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1. LME価格と在庫（2012年4月～5月）
図1-1に2012年4月～5月のLME価格と同在庫の推移を

示す。
2012年4月から5月にかけてLME銅相場は、米国及び
中国の経済減速懸念やユーロ危機の再燃を背景に、
8,500US＄/ｔ圏から7,500US＄/ｔ前半まで大幅に下落し
た。
2012年4月は前月末から横ばいの8,500US＄/ｔ圏内で

スタートしたが、スペイン中期国債入札の不調や公開
されたFOMC議事要旨から米国追加金融緩和への期待
感が後退したことを受けてドル高ユーロ安となり続落
した。月半ばには米国3月非農業就業者数の伸びが予想
を下回ったことや中国第1四半期GDP成長率が8.1％と1
年ぶりの低水準に落ち込んだ結果が嫌気され、19日に
は同月底値の8,045.5US＄/ｔまで下落した。その後、銅
独自の材料として、キャンセルワラントがLME在庫の
40％を占めるまでに急増し、期近物の供給が極めてタ
イトになっていることを受けて値を上げ、30日には
8,529.5US＄/ｔと月初水準まで回復した。価格の上昇に
つれて3か月先物が現物価格を下回るバックワーデーシ
ョンは30日に152.5US＄/ｔまで拡大した。
2012年5月は欧州各国の経済指標の悪化を受けてユー
ロ安が進んで一転して下落基調となった。フランス大
統領選挙で緊縮緩和を掲げた社会党オランド氏が勝利
したことやギリシャ総選挙で緊縮財政を主導してきた
連立与党が過半数割れとなった結果を受けて欧州債務
問題が再燃し、株価全面安、ユーロ安の進行に連れら
れて、月半ばには2012年1月以来の7,000US＄/ｔ台に突
入した。バックワーデーションは下落に伴って15日に
は25US＄/ｔまで急激に縮小した。下旬には米国4月新
築住宅販売の好調な結果を背景に7,740US＄/ｔまで上
昇するも、月末にはスペイン格下げと米国失業統計が
予想を下回ったことからリスク回避の動きが及んで
7,517US＄/ｔまで続落した。これに合わせてバックワ
ーデーションは解消され、2011年3月以来のコンタンゴ
に転じた。

LME在庫は、4月1日の256千ｔから10日にかけて268
千ｔまで増加、4月23日にはキャンセルワラントがLME

在庫の40％に相当する100千ｔに達し、これに合わせて
LME在庫は減少を始め、5月16日には2008年10月以来の
最低水準となる215千ｔまで減少、キャンセルワラント
はその20％に相当する43千ｔまで減少した。その後増
加に転じ、5月末には231千ｔまで増加した。

ベースメタル国際需給動向

1. 銅の国際市況と需給動向（2012年5月まで）
金属企画調査部

<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

7,386
6,848
7,463
7,745
6,838
6,499
6,735
7,284
7,709
8,292
8,470
9,147

9,556
9,868
9,531
9,483
8,927
9,045
9,619
9,041
8,315
7,348
7,552
7,568

8,043
8,423
8,457
8,260
7,920
－
－
－
－
－
－
－

１～ 12 月 7,539 8,811 －

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
給に占める比率の大きな中国の需給推移を示す。
世界の鉱山・地金生産量は、2月に生産が大きく落ち
込んだ後3月にはV字回復した。この動きは例年の季節
変動によるものとみられる。地金消費量は3月には
1,800千ｔ台の最大値を付ける大きな伸びを示し、2012
年1月以降供給不足の状況が続いている。
中国の鉱山・地金生産量は小幅ではあるが増加を続

けており、地金消費量は2011年に大きく伸びたものの
12月から減少を続け、3月に増加に転じた。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、2012年2月に1,236.3千ｔと前月

から5.4％減少したが3月には1,374.4千ｔに回復し、2月
の生産落ち込みと3月の生産回復は例年の季節変動によ
るものと見られる。2012年1-3月累計の世界鉱山生産量

図1-1. 銅：LME価格と在庫の推移（2012年4月～5月）
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は前年同期比2.0％増の3,916.9千ｔで、鉱山生産の内訳
は、精鉱が同0.7％減少し3,042.1千ｔ、SXEWは同
12.2％増加し897.6千ｔとなった。主要生産国別の1-3月
累計鉱山生産量を表1-1に示す。

前年同期比で増加しているのは、生産上位からチリ、
中国、米国、豪州、メキシコ、DRCコンゴ、カザフス
タンで、特に中国、メキシコ、DRCコンゴでは前年同
期比で約3割増産した。一方、前年同期比で減少したの
は、ぺルー、ザンビア、カナダ、インドネシアで、特
にインドネシアは前年同期の半分を割り込んだ。ザン
ビアでは同国最大のKansanshi鉱山の賃上げストによる
操業停止が減産に影響し、インドネシアの減産はBatu 

Hijau鉱山の高品位部鉱石の減少やGrasberg鉱山の労働
者間紛争による操業停止によるものである。なお、
Grasberg鉱山のフル生産回復は2012年第2四半期として
いる。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
チリCODELCOは、2012年 投資額を43.3億US＄、

2012年銅生産量は2011年を30千ｔ下回る1,705千と発表
した。減産の主因はChuquicamata鉱山の坑内採掘移行
計画によるものとしている。主な投資内訳については、
2013年半ばに操業開始を予定しているMinistro Halesプ
ロジェクトに11.5億US＄、Chuquicamata鉱山の坑内採
掘移行に2.34億US＄、Andina鉱山の第2期拡張に0.9億

