また、中国の天津市武清区で無酸素高純度銅導体製

造プロジェクトが着工したことも報じられた。
これは、天津市の 2011 年重要プロジェクトの一環と
して、天津市武清区で瑞林無酸素高純度銅導体製造プ
ロジェクトが着工したもので、生産開始予定は 2013 年、
完成すれば国内でも最大規模の無酸素高純度銅導体の
生産基地となる。
瑞林導型銅排電気公司の董事長によると、新たに年
産 10 万ｔの無酸素高純度銅導体を製造可能とするプロ
ジェクトであり、総投資額は 20 億元。銅ブスバー、銅
平角線、銅導体、銅ワイヤロッドなどが生産されると
のことである。

中国では「８割の銅板条箔メーカーで 2012 年１月は
減産」との報道もある。
上海有色金属網の調査によると、中国国内の銅板条
箔メーカーの受注データでは８割の企業で前月より減
少し、１割の企業が前月とほぼ同等、僅かに残り１割
の企業が前月よりも増加している状態となっているこ
とが分かった。
８割の企業での前月比減少は、正月と春節という季
節要因のほかに、下流産業からの受注減少や資金のタ
イト化による春節休暇を前にした発注の絞り込みなど
も要因としてあり、銅板条箔の生産量は明らかに減少
している。
わずか 10％の企業が前月並みの受注残になっている
が、この内の一部の企業では既に前月 12 月に受注残は
減少しているのであり、１割の好調な企業でも楽観は
できない。というのも春節前の在庫増加が加味され、
それにより一時的に在庫が膨らんでいる可能性もある。

＜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 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、10 月、11 月はマイナス幅
が拡大している。

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。
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＊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、中国の銅の在庫規模について次のような追加
報道も見られた。
2012 年 12月 19日の報道によると、中国有色金属鉱業
協会（China Nonferrous Metals Industry Association）
の王華俊副秘書長は、中国の銅在庫は 2010 年の記録的
在庫高である 190 万ｔから既に減少していると見られ
ると語った。同協会では 10 月に国際合作部の辺鋼副主
任が（ICSG の席上）、2010 年末の在庫予想として 190
万ｔという水準に達すると発表していた。この在庫高
には、上海取引所在庫、保税倉庫在庫、国家備蓄、生
産者、消費者、貿易企業の流通の各段階での在庫を含
んでいる。
上海取引所によれば、その在庫水準は既に最高値よ
り 40％減少し、12月 2日時点で 57,655 ｔとなっていて、
2009 年７月以来最も少ないレベルとのことである。

図1-4. 銅地金の需給バランス〔2008年1月～2011年11月〕
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2. 鉛の国際市況と需給動向（2012年1月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2011年12月～2012年1月）
2011 年 12 月は、前月末の弱地合いから反発して

2,062US ＄/ ｔで始まった後、５日に発表された米国経
済指標を嫌気して下落、2,100US ＄/ ｔ前後で値動きの
後、14 日には EU首脳会議の金融危機対応への失望な
どを映して下落し 15 日には 1,980US ＄/ ｔとなり
2,000US ＄/ ｔを割り込んだ。19 日には北朝鮮の金総
書記死去の報に下押しされ、20 日には 1,933US ＄/ ｔ
をつけた。21 日からは、米国経済指標の発表を受けて
反発、23 日に 1,986US ＄/ ｔまで戻し、月末は小幅安
となり、30 日に 1,980US ＄/ ｔとなり 2011 年を終えた。
LME在庫は１日の 366,825t からほぼ一貫して減少、

371,725 ｔで年末を迎えた。
2012 年１月は 1,994.5US ＄/ ｔでスタートし、４日、
５日と 2,000US ＄/ ｔを回復したものの、銅などにつ
られて反落、６日には再び 1,900US ＄/ ｔ台の 1,975US
＄/ ｔに下落した。材料の乏しい中で 2,000US ＄/ ｔ前
後で推移した後、上げ基調に転じ、19 日には 2,131.5US
＄/ ｔと 2011 年９月 22 日以来の 2,100US ＄/ ｔ台にな
った。翌 23 日に上げ一服し、24 日には 2,216US ＄/ ｔ
まで買い進められた。一旦反落したが、月末は 2,200US
＄/ｔ台で推移、31日の 2,251US＄/ｔで１月を終えた。
LME在庫は 1月初めの 351,725 ｔから減少をほぼ継

続し、27 日に 343,050 ｔまで低下したところで、月末
から２月初めにかけ急増に転じ、31 日に 363,150 ｔま
で戻している。
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～2012年2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 11 月と 12 月の値は、そ
れぞれ、431.3 千ｔ、444.5 千ｔで、2011 年累計では
4,616 千ｔとなり、2010 年の 4,205 千ｔと比べると 411
千ｔ増加（前年比＋ 9.8％）となっている。主要生産国
別に見ると、2011 年累計で前年比増加を示しているの
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は中国（2,358 千ｔ、前年同期比＋ 507 千ｔ）、メキシ
コ（225 千ｔ、同＋ 32 千ｔ）、インド（118 千ｔ、同＋
21 千ｔ）、ロシア（113 千ｔ、同＋ 16 千ｔ）である。
一方、豪州（534 千ｔ、同－ 127 千ｔ）、米国（335 千ｔ、
同－ 37 千ｔ）、ペルー（230 千ｔ、同－ 32 千ｔ）が減
少している。なお、ヨーロッパは EU27 では 191 千ｔ
と前年比＋８千ｔの増加であった。

ロシアの 12 月 23 日報道によると、ロシア東シベリ
アのMBC（MBC Resources Company）の総裁は、中
国からの投資を受け入れて亜鉛鉱山の開発採掘に 10 億
US＄を投資する意向を表明した。中国中冶集団・有色
金属建設股分公司と折衝が続けられているとのことで
ある。
また、同総裁は、2009 年の金融危機に際してスウェ
ーデン・カナダの Lundin Mining が出資してMBCの
株式 49％分を取得した分について、この株式が中国企
業に引き受られる可能性も表明している。MBC は

2007 年に MBC Corporation により設立され、Aojier
亜鉛鉱山の開発採掘建設を行っている。同社は全ロシ
アの 47％の亜鉛資源量、24％の鉛資源量を保有してい
る。プロジェクト完成後の採掘量としては、亜鉛精鉱
74 万ｔ /年、鉛精鉱 11 万ｔ /年が予定されている。

＜供給・鉛地金生産量＞
世界の鉛地金生産量は、2011 年 11 月と 12 月は、そ
れぞれ、891.2 千ｔ、912.1 千ｔとなった。2011 年累計
では 2010 年比 690 千ｔ増加（同＋ 7.1％）して 10,372
千ｔとなっている。
主要生産国別で、2011 年累計で増加を示しているの

は、中国（4,648 千ｔ、前年同期比＋ 449 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（1,296 千ｔ、同＋ 44 千ｔ）、ドイツ
（439 千ｔ、同＋ 35 千ｔ）、韓国（410 千ｔ、同＋ 89 千
ｔ）、インド（426 千ｔ、同＋ 46 千ｔ）、カナダ（283
千ｔ、同＋ 10 千ｔ）、豪州（226 千ｔ、同＋ 8 千ｔ）

が増加、英国（276 千ｔ、同－ 25 千
ｔ）、メキシコ（268 千ｔ、同－ 2千
ｔ）、日本（246 千ｔ、同－ 21 千ｔ）
が減少している。なお、ヨーロッパ
は EU27 では 1,643 ｔとなり、31 千
ｔの増加となっている。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
り、以降回復過程をたどったものの、
11 月、12 月は再び 20.0 千ｔ以下と
なり、前年比では減少となった。