図1-3. 中国の銅需給推移〔2009年3月～2012年3月〕

表1-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-3月累計）

図1-2. 世界の銅需給推移〔2009年3月～2012年3月〕

（出典：ICSG）

（出典：ICSG）

（出典：ICSG）

国別 2011年1ー3月 2012年1ー3月 前年同期比

チリ 1,264.8千ｔ 1,277.0千ｔ ＋1.0％

中国 267.6千ｔ 342.7千ｔ ＋28.1％

ペルー 301.0千ｔ 296.2千ｔ ▲1.65％

米国 270.6千ｔ 284.2千ｔ ＋5.0％

豪州 232.3千ｔ 257.5千ｔ ＋10.8％

ロシア 177.5千ｔ 177.5千ｔ 0.0％

ザンビア 168.6千ｔ 153.9千ｔ ▲8.7％

カナダ 139.5千ｔ 124.7千ｔ ▲10.6％

メキシコ 87.0千ｔ 120.3千ｔ ＋38.3％

DRCコンゴ 92.0千ｔ 117.9千ｔ ＋28.2％

カザフスタン 78.9千ｔ 90.9千ｔ ＋15.2％

インドネシア 173.8千ｔ 77.2千ｔ ▲55.6％

世界計 3,839.6千ｔ 3,916.9千ｔ ＋2.0％
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US＄である。Ministro Halesプロジェクトは資源量13億
ｔ、平均銅品位0.96％、露天採掘終了後には坑内採掘
が計画されている。なお、酸化銅鉱体の発見により生
産開始が2013年半ばから1年前倒しされる可能性がある
と6月に報じられた。前述プロジェクトのほか、2017年
操業開始予定のEl Teniente鉱山やRadmiro Tomic鉱山の
第2期硫化鉱プロジェクトが全て生産へ移行すると、
CODELCOの銅生産量は2020年には2,200千ｔに増加す
る見通しである。
ザンビアでは新規鉱山開発が相次いでいる。中国有

色金属有限公司は2012年3月に銅年産能力42千ｔの
Mulyashi鉱山の生産を開始した。また、Valeが50％株式
を保有するKonkola North鉱山は2012年11月に生産開始
予定で、年産能力は45千ｔ、2014年にフル生産に至る
見通しである。さらに、加First Quantum社はSentinel鉱
山開発プロジェクトの建設を開始した。開発費は約17
億US＄で製錬所も新たに建設する。なお、Sentinel鉱山
の概測及び精測資源量は10.3億ｔ、平均銅品位0.51％、
年産能力は銅300千ｔでマインライフは15年以上と見積
もられている。

DRCコンゴでは、Glencoreが5月22日、Mutanda鉱山
の権益比率を4.8億US＄で60％に引き上げるとともに同
鉱山を保有するSamref Overseas社に3.4億US＄を追加出
資し、同社出資比率を74.9％まで引き上げた。これに
より、間接保有するKansukiプロジェクトとMutanda鉱
山の生産統合が可能になり、年産能力は銅160千ｔ、水
酸化コバルト23千ｔとなる見通しである。さらに
Glencoreが74.4％出資するKatanga Mining社は、拡張計
画により年産能力を銅310千ｔまで拡大する。

KGHMは、加Afton-Ajax銅金プロジェクトを保有す
るKGHM Ajax Mining社の株式保有比率を29.9百万US

＄で51％から80％まで引き上げた。同プロジェクトに
795百万US＄を投じて2015年初めに操業を開始する見
通しで年産能力は銅50千ｔ、金3ｔとしている。また、
KGHMは買収した旧Quadra Mining社のチリSierra Gorda

プロジェクトに集中するため、今後2014年まで外資企
業の買収は保留するとしている。
インドネシアBatu Hijau鉱山は、高品位部鉱石採掘の

減少により2012年生産量は前年比33.2％減の326千ｔと
なる見通しである。新たな高品位部鉱体の露天ピット
の採掘は2013年初頭に開始される予定で、それまで銅
品位0.5％以下の低品位鉱石が生産される。
また同国Grasberg鉱山では、労働組合が過去のスト参
加者が解雇されたことに抗議してストに突入する可能
性があることを示唆した。同鉱山は2012年2月から3月
にかけて労働者間の対立が暴動に発展し操業を停止し
ていた。
ペルーでは、Xstrata Tintaya社が操業するTintaya鉱山
及び近傍のAntapaccayプロジェクトに対して、河川汚
染に係る補償を求める地元住民の抗議行動が激化して
死傷者を出す事態となり、政府は5月28日に1か月間の

非常事態宣言を発動した。6月21日には関係大臣を中心
とした政府代表団が県知事や住民代表者らと今後の対
応方針で合意に至ったと報じられている。Xstrataは
Tintaya鉱山操業への影響はないとし、Antapaccayプロ
ジェクトは銅年産能力160千ｔで2012年8月に予定どお
り生産を開始するとしている。
中国では7月4日、非鉄金属大手の宏達股份子会社の
四川宏達モリブデン銅有限公司が四川省什 市に建設
予定の銅・モリブデン精練工場について、住民反対に
より地元政府が停止を求める通達を発したと報じられ
た。同工場の年産能力は銅製品が400千ｔ、モリブデン
が40千ｔで、2015年に稼働を計画していた。

＜供給・銅地金生産量＞
世界の地金生産量は、2012年2月に1,531.3千ｔと前月

から8.3％減少したが、3月には1,677.1千ｔと前年月平均
値まで回復した。1-3月累計の世界銅地金生産量は、前
年同期比3.7％増の4,878.7千ｔで、うち、二次地金は同
3.8％増の834.5千ｔであった。主要生産国別の1-3月累
計地金生産量を表1-2に示す。

前年同期比で増加しているのは、生産上位から中国、
日本、インド、韓国、豪州、DRCコンゴで、DRCコン
ゴは前年同期から約5割増産し、中国は堅調に増産を続
けている。一方、減少した国は、チリ、ロシア、ドイツ、
ポーランド、ザンビアとなった。米国は増減なしの同
数であった。

最近の銅地金生産を巡る動向は次のとおり。
中国では、雲南錫業が2012年半ばに箇旧銅製錬所の

操業を開始し、2012年は銅年産能力120千ｔの半分にあ
たる60千ｔを生産するとしている。また利華国際は丹
陽製錬所の能力増強工事を完了し、6月から粗銅生産を

表1-2. 主要生産国別地金生産量（1-3月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1ー3月 2012年1ー3月 前年同期比