中国では、2011 年 12 月、江西銅
業集団の鉛・亜鉛製錬所第 1期工事
分が試運転開始と伝えられた。これ
は、江西省湖口県金砂湾工業パーク
に江西銅業集団が建設していた鉛・
亜鉛製錬所第１期工事で、試運転に
至ったもの。年間生産能力は、電気
鉛 10 万ｔ及び電気亜鉛 10 万ｔで、
2012 年初めから全面生産を開始す
る。なお、同建設プロジェクトの投
資額は 50 億元（7.8 億 US ＄）と伝
えられている。

＜需要・鉛地金消費量＞
世界の鉛地金消費量は、2011 年 11
月と 12 月で、それぞれ、874.0 千ｔ、
919.4 千ｔとなっている。2011 年累
計では前年同期比 533千ｔ増加（同＋
5.5％）して 10,216 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（11 月 426.5 千
ｔ→ 12 月 452.1 千ｔ）の影響が大き
い。2011 年累計を主要消費国別に見図2-3. 中国の鉛需給推移〔2008年1月～2011年12月〕

（出典：ILZSG）

図2-2. 世界の鉛需給推移〔2008年1月～2011年12月〕
（出典：ILZSG）
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ると、中国（4,632 千ｔ、前年比＋ 419 千ｔ）、米国（1,578
千ｔ、同＋ 137 千ｔ）、インド（442 千ｔ、同＋２千ｔ）、
ドイツ（360 千ｔ、同＋ 19 千ｔ）、イタリア（250 千ｔ、
同＋３千ｔ）、日本（233 千ｔ、同＋９千ｔ）で増加し
ている。減少したのは、韓国（384 千ｔ、同－１千ｔ）、
スペイン（261 千ｔ、同－３千ｔ）、であった。なお、
ヨーロッパは EU27 で 1,532 千ｔとなり、前年比では
13 千ｔの減少となっている。

2012 年２月２日、中国のメディアは「2011 年の鉛蓄
電池の生産量、前年比 3.31％の増加」と伝えた。
報道によると、2011 年 12 月の中国の鉛蓄電池の生

産量は 1,310 万 kVAh となり、前年同期比 0.35％の減
少であった。2011 年１月～ 12 月の累計では、1.4 億
kVAhとなり、前年比 3.31％の増加となっている。
省別にみると、2011 年累計では、浙江省が最も多く
生産量は 2,663 万 kVAh で全国シェア 18.71％を占めて
いる。ただし同省の生産量は前年比 7.8％減少した。こ
れに続くのは、江蘇省、河北省、広東省で、それぞれ
のシェアは 12.76％、12.61％、12.41％と拮抗している。
中国では 2011 年夏以来「鉛蓄電池産業の一斉検査に

よる汚染撲滅は重大中の重大事項」と取り上げられ、
７月末に全国の集計で「鉛蓄電池企業 1,930 社の検査
により、閉鎖は 252 社」と総論的な報道により、影響
への懸念が広がった。
これに関して JOGMECでは、「中国鉛蓄電池企業の
環境検査による生産停止動向」（カレント・トピックス
No.2011 － 45、2011/09/08）で「鉛蓄電池産業の一斉
検査の結果とその影響について（生産能力に立ちかえ
って）検討し、この結果、鉛蓄電池の組立企業に関し
ては、少なくとも「閉鎖」対象企業は企業数こそ注目
すべき多さを示しているが、生産能力の点からは大き
な影響を与えないと推定された。」と示している。
上記報道は 12 月単月ではこれらの影響で生産量が減

少しているが、全年では、自動車生産の 2011 年の増加
3.9％とも符合した増加となったことで、JOGMEC見通
しがほぼ的確であったと言える。

＜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。

図2-4. 鉛地金の需給バランス〔2008年1月～2011年12月〕
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3. 亜鉛の国際市況と需給動向（2012年1月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2011年12月～2012年1月）
2011 年 12 月１日に LME在庫の減少により 2,033US

＄/ ｔへの反騰から始まった亜鉛価格は、２日も続伸
し 2,060US ＄/ ｔの最近の高値をつけた後反落。欧州
ソブリン債格付けの見直しによるユーロ安から軟化。
７日には小反発を見せたものの、在庫の増加に軟化し、
15 日からは５営業日で 68,925 ｔもの在庫急増に加え、
19 日の北朝鮮の金総書記死去の報に下押しされ、20 日
には 1,840.5US ＄/ まで下落。21 日には米国経済指標
の発表を受けて反発し、1,862.5US ＄/ ｔまで戻したが、
クリスマスをを挟んで月末まで軟調推移。12 月 28 日
には 2011 年 10 月 20 日の最近の最安値 1,750US ＄/ ｔ
に近づく 1,798US ＄/ ｔをつけたところで反発、12 月
30 日の 1,828US ＄/ ｔで 2011 年を終えた。
2012 年は１月３日の 1,827US ＄/ ｔで始まり、４日

に小反発を見せたものの５日からは小幅値動きに終始、
10 日に 1,900US ＄/ ｔ台を回復する 1,912.5US ＄/ ｔを
つけた後、上伸。17 日に 2,000US ＄/ ｔとなったとこ
ろで再び在庫が増加するも、中国の鉱工業生産の増加
率改善などに相殺される形で一進一退に推移。19 日に
は銅に引きづられて反発し、春節による中国筋の薄商
いの中、米国の金融緩和政策の維持を好感して 24 日の
2,052.5US ＄/ ｔから急伸を見せ、26 日には 2011 年９
月 16 日以来の 2,100US ＄/ ｔとなる 2,178.5US ＄/ ｔ
をつけ、１月を 31 日 2,126US ＄/ ｔで終えた。
LME在庫は 2011 年７月から続いていた減少傾向か

ら一転した。2011 年 12 月１日の 737,250 ｔから増加局
面に転じ、12 月 15 日からは５営業日で 68,925 ｔの増
加を見せ、その後増減相半ばする中、2012 年１月 17
日からの５営業日では再び 31,350 ｔ増加、１月 31 日

に 844,300 ｔとなって１月を終えている。
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、1,160.8 千ｔ、1,172.5 千ｔで、2011 年累計では
13,026 千ｔとなり、2010 年比 756 千ｔの増加（前年比＋
6.2％）となった。主要生産国別に見ると、2011 年累計
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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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で前年比増加を示しているのは、中国（4,308 千ｔ、前
年比＋ 608 千ｔ）、豪州（1,473 千ｔ、同＋ 15 千ｔ）、
インド（825 千ｔ、同＋ 85 千ｔ）、米国（767 千ｔ、同＋
16 千ｔ）、メキシコ（660 千ｔ、同＋ 90 千ｔ）、カザフ
スタン（495 千ｔ、同＋ 36 千ｔ）、ボリビア（450 千ｔ、
同＋ 25 千ｔ）である。一方、ペルー（1,256 千ｔ、同－
214 千ｔ）、カナダ（610 千ｔ、同－ 39 千ｔ）で生産量
が減少している。ヨーロッパは EU27 では 741 千ｔと
なり、2010 年比９千ｔの増加であった。

2011 年 12 月 12 日、香港証券市場上場会社の
Minmentals Resources Ltd.（五鉱資源有限公司）が豪
QL 州で開発中の Dugald River 亜鉛プロジェクトに
157 百万A＄の投資を決定したと報じられた。
同社がQL州で操業する Century 亜鉛鉱山は資源量

の枯渇から 2015 年に閉山が予定され、その代替として

同プロジェクトに投資されるもの。亜鉛生産量は
Century 亜鉛鉱山の半分程度だが、年産で亜鉛 20 万ｔ、
鉛 2.5 万ｔ、銀 90 万 oz（約 28 ｔ）、マインライフが
22 年以上とされる同プロジェクトの重要性が高まって
いる。
Minmentals Resources Ltd.（五鉱資源）は、2011 年
９月 15 日、同社が持つMinmetals Aluminum（五鉱ア
ルミ系）、North China Aluminum（華北アルミ系）、
Yingkou Orienmet（営口鑫源金属套管）、Changzhou 
Jinyuan（常州金源）といった資産の売却益によりバラ
ンスシートの強化を図り将来の成長に投じると発表し
ており、Dugald River 亜鉛プロジェクトへの投資もそ
の一環と見られる。Dugald River亜鉛プロジェクトは、
2014 年の生産開始が予定されている。