中国 1,184.9千ｔ 1,288.5千ｔ ＋8.7％

チリ 754.2千ｔ 736.1千ｔ ▲2.4％

日本 343.9千ｔ 353.1千ｔ ＋2.7％

米国 247.9千ｔ 247.9千ｔ 0.0％

ロシア 227.0千ｔ 226.8千ｔ ▲0.1％

インド 170.3千ｔ 182.9千ｔ ＋7.4％

ドイツ 172.0千ｔ 169.0千ｔ ▲1.7％

韓国 138.1千ｔ 150.4千ｔ ＋8.9％

ポーランド 139.5千ｔ 134.0千ｔ ▲3.9％

豪州 117.1千ｔ 123.5千ｔ ＋5.5％

ザンビア 126.0千ｔ 119.8千ｔ ▲4.9％

DRCコンゴ 74.4千ｔ 108.2千ｔ ＋45.4％

世界計 4,705.3千ｔ 4,878.7千ｔ ＋3.7％
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開始した。生産能力は粗銅が年産35千ｔから85千ｔ、
電気銅が85千ｔから135千ｔに拡大した。
紫金集団は、2010年7月に豪雨により堆積場から河川

に廃水が漏出し操業を停止していた紫金山銅鉱山湿式
銅製錬所の操業を2012年5月に再開した。生産開始は
2013年の見通しである。
安泰科によれば、中国の2012年1～4月までの中国企

業12社の銅地金生産量は、対前年同期比6.61％増の
1,313.2千ｔで、江西銅業が28.74 ％、銅陵有色が
21.88％、金川集団が14.88％、雲南銅業が9.61％を占め
るとしている。

DRCコンゴでは、中国有色鉱業集団傘下企業が建設
していた銅生産能力100千ｔ/年の湿式銅製錬所が竣工
し生産を開始した。
タンザニアでは、同国初となるDar es Salaam製錬所
が生産を開始したと報じられた。酸化銅鉱石を原料と
して粗銅年産能力は240千ｔ、4年以内にフル生産に至
る計画である。
米国ユタ州Rio Tinto Kennecott製錬所は、Bingham 

Canyon鉱山の高品位鉱石に対応するため、24日間の操
業停止を経て4月30日に生産を再開した。2011年銅生産
量は215千ｔであった。

Glencoreは、火災により2012年1月から操業を停止し
ていたフィリピンPASAR銅製錬所を2012年7月までに
再開する予定である。約6か月間の操業停止による影響
額は現時点で明らかにされていない。PASAR製錬所は
フィリピン唯一の銅製錬所で、銅年産能力は215千ｔ、
Glencoreが1999年にフィリピン政府から買収し、現在
78％の権益を所有している。

＜需要・銅地金消費量＞
世界の銅地金消費量は、2012年2月に1,626.3千ｔと前

月から5.1％減少したものの、3月には1,812.1千ｔと2月
から11.4％増加し、初めて月ベースで1,800千ｔ台を付
けた。1-3月累計の世界銅地金消費量では5,152.2千ｔと
前年同期比で9.2％増加した。主要消費国別の1-3月期銅
地金消費量を表1-3に示す。

前年同期比で増加しているのは、中国、インド、米

国で、特に世界消費の4割を占める中国が前年同期比
32％増と著しい伸びを示している。一方、減少した国は、
ドイツ、日本、韓国、ロシアとなった。

最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
日本電線工業会によれば、4月、5月の日本の銅電線

出荷は推定値でそれぞれ、56.4千ｔ、52.6千ｔとなった。
うち内需は4月が55.1千ｔ、5月が51.4千ｔ、輸出は4月
が1.3千ｔ、5月が1.2千ｔで、輸出は15か月連続で減少
した。5月内需の部門別では、自動車、電気機械は3か
月連続で増加し、建設・電販（電気工事業者又は販売業
者）は5月に増加に転じた。電力、通信は前月から連続
して減少となった。
伸銅品生産については、日本伸銅協会によれば4月、
5月の速報値でそれぞれ、109.4千ｔ、65.3千ｔとなった。
うち内需は4月が56.1千ｔ、5月が54.6千ｔと12か月連続
で減少、輸出は4月が11.8千ｔ、5月が10.7千ｔと17か月
連続で減少した。
日立電線子会社の英Hitachi Cable Europe社は、自動
車部品のグローバル供給体制を強化するため、チェコ
共和国ウスティー州に自動車部品を生産する新工場を
設立した。2013年2月の稼働を目指すとしている。
中国の4月、5月の精製銅及び同製品の輸入量はそれ
ぞれ、375千ｔ、420千ｔで、1-5月累計は前年同期比
52％増の2,156千ｔとなった。中国の消費の伸びは依然
として大きいが、金融取引担保としての輸入も依然と
して根強いと見られる。
2012年中国の銅製品生産について、安泰科は前年比
10～15％増と前年に比べ伸び率が鈍化すると予想した。
電力向け需要は引き続き増加しているものの、電気機
械、輸送向け需要は鈍化している。中国有色金属加工
産業協会統計によれば、2011年銅製品生産量は前年比
18％増の1,028万ｔで、2011年末の年産能力は1,200万ｔ、
2012年1-5月は前年同期比10％増の433万ｔとしている。
ブラジル銅鉱業協会（Sindicel）は、同国の2012年銅消
費量は、インフラ整備等により前年比5％増加するとい
う見通しを発表した。2010年の銅電線、伸銅品の生産
能力は946千ｔであった。

＜需給バランス＞
世界の銅の需給バランスと価格とLME在庫の推移を

図1-4に示す。需給バランスは2012年1月にマイナスに
転じてから3月時点まで供給不足が継続している。2012
年1-3月期で見ると27.3千ｔのマイナスとなり、前年同
期の1.3千ｔと比較するとマイナス幅が大きいことが分
かる。

3. 今後の需給見通し
国際銅研究会は、2012年4月26日～27日に開催された
春期定期会合の結果を受けて、2012年及び2013年の需
給予測を発表した。

表1-3. 主要消費国別地金消費量（1-3月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1ー3月 2012年1ー3月 前年同期比