欧州では、Inmet 社が 2012 年に亜鉛の減産を計画し
ていることが公表された。2012
年１月 16 日に Inmet Mining 社
（本社：トロント）から発表され
た 2011 年 の 亜 鉛 生 産 量 は、
Cayeli 鉱山及び Pyhasalmi 鉱山
の生産量が計 8.04 万ｔ。しかし、
2012 年には亜鉛鉱石の品位低下
が原因となって 5.88 ～ 6.5 万ｔ
に減産する予定であるとのこと
である。

＜供給・亜鉛地金生産量＞
世界の亜鉛地金生産量は、
2011 年 11 月と 12 月は、それぞ
れ、1,119.9 千ｔ、1,121.8 千ｔで、
2011 年累計では 13,062 千ｔとな
り、2010 年比 232 千ｔの増加（前
年比＋ 1.8％）となっている。主
要生産国別に見ると、2011 年累
計で増加を示しているのは、中
国（5,222 千ｔ、2010 年比＋ 58
千ｔ）、韓国（846 千ｔ、同＋ 96
千ｔ）、インド（785 千ｔ、同＋
50 千ｔ）、スペイン（519 千ｔ、
同＋４千ｔ）、豪州（506 千ｔ、
同＋７千ｔ）で、カナダ（657
千ｔ、同－ 34 千ｔ）、日本（545
千ｔ、同－ 29 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）
を大きく下回り、その後回復し
たものの、2011 年累計では減少
になった。ヨーロッパは EU27
では 2,014 千ｔとなり、2010 年
比 22 千ｔの増加であった。

図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2008年1月～2011年12月〕

図3-3. 中国の亜鉛需給推移〔2008年1月～2011年12月〕

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）
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中国では、2011 年 12 月２日、河南豫光金鉛公司の
30 万ｔ電解亜鉛プラントの第三期工事が着工した。第
三期で 10 万ｔの電解亜鉛生産設備を建設し今回の設備
建設は完了する予定で、第三期分の亜鉛地金 10 万ｔ、
硫酸 16 万ｔの年産能力が加わる予定。2013 年 7 月の
生産開始が計画されている。第三期完了とともに同社
の亜鉛生産能力は 35 万ｔとなる。

＜需要・亜鉛地金消費量＞
世界の亜鉛地金消費量は、2011 年 11 月と 12 月で、
それぞれ、1,087.7 千ｔ、1,121.6 千ｔで、2011 年累計で
は 12,709 千ｔとなり、2010 年比 137 千ｔの増加（同＋
1.1％の上昇）となっている。2011 年累計で主要消費国
別に見ると、中国（5,468 千ｔ、前年比＋ 110 千ｔ）、
インド（592 千ｔ、同＋ 24 千ｔ）、韓国（549 千ｔ、同＋
11 千ｔ）、ドイツ（513 千ｔ、同＋ 20 千ｔ）、ベルギー
（406 千ｔ、同＋７千ｔ）と増加した。また、米国（814
千ｔ、同－ 77 千ｔ）、日本（505 千ｔ、同－ 9 千ｔ）、
イタリア（319 千ｔ、同－ 20 千ｔ）などで減少した。
ヨーロッパは EU27 では 2,211 千ｔとなり、2010 年比
８千ｔの増加であった。

＜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。
しかし、11 月以降は再びプラスを示している。

3. 今後の需給見通し
今後の中国の亜鉛産業の動向について、「中国の

2012 年の亜鉛、川下産業での消費量の伸びは 0.5％」
とする報道が見られた。
中国国外での経済環境の動揺や貨幣政策の締め付け
などの背景の下、中国の亜鉛企業の契約見通しや資金
フローなどから推定すると、2011 年の中国の川下産業
での亜鉛消費量の伸びはわずかに 0.84％の見込みであ
る。これを更に翌年に展開すると、2012 年の中国での
消費量は成長を持続するものの、その伸び率はわずか
に 0.5％に留まり、500 万ｔとなる見込みである。
亜鉛を多く消費する分野のメッキを中心として、消
費産業別動向として以下の見通しが発表されている。
1　建築業；国内の不動産規制の傾向は変わらず、建築
総量は今年に及ばないと見られる。
2　自動車；既に急速な成長は予想されず、理性ある消
費となっている。
3　家電；国家の刺激政策は完了し、成長の伸びは限定
的と見られる。
4　造船；2011 年の伸びはバブル的増加、2012 年は或
いは設備過剰も予想される。
5　電力投資とスマートグリッド；2012 年も成長が維
持される。
6　道路建設；幹線道路拡充のもと、成長が継続される。

図3-4. 亜鉛地金の需給バランス〔2008年1月～2011年12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（2012年1月まで）

1. LME価格と在庫（2011年12月～2012年1月）
2011 年 12 月は１日に 17,175US ＄/ ｔでスタートし

た後、狭い範囲の値動きに終始した。９日に 18,325US
＄/ ｔをつけるまでは強含みに推移、その後も
18,000US ＄/ ｔ前後で推移し、18,280US ＄/ ｔで 2011
年を終えている。この間、LME在庫も大きな変化なく、
11 月末の 91,074 ｔが 12 月末で 90,516 ｔと若干の減少
を見せるに留まった。
2012 年 1 月は 18,430US ＄/ ｔでスタートの後、12
日の中国株式市場の急騰や、米国経済指標の改善など
を材料に 20 日 に は 20,000US ＄/ ｔ 台 を 回 復し、
20,155US ＄/ ｔに続伸。その後も米国の金融緩和政策
の維持を好感して 27 日に急伸し 21,670US ＄/ ｔと、
最近の高値である 2011 年 9 月 16 日の 21,705US ＄/ ｔ
に迫ったが反落、31 日に 21,150US ＄/ ｔとなって 1月
を終えた。
LME在庫は 12 月末の 90,516 ｔから１月末の 94,512
ｔに増加している。１月は在庫も増加、価格も上昇と
なった。
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

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 11 月と 12 月の値は、そ

れぞれ、176.8 千ｔ、168.9 千ｔで、2011 年累計では

図4-1. ニッケル：LME平均価格と在庫の推移〔2008年1月～2012年2月〕

<月間平均値（US＄/ｔ）>

2010 年 2011 年 2012 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

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

18,144

19,815

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
１～ 12 月 21,809 22,831 －

1,898.5 千ｔとなり、2010 年比 320.8 千ｔの増加（前年同
期比＋20.3％）となっている。
主要生産国別に見ると、2011 年累計で増加したのは、

インドネシア（294.0 千ｔ、2010 年比＋ 58.2 千ｔ、2010
年比＋ 24.7％）、フィリピン（245.0 千ｔ、同＋ 55.0 千ｔ、
同＋ 28.9％）、カナダ（222.6 千ｔ、同＋ 64.2 千ｔ、同＋
40.6 ％）、 豪 州（201.5 千 ｔ、 同 ＋ 31.2 千 ｔ、 同 ＋
18.3％）、ブラジル（102.0 千ｔ、同＋ 42.9 千ｔ、同＋
72.6％）、中国（89.8 千ｔ、同＋ 10.8 千ｔ、同＋ 13.7％）
などである。また、減少は、ニューカレドニア（128.2
千ｔ、同－1.7 千ｔ、同－1.3％）であり、前年同期比増
減なしは、ロシア（270 千ｔ、同±0.0 千ｔ、同±0.0％）
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である。

ロシアでは 2011 年 12 月８日の現地報道で、Norilsk 
Nickel が 10月に開催された取締役会で承認された「2025
年までの企業生産技術発展戦略」実現の一環として、鉱
物資源基盤拡大プログラムを実施していると報じられ
た。同プログラムへの投資総額は、既存の鉱山事業所の
拡充と新規鉱山事業所の建設及び操業を含めて 109 億
US＄となる。
上記戦略の一環として実施される探査活動により、
2025 年までの全鉱種の埋蔵量の増加は採掘量を上回る
見込みとなる。主な活動は、既存鉱床の全鉱種の埋蔵量
増加、新規鉱床の追加探査と操業開始、既存鉱床に隣
接する有望鉱区の探査である。
具体的には、ノリルスク及びムルマンスク地域におけ