中国 1,661.6千ｔ 2,192.6千ｔ ＋32.0％

米国 453.0千ｔ 457.0千ｔ ＋0.9％

ドイツ 297.4千ｔ 280.1千ｔ ▲5.8％

日本 255.1千ｔ 240.4千ｔ ▲5.8％

韓国 210.5千ｔ 204.8千ｔ ▲2.7％

インド 157.1千ｔ 165.5千ｔ ＋5.3％

ロシア 185.5千ｔ 160.7千ｔ ▲13.4％

世界計 4,718.5千ｔ 5,152.2千ｔ ＋9.2％
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2012年の銅地金生産量は対前年比2.5％増の20,149千
ｔ、銅地金需要は同比2.5％増の20,386千ｔ、需給バラ
ンスは237千ｔの供給不足と2010年、2011年から引き続
き3年連続の供給不足と予想した。なお、鉱山生産は対
前年比5.1％増の16,848千ｔと予測した。また、2013年
の銅地金生産は対前年比6.9％増の21,549千ｔ、銅地金
需要は同比3.9％増の21,188千ｔ、需給バランスは361千
ｔの供給過剰と4年ぶりに供給不足から供給過剰に転ず
ると予想した。なお、鉱山生産は対前年比7.6％増の
18,127千ｔと予想した。
この理由としては、需要面では、世界的な景気の減速、
欧州の公的債務問題、中東等の情勢の不安定化等から
需要が大きくは伸びないと予想されること、これらを
受けて中国等の新興国の需要拡大が減速していること

などが挙げられた。供給面では、鉱石の低品位化、労
働問題の顕在化、投資の低迷などの操業面の制約はあ
るものの、銅価格が比較的高値で推移していることに
より、チリ等の既存鉱山の増産、モンゴル新規鉱山の
2013年生産開始などにより銅精鉱不足が改善される見
通しである。

図1-4. 需給バランス（2008年1月～2012年3月）

表1-4. 銅需給2011年実績及び2012年、2013年予測

2011年実績 2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 16,035千ｔ 16,848千ｔ 18,127千ｔ

地金生産量（a） 17,233千ｔ 20,149千ｔ 21,549千ｔ

地金消費量（b） 19,885千ｔ 20,386千ｔ 21,188千ｔ

需給バランス（a-b） ▲235千ｔ ▲237千ｔ ＋361千ｔ

（出典：ICSG）
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2. 鉛の国際市況と需給動向（2012年5月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2012年4月～5月）
図2-1に2012年4月～5月のLME価格と同在庫の推移を

示す。
2012年4月から5月にかけてLME鉛相場は、米国、中国、

ユーロ圏の経済動向を反映した金融相場の展開を見せ、
4月末にかけて2,150US＄/ｔ台へと上昇した後、5月末
にかけてユーロ危機の再燃により1,900US＄/ｔ前半ま
で下落した。
2012年4月は前月末からやや下げて2,000US＄/ｔ台で

始まり、月間を通して小幅な値動きながら上昇基調を
続け、他のベースメタル相場に引きずられる形で4月末
にかけて2,156US＄/ｔまで上昇した。
5月に入り、フランス大統領選挙やギリシャ総選挙の

結果から欧州債務問題が再燃し、また米国非農業部門
雇用者数の鈍化やユーロ圏第1四半期GDPが2期連続で
ゼロ成長となった他、中国でも4月の貿易統計の結果が
輸出入ともに鈍化し景気減速が裏付けられたことを受
けて、他のベースメタル相場と同様に、4月の上昇基調
から一転して5月は下落に転じた。価格は月初の
2,150US＄/ｔから31日には1,922US＄/ｔまで下落した。
なお、5月初めには、LME在庫361千ｔの4分の1に当た
るワラントが数日のうちにキャンセルされ、現物と3か
月先物とのスプレッドがタイト化すると憶測されたも
のの、スプレッドは月末にかけてやや緩和した。キャ
ンセルワラントの目的は実需が低迷しているため金融
取引のための倉庫間の在庫移動とみられる。

LME在庫は、2012年4月初めの377千ｔから減少を続
け、5月中旬には一時的に増加したものの5月末には350
千ｔまで減少した。

図2-1. 鉛：LME価格と在庫の推移（2012年4月～5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。
世界の鉱山生産量は2012年1月、2月に生産が落ち込

んだ後3月には回復、4月は3月から若干減少した。地金
生産・消費についてはほぼ同数で需給がタイトな状況
にあり、2012年1月に大きく減少した後、堅調に増加し
ている。ただし、中国を除く世界消費量で見るとほぼ
横ばいで微増しており、中国の動きが反映されている
ことが分かる。
中国の鉱山・地金生産は1月、2月に減産してから3月

にはV字回復する季節変動が見られた。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、3月は前月比19.5％増の466.8千
ｔ、4月は同4.5％減の446.8千ｔとなった。1-4月累計の
世界鉱山生産量では1,654千ｔと前年同期比で24.4％増
加した。主要生産国別の1-4月累計鉱山生産量を表2-1
に示す。
前年同期比で増加しているのは、生産上位から中国、

豪州、ペルー、メキシコ、インド、ロシアで、特に中
国は前年同期から倍増し、世界生産の半数を占めるに
至った。一方、前年同期比で減少したのは米国で、ボ
リビアは同数であった。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
Xstrataは2012年Q1鉛生産量を前年同期比7.2％増の58

千ｔと公表した。増産理由を2012年初めの雨季の影響

<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

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
2,405
2,299
1,949
1,982
2,019

2,094
2,126
2,061
2,063
1,999
－
－
－
－
－
－
－

１～ 12 月 2,148 2,398 －
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は受けたものの豪州鉱山の鉱石品位向上によるものと
している。また同社は、豪Lady Lorettaプロジェクトに
57百万A＄を追加投資し、鉱石生産量を年産100万ｔか
ら120万ｔに拡大、操業開始を2013年から2012年後半に
1年前倒しするとしている。

Canadian Zinc社はカナダ北部準州のPrairie Creek鉛亜
鉛プロジェクトの環境、採掘、取水に係る許認可を取
得した。同案件は1982年に市況低迷のため閉鎖されて
いたが、Canadian Zinc社が1993年に買収したもので、
鉛年産200千ｔのポテンシャルを有する。
米アラスカのRedDog鉱山の2012年Q1鉛生産量は、前
年同期比10.4％増の23千ｔとなった。2011年に比べて
精鉱実収率が向上したこと、Aqaluk鉱床の鉱石品位が
安定していることが要因としている。
加Goldcorp社が操業するメキシコPeñasquito鉱山は、
2012年Q1に鉛生産18千ｔ、粗鉱処理量13万ｔ/日のフル
操業を達成した。2012年生産計画は、鉛81.6千ｔ、亜
鉛181.4千ｔとしている。

Xstrata Zinc Canada社の加Brunswick鉱山は2013年3月
までに閉山される予定で、本鉱山を始めとして、主要
な複数の鉛亜鉛鉱山が近く閉山を予定しているが、既
存鉱山の拡張及び新規鉱山開発により供給量は相殺さ
れる見通しである。

図2-3. 中国の鉛需給推移〔2009年4月～2012年4月〕

（出典：ILZSG）

図2-2. 世界の鉛需給推移〔2009年4月～2012年4月〕

表2-1. 主要生産国別鉱山生産量（1−4月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 573千ｔ 860千ｔ ＋50.1％

豪州 178千ｔ 187千ｔ ＋5.1％

米国 116千ｔ 115千ｔ ▲0.9％

ペルー 70千ｔ 81千ｔ ＋15.7％

メキシコ 73千ｔ 77千ｔ ＋5.5％

インド 38千ｔ 43千ｔ ＋13.2％

ロシア 38千ｔ 42千ｔ ＋10.5％

ボリビア 33千ｔ 33千ｔ 0.0％

世界計 1,330千ｔ 1,654千ｔ ＋24.4％

（出典：ILZSG）
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＜供給・鉛地金生産量＞
世界の地金生産量は、3月は前月比2.6％増の828.6千

ｔ、4月は同3.4％増の857.8千ｔと4か月連続で増産が続
いたが、1-4月期の世界地金生産量でみると、3,264千ｔ
と前年同期比では5.7％減少した。主要生産国別の1-4月
期地金生産量を表2-2に示す。

前年同期比で増加しているのは、生産上位から米国、
インド、韓国、メキシコ、英国、カナダ、日本で、北
米は微増、北米を除く地域では1割程度の増産となった。
一方、前年同期比で減少したのは中国、ドイツで、中
国の減産は重金属汚染問題に対応した環境規制強化に
よるほか、価格低迷を受けて鉱山や製錬所が積極的な
生産に動いていないことが考えられる。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
インド系資源大手のVedanta社の操業する世界最大の
印Rampura-Agucha鉱山の2012年1-3月期精製鉛生産量は
37千ｔで前年同期から倍増した。2011年度（3月末締め）
の精製鉛生産量は99千ｔで前年度の63千ｔから大幅に
増加している。この増産はRajasthan州のRajpura Dariba

製錬所が新たに稼働したことによるもので、2012年1-3
月期の18千ｔが同製錬所によるもの。同社は年産100千
ｔの精製鉛生産能力を有することとなった。
車載鉛バッテリー生産大手の米Johnson Control社は、
2011年から米南カリフォルニア州Florenceに建設中の再
生鉛製錬所の操業を予定どおり開始するとした。精製
鉛年産能力は130千ｔで、Florence製錬所がフル稼働す
れば、同社の北米地域における鉛バッテリー向け需要
の約半分の供給が可能になるとしている。
米Doe Run社の米Herculaneum製錬所は、2012年3月の
変電設備火災による操業停止から5月に操業を再開し
た。年産能力は120千ｔ。なお同製錬所は2013年12月に
閉鎖し、新規製錬所に移行される計画となっている。

Doe Run Peru社の資金繰りの悪化により2009年半ば
から操業を停止していたペルーLa Oroya製錬所は、
2012年4月に債権者委員会が同社を精算する決定を下し

た。5月25日には債権者委員会がDoe Run Peru社の管財
人を選定、エネルギー鉱山相は管財人に対して同社従
業員の雇用を継続し、環境対策を実施する解決策を策
定するよう要請している。

＜需要・鉛地金消費量＞
世界の地金消費量は、3月は前月比3.7％増の832.5千

ｔ、4月は同2.2％増の851.6千ｔと4か月連続で増加した
が、1-4月累計の世界地金消費量は3,242千ｔと前年同期
比では4.3％減少した。主要生消費国別の1-4月累計地金
消費量を表2-3に示す。

前年同期比で増加しているのは、上位からインド、
韓国、ドイツ、スペイン、メキシコ、日本で、メキシ
コ及び日本については2割以上増加した。一方、減少し
たのは中国、米国で、特に中国消費の減少が世界消費
に影響している。ブラジルは増減なしの同数であった。

最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
中国電機鉱業協会の発表によると、中国政府による

環境規制と国内需要の増大により、中国の鉛バッテリ
ー市場は今後数年以内に10～30％の供給不足に陥ると
予想される。特に環境規制強化のため、鉛バッテリー
市場への新たな参入基準が工業情報化部で策定中であ
り、新基準では生産能力を新規工場では500千kWh、既
存工場は200千kWh以上とする見通しである。
さらに、2012年5月に開催された上海鉛亜鉛サミット

2012では、中国の2012年鉛バッテリー需要量は前年比
15％、金属鉛量として3,320千ｔが見込まれると中国電
池工業協会が発言した。このほか、2015年には鉛バッ
テリーに使用される金属鉛量は4,200～4,700千ｔに達
し、鉛バッテリー需給は依然としてタイトな状況が続
くと予想した。
南アを拠点とする自動車部品生産会社のMetair社は、
4,280万€でルーマニア最大手の自動車用鉛バッテリー
生産会社Rombat社を買収したと発表した。Rombat社は
鉛バッテリーを年産200万unit以上生産しており、また

表2-2. 主要生産国別地金生産量（1-4月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 1,462千ｔ 1,221千ｔ ▲16.5％

米国 439千ｔ 442千ｔ ＋0.7％

ドイツ 146千ｔ 143千ｔ ▲2.1％

インド 142千ｔ 152千ｔ ＋7.0％

韓国 140千ｔ 153千ｔ ＋9.3％

メキシコ 116千ｔ 126千ｔ ＋8.6％

英国 94千ｔ 106千ｔ ＋12.8％

カナダ 94千ｔ 95千ｔ ＋1.1％

日本 74千ｔ 80千ｔ ＋8.1％

世界計 3,462千ｔ 3,264千ｔ ▲5.7％

表2-3. 主要消費国別地金消費量（1-4月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 1,431千ｔ 1,234千ｔ ▲13.8％