る 2025 年までの地質調査への投資予定総額は 6億 3,200
万 US＄である。試掘に基づくノリルスク地区における
2025 年までの全鉱種の埋蔵量の増加は 6億 7,000 万ｔ、
うちニッケル 487 万ｔ、銅 946 万ｔ、白金族金属 5,080

ｔと予測されている。コラ半島の 2025 年までの鉱石埋
蔵量の増加は 7,000 万ｔ、うちニッケル 75 万ｔ、銅 34
万ｔと予測されている。

また、PNGの Ramuニッケル鉱山が 2013 年に稼働す
るとの報道が 2011 年 11月に見られた。
これは、Highlands Pacifi c Ltd. 社が Ramu ニッケル
鉱山を 2013 年後半に全面的に稼働させると報道したも
の。同鉱山は、ニッケル鉱（ニッケル純分 3万 1,150ｔ）
及びコバルト鉱（コバルト純分 3,300ｔ）を生産し、マ
インライフは 20年の予定である。同鉱山の権益比率は、
中国冶金建設集団（中冶集団）を含む中国企業連合体
85％、Highlands Pacifi c Ltd. 社 8.56％及び PNG 政府
6.44％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 11 月と 12 月で、それぞれ、140.9 千ｔ、
140.5 千ｔで、2011 年累計では 1,589.4 千ｔとなり、

2010 年比 143.8 千ｔの増加（2010
年比＋ 9.9％）となった。主要生
産国別に見ると、2011 年累計で、
中国（411.2 千ｔ、前年比＋ 78.9
千ｔ、前比＋ 23.7％）、ロシア
（266.8 千ｔ、同＋ 4.5 千ｔ、同＋
1.7％）、カナダ（144.4 千ｔ、同＋
39.0 千ｔ、同＋ 37.0％）、EU27
（117.0 千ｔ、同＋ 8.7 千ｔ、同＋
8.1％）、豪州（108.6 千ｔ、同＋
7.0 千ｔ、同＋ 6.9％）、ノルウェ
ー（92.4 千ｔ、同＋ 0.2 千ｔ、同＋
0.3％）で増加し、日本（157.9 千
ｔ、同－ 8.2 千ｔ、同－ 4.9％）
で減少している。

インドネシアでは国営鉱山企
業Antam社による東ハルマヘラ
のフェロニッケル製錬所建設開
始が、2011 年 11 月 30 日付けの
地元メディアで報道された。投
資額は 16 億 US ＄である。カリ
マンタン・タヤンでのケミカル・
グレードアルミナ製錬所建設に
次いで、2011 年では 2 番目の製
錬所建設プロジェクトとなる。
生産開始予定は 2014 年で、フェ
ロニッケル年産能力 27 千ｔ（ニ
ッケル純分）の規模となる。投
資額 16 億 US ＄のうち、６億
US＄は 27.5 万 kW級の発電プラ
ント建設費で、国営電力 PLNの
協力の下に、建設が進められる。
Antamは、2011 年８月、同製

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2008年1月～2011年12月〕

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2008年1月～2011年11月〕

（出典：INSG）

（出典：INSG）
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錬所建設の資金調達のため、国営 Mandiri 銀行、
Rakyat Indonesia 銀行、Mandiri 証券の国内金融機関
の他、ゴールドマン・サックス、ドイツ銀行、三井住
友銀行及びスタンダード・チャータード銀行の外国金
融機関を融資コンソーシアムに指名し、総投資額 16 億
US＄のうち 10 億 US＄の資金調達を進めていた。
更に、インドネシアでは、2012 年１月３日、中国の