米国 534千ｔ 532千ｔ ▲0.4％

インド 152千ｔ 158千ｔ ＋3.9％

韓国 141千ｔ 143千ｔ ＋1.4％

ドイツ 130千ｔ 135千ｔ ＋3.8％

スペイン 89千ｔ 97千ｔ ＋9.0％

ブラジル 89千ｔ 89千ｔ 0.0％

メキシコ 73千ｔ 89千ｔ ＋21.9％

日本 67千ｔ 87千ｔ ＋29.9％

世界計 3,386千ｔ 3,242千ｔ ▲4.3％
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年産能力2万ｔの再生工場を所有する。今回の買収は
Metair社の欧州市場での拡大に向けた長期計画による
ものとみられる。

＜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2012年に入りタイトな状況が続い
ている。1-4月累計で見ると2012年は22千ｔのプラス（供
給過剰）で前年同期の69千ｔに比べて過剰幅が縮小して
いることが分かる。

3. 今後の需給見通し
国際鉛亜鉛研究会は2012年4月25日に開催された春期

定期会合の結果を受けて、2012年の需給予測を発表し
た。
2012年の鉛地金消費量は、対前年比4.8％増の10,782

千ｔと予想した。中国では、2011年には環境規制の強
化に伴い、鉛蓄電池の生産工場の多くが閉鎖されたが、
2012年には鉛蓄電池の生産が回復する見込みであるこ

とから、中国の消費量を対前年比7.3％増と予測した。
またインド、日本、韓国、タイ、ベトナムといった他
のアジア諸国でも消費量の増加が見込まれる。一方、
製錬での地金生産量は、欧州、北米、アジア各国での
製錬能力増強により、2012年は対前年比4.4％増の
10,896千ｔとなる見通しである。この結果、2012年の
需給バランスは、114千ｔの供給過剰となると予測した。
なお、2012年の鉱山生産量は、中国での増産が主因

となり、対前年比4.9％増の4,883千ｔと予想した。2012
年の中国の生産量は、世界生産量の52％にあたる2,539
千ｔに達する見込みである。

図2-4. 需給バランス（2008年1月～2012年4月）

表2-4. 鉛需給2011年実績及び2012年予測

2011年実績 2012年予測 増減比（％）

鉱山生産量 4,656千ｔ 4,883千ｔ ＋4.9％

地金生産量（a） 10,433千ｔ 10,896千ｔ ＋4.4％

地金消費量（b） 10,291千ｔ 10,782千ｔ ＋4.8％

需給バランス（a−b） 142千ｔ 114千ｔ ▲19.7％

（出典：ILZSG）
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3. 亜鉛の国際市況と需給動向（2012年5月まで）

金属企画調査部

1. LME価格と在庫（2012年4月～5月）
図3-1に2012年4月～5月のLME価格と同在庫の推移を

示す。
2012年4月から5月にかけてLME亜鉛相場は、他のベ
ースメタルと同様に米国、中国、ユーロ圏の経済動向
を反映した金融相場の展開を受けて、2,000US＄/ｔを
挟んだ値動きから下落基調となり、5月末には1,900US

＄/ｔを割った。
2012年4月は前月から若干下げて1,972US＄/ｔで始ま

り、中国第1四半期GDP成長率8.1％と低調な結果を背
景に中国人民銀行が市中銀行の預金準備率の引き下げ
を実施するという見通しから4月半ばには2,000US＄/ｔ
を挟んで横ばいに推移し、下旬には他のベースメタル
に引きずられる形で小幅に上昇し2,039.5US＄/ｔで4月
を終えた。
5月は2,049US＄/ｔで始まったものの月末には
1,899US＄/ｔまで続落、2012年1月以来の1,900US＄/ｔ
割れとなった。背景としては、フランス大統領選挙及
びギリシャ総選挙結果から欧州債務問題が再燃したこ
とによる。また米国非農業部門雇用者数の鈍化やユー
ロ圏第1四半期GDPが2期連続でゼロ成長となった他、
中国でも4月の貿易統計の結果が輸出入ともに鈍化し景
気減速が裏付けられた。なお、LME亜鉛相場の直物と3
か月先物とのスプレッドは縮小したタイトな状況が続
いている。

LME在庫は過去最高水準の増加を続けており、亜鉛
価格に対して一層の下降圧力となっているとみられる。
2012年4月初めの897千ｔから4月末には927千ｔ、5月末
には941千ｔに累増した。キャンセルワラント比率は
LME取引金属の中で最も低い4％とされ流動性は高いも
のの、LMEニューオリンズ倉庫の在庫が全体の6割を占
めており、また最低引き出し限度3千ｔというLME規制
から出庫渋滞の状態にあるとみられる。

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。
世界の鉱山生産量は、2012年1月、2月に生産が落ち

込んだ後3月には回復、4月は3月から若干減少した。地
金生産は1月に減産してからほぼ横ばいで推移し、3月、
4月の地金需給はタイトな状況となった。
中国の鉱山・地金生産は例年の季節変動が見られ、
中国の地金消費は生産を上回る供給不足の状況が2011
年9月から継続している。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量の3月と4月の値は、それぞれ

1,188.3千ｔ、1,161.9千ｔで、3月は前月比14.2％増、4
月は同2.3％減となった。1-4月累計の世界鉱山生産量は
4,371千ｔと前年同期比で11.4％増加した。主要生産国
別の1-4月累計鉱山生産量を表3-1に示す。
前年同期比で増加しているのは、生産上位から中国、

豪州、インド、メキシコ、ボリビアで、中国は生産拡
張や休止鉱山の再稼働により約4割増加した。減少した
のは、ペルー、米国、カナダであった。ペルーの
Antamina鉱山やIscaycruz鉱山の低品位化による減産は
豪州Mt Isa鉱山やMcArthur River鉱山の増産で相殺され
ている。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
Xstrata Zinc Canada社は加Brunswick鉱山を2013年3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

2,434
2,157
2,275
2,367
1,968
1,743
1,844
2,045
2,151
2,372
2,292
2,281

2,372
2,465
2,349
2,372
2,190
2,203
2,391
2,212
2,077
1,859
1,916
1,916

1,981
2,058
2,035
1,997
1,930
－
－
－
－
－
－
－

１～ 12 月 2,159 2,191 －

図3-1. 亜鉛：LME価格と在庫の推移（2012年4月～5月）

（出典：ILZSG）
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までに閉山すると公表した。同鉱山の2011年亜鉛生産
量は209千ｔで、このほか複数の主要鉱山の閉山が見込
まれているが、世界最大の印Rampura-Agucha鉱山や豪
Mt Isa鉱山の拡張及びブルキナファソ、カナダ等の新規
鉱山が予定されており供給は相殺される見通しである。
ブルキナファソPerkoaプロジェクトは、Black 