福建泛華鉱業株式有限公司とインドネシアCeram Bole 
Serbian 社の間で、インドネシア東部マルク州セラム
でのフェロニッケル製錬プロジェクトに関し協定が締
結された。
福建泛華鉱業株式有限公司は２年後の稼動を目指す

と共に、港湾、倉庫及び研究設備などの付帯施設も建
設する予定と報じられている。
調印式で、インドネシアのダフラン・イスカン国営

企業担当国務相は、「福建泛華鉱業の進出は、セラムで
初となる外国企業で、豊富な鉱物資源に対する中国企
業の投資を歓迎する。協力事業は地元の雇用を促進し、
地元民の収入を増やし、インドネシア東部の発展を牽
引するものである」と述べている。

＜需要・ニッケル地金消費量＞
世界の一次ニッケル消費量は、2012 年 11 月と 12 月

で、それぞれ、130.9 千ｔ、130.6 千ｔで、１～ 12 月の
2011 年累計では 1,572.4 千ｔとなり、2010 年比 108.7 千
ｔの増加（前年比＋ 7.4％）となっている。2011 年累
計では、中国（680.0 千ｔ、前年同期比＋ 105.0 千ｔ、
前年同期比＋ 18.3％）、EU27（338.6 千ｔ、同＋ 13.0 千
ｔ、同＋ 4.0％）、日本（155.9 千ｔ、同＋ 7.4 千ｔ、同＋
5.0％）、米国（122.5 千ｔ、同＋ 2.5 千ｔ、同＋ 2.1％）、
韓国（74.1 千ｔ、同＋ 0.4 千ｔ、同＋ 0.5％）と主な消
費国で増加している。

＜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いる。しかし、
プラス幅は 12 月ではやや圧縮された。

3. 今後の需給見通し
2011 年 11 月 21 ～ 23 日にかけてインドネシア・バ

リ で 開 催 さ れ た“Asia Nickel Outlook 2011” で、
Norilsk Nickel は以下のような世界のニッケル市場概観
を発表した（各国の状況等の省済については JOGMEC
カレント・トピックス 2012 年 07 号「Asia Nickel 
Outlook 2011 参加報告」を参照されたい）。
2011 ～ 2012 年にかけて、世界のニッケル需給はほ
ぼ均衡する。2011 年の消費は中国の旺盛な需要と欧米
の緩やかな回復により前年比 8％増、生産は既存プロ
ジェクトの生産再開及び新規プロジェクトの開始によ
り同 12％増と、生産・消費ともに大きく伸びると推定
される。2012 年は中国の持続的成長が欧米における需
要低迷をカバーし、また新規プロジェクトが開始され
ることで生産・消費ともに 5％の伸びが見込まれる。
また、中国のニッケル需給については、2011 年の消
費は前年比 17％増と推定される。これは建築・消費財
用の高いステンレス鋼需要と 300 系ステンレス鋼割合
の増加、原料のニッケル銑鉄（以下、NPI）へのシフ
トによるニッケルスクラップ利用の減少、食器・合金
生産とバッテリー産業の成長によるものである。生産
はNPI 生産の増加（但し第 4四半期は生産コストや環
境規制から第１、２四半期から 30 ～ 50％減少）、小規
模製錬所からのカソード生産の増加により同 20％増。
2012 年の消費は前年と同様の要因から同 10％増、一方
の生産に関してはNPI 生産の減少によりニッケル生産
も減少する可能性が高く、その動向はNPI とニッケル
価格の変動に依存すると予測される。
長期的なニッケル市場については、2025 年には需要
が2011年から130万ｔ増の290万ｔになると予測され、
その背景として中国及びインドの国内ステンレス鋼需
要の安定的成長、宇宙・エネルギー産業、ハイブリッ
ドカー等のバッテリー産業向けニッケル需要の増加が
挙げられる。供給は 2019 年までは現在計画されている
新規プロジェクトにより需要を満たすことができるが、
2020 年以降は新規プロジェクトの開発が求められる。

（2012.3.9）

図4-4. ニッケル地金の需給バランス〔2008年1月～2011年12月〕
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