Resources社の報告によると2012年Q3には生産を開始す
るとしていたが建設が遅延しており2012年中の生産は
難しい見通しである。年産能力はフル生産で亜鉛900千ｔ、
2012年には亜鉛200千ｔの生産が見込まれていた。
ナミビアでは、6月11日にRosh Pinah鉱山権益の
80.08％をGlencoreが取得する手続きが完了した。
Glencoreは2011年12月に当該買収について発表してい
たが、ナミビア当局により当該買収申請は却下されて

図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2009年4月～2012年4月〕

図3-3. 中国の亜鉛需給推移〔2009年4月～2012年4月〕

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）

表3-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-4月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 1,048千ｔ 1,425千ｔ ＋36.0%

豪州 454千ｔ 466千ｔ ＋2.6%

ペルー 433千ｔ 425千ｔ ▲1.8%

インド 278千ｔ 287千ｔ ＋3.2%

米国 255千ｔ 243千ｔ ▲4.7%

メキシコ 213千ｔ 223千ｔ ＋4.7%

カナダ 219千ｔ 211千ｔ ▲3.7%

ボリビア 142千ｔ 148千ｔ ＋4.2%

世界計 3,924千ｔ 4,371千ｔ ＋11.4%
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いたものの、国内での製錬を条件に承認されたとして
いる。同鉱山2011年生産量は亜鉛精鉱89千ｔ、鉛精鉱
16千ｔであった。

Selwyn Resources社とYunnan Chihong社の加ユーコン
州JVプロジェクトは、Bankable FSの結果を受けて、鉱
石処理量を8千ｔ/日から3.5千ｔ/日に規模を縮小すると
している。許認可手続き及び資金調達が円滑に進めば
2015年の初めに商業生産が開始される予定である。
ボリビア政府は6月21日、Glencore子会社Sinchi Wayra

社Colquiri錫亜鉛鉱山の国有化令を発動し、Colquiri鉱
山はCOMIBOLの管理下におかれると報じられた。
Sinchi Wayra社とボリビア政府が鉱業契約の見直しに合
意した直後とされ、Glencoreは国内外のあらゆる救済
手段に訴えると強く抗議している。
中国の4月の亜鉛精鉱輸入は前年同月比45％減の124

千ｔ、5月は同51.6％減の114千ｔと2007年2月以来の低
水準に留まっている。精鉱輸入減少は地金生産減少と
鉱石生産の増加によるもので、亜鉛需要の低迷とTC低
下で国内製錬所の需要が減退しているとされる。国内
には大量の精鉱在庫が積上っており、消化されるには
相当の期間を要するとされている。

＜供給・亜鉛地金生産量＞
世界の地金生産量は、3月は前月比1.0％増の1,074千

ｔ、4月は同2.5％減の1,048千ｔと若干減産したがほぼ
横ばいを推移している。1-4月累計の世界地金生産量は
4,240千ｔと前年同期比で0.3％減少した。主要生産国別
の1-4月累計地金生産量を表3-2に示す。

前年同期比で増加しているのは、生産上位から韓国、
インド、日本、豪州、メキシコで、日本は震災後の生
産回復により約3割の増産となった。一方減少したのは、
中国、カナダ、スペインで、最大生産国中国の減産は、
重金属汚染問題による生産停止や旧設備閉鎖等による
とみられる。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
東邦亜鉛は、電力価格上昇を受けて2012年7月から9

月初旬までの夏期2か月間、安中製錬所の操業を停止す
ると発表した。操業再開後の3週間はメンテナンスが必
要とされ、本格的な生産開始は10月になる見通しであ
る。2012年上期亜鉛生産量は操業停止に向けた増産に
より東日本大震災で減産となった前年並みとなるとみ
られる。
安泰科によると、中国雲南省政府は、工業情報化部
のガイドラインにより、2012年内に年産能力99,250tの
製錬所の閉鎖を公表している。
インド系資源大手Vedanta社子会社のHindustan Zinc社

は、Rajasthan州製錬所のフル稼働生産を受けて比較的
コスト高の年産能力58千ｔのVizag製錬所の減産を決定
したと発表した。2011年度（3月末締め）のVizag製錬所
の亜鉛地金生産量は28千ｔであった。
ペルー政府統計によると、Votorantinが操業する年産
能力320千ｔのCajamarquilla製錬所の2012年Q1亜鉛地金
生産量は、前期から6％減少し、77,542ｔとなった。
GlencoreのIscaycruz鉱山の減産が要因とされる。

＜需要・亜鉛地金消費量＞
世界の地金消費量は、3月は前月比4.9％増の1,062.1

千ｔ、4月は同1.9％減の1,042.2千ｔとなった。1-4月累
計の世界地金消費量は4,119千ｔと前年同期比で1.4％増
加した。主要消費国別の1-4月期地金消費量を表3-3に
示す。

前年同期比で増加しているのは、上位から中国、イ
ンド、韓国、ベルギーで、特にインドは4割増加してい
る。一方減少したのは、米国、日本、ドイツ、イタリ
アで欧州の減少が目立つ。

最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
Galvstar社は米NY州に5,000万US＄を投じて建設向け
に新たに年産240千ｔの溶融亜鉛メッキ工場を稼働させ
た。またJFEスチール及びGuangzhou Steelは、共同で自
動車及び家電向けに年産400千ｔの溶融亜鉛メッキ工場
をGuangzhou Steelの既存工場の近くに稼働させたとし
ている。

表3-2. 主要生産国別地金生産量（1-4月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 1,667千ｔ 1,565千ｔ ▲6.1%

韓国 276千ｔ 297千ｔ ＋7.6%

インド 261千ｔ 287千ｔ ＋10.0%

カナダ 216千ｔ 214千ｔ ▲0.9%

日本 156千ｔ 201千ｔ ＋28.8%

スペイン 175千ｔ 174千ｔ ▲0.6%

豪州 164千ｔ 173千ｔ ＋5.5%

メキシコ 104千ｔ 108千ｔ ＋3.8%

世界計 4,254千ｔ 4,240千ｔ ▲0.3%

表3-3. 主要消費国別消費生産量（1-4月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 1,676千ｔ 1,728千ｔ ＋3.1%

米国 299千ｔ 297千ｔ ▲0.7%

インド 148千ｔ 207千ｔ ＋39.9%

韓国 189千ｔ 207千ｔ ＋9.5%

日本 167千ｔ 158千ｔ ▲5.4%

ドイツ 170千ｔ 139千ｔ ▲18.2%

ベルギー 132千ｔ 134千ｔ ＋1.5%

イタリア 122千ｔ 85千ｔ ▲30.3%

世界計 4,063千ｔ 4,119千ｔ ＋1.4%
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中国の2011年Q1亜鉛メッキ輸入量は2009年Q2以来の
低水準にあるが、亜鉛合金、銅合金についてもここ数
年で最低水準にある。これらは国内需要の減退による
ものとみられ、亜鉛製品輸入量から換算した亜鉛量は
2010年の140千ｔから2011年には85千ｔまで減少すると
推計されている。

＜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。2011年10月にマイナス（供給不足）に転じて以降、
供給過剰の状態が続いているが、過剰幅は1-4月累計で
見ると2012年は121千ｔのプラス（供給過剰）で前年同期
の131千ｔに比べて過剰幅が微減した。

3. 今後の需給見通し
国際鉛亜鉛研究会は2012年4月25日に開催された春期

定期会合の結果を受けて、2012年の需給予測を発表し
た。
2012年の亜鉛地金消費量は、対前年比4.4％増の

13,408千ｔと予想した。主な内訳は、中国が対前年比7％

増、震災の復興需要がある日本が同7.2％増、米国が同
5.1％増であり、欧州は2011年と同程度となると見込ま
れる。一方、亜鉛地金生産量は、中国、ウズベキスタン、
韓国、インドでの製錬能力増強に起因して2012年は対
前年比4.4％増の13,657千ｔとなると予想した。その結
果、2012年の需給バランスは、249千ｔの供給過剰とな
る見通しである。なお、2012年の鉱山生産量は、豪州、
中国、フィンランド、インド、カザフスタン、ペルー、
ポルトガル、ロシア、ウズベキスタン、ブルキナファ
ソ等での増産及び新規鉱山生産開始により、対前年比
3.9％増の13,445千ｔとなると予想した。

図3-4. 需給バランス〔2008年1月～2012年4月〕

2011年実績 2012年予測 対前年比

鉱山生産量 12,935千ｔ 13,445千ｔ ＋3.9％

地金生産量（a） 13,083千ｔ 13,657千ｔ ＋4.4％

地金消費量（b） 12,841千ｔ 13,408千ｔ ＋4.9％

需給バランス（a−b） 242千ｔ 249千ｔ ＋2.9％

表3-4. 亜鉛需給2011年実績及び2012年予測

（出典：ILZSG）
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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5月まで）

1. LME価格と在庫（2012年4月～5月）
図4-1に2012年4月～5月のLME価格と同在庫の推移を

示す。
2012年4～5月のニッケルLME相場は、他のベースメ
タル同様に中国、欧州及び米国経済の動向に左右され
ながら18,400US＄/ｔ～16,025US＄/ｔの間で乱高下を繰
り返しつつも、全般的には2012年2月からの下落傾向が
続いた。
4月は17,780US＄/ｔでスタートし、暫く17,000US＄/

ｔ台後半～18,000US＄/ｔ台前半を推移していたが、4
月半ばの中国の2012年第1四半期GDP成長率が8.1％と1
年ぶりの低水準を記録したとの報道や、欧州債務問題
におけるスペイン国債入札結果の懸念によるドル高ユ
ーロ安の進行を契機に18,400US＄/ｔから17,300US＄/ｔ
台前半へ下落した。その後、買い戻しやドル安ユーロ
高により再び上昇、27日には18,255US＄/ｔへと値を戻
したが、30日には急落し17,835US＄/ｔで4月を終えた。
5月は、月初めの米国4月非農業部門雇用者数及びユ
ーロ圏4月PMI悪化のニュースを受け小幅な下落から始
まり、8日にはギリシャ総選挙実施やフランス大統領選
結果の発表が嫌気され17,405US＄/ｔから17,030US＄/ｔ
へと大幅に下落した。その後は17,000US＄/ｔ前後を保
ちつづけるも、スペイン国債の利回り上昇や格下げ等
の欧州債務問題への懸念を背景に緩やかに下落を続け
た。こうした中、月末には中国政府が減速する同国経
済成長に対し、強力な景気刺激策を行う予定はないと
する方針の報道を受け下落基調に拍車がかかり、31日
には16,375US＄/ｔで5月を終えることとなった。
なお、5月6日よりインドネシアにおいて鉱石輸出禁
輸措置が開始されたほか、ニューカレドニアのVale 

New Caledonia（VNC）製錬所においてニッケル出荷に対
し硫酸プラント事故によりフォース・マジュールが発
動されたが、価格はマクロ経済に左右され、低迷状況
となった。

LME在庫は、4月中旬には100千ｔを割り込んだもの
の、4月末から漸次増加した。価格が17,500US＄/ｔ未
満へと下落を始めて以来、在庫も105千ｔ以上を推移す
る状態が続き、5月末時点で107千ｔとなっている。

図4-1. LME平均価格と在庫の推移〔2012年4月～2012年5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
20,465
18,710
17,897
17,020
－
－
－
－
－
－
－

１～ 12 月 21,809 22,831 －

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。
長期的に見れば、世界の鉱山生産量、地金生産・消

費量いずれも増加傾向であるが、地金生産・消費量は
鉱山生産量に比べ伸びが鈍く、鉱石需給は緩和傾向に
ある。特に、4月は地金生産・消費ともに若干の減産で
あった。また、中国においても3月、4月のニッケル需
要は軟調に推移している。

＜供給・鉱山生産量＞

世界の鉱山生産量の2012年3月と4月の値は、それぞ
れ177.3千ｔ、182.5千ｔで、2012年1-4月累計では前年
同期比15.5％増の701.7千ｔとなった。また、主要生産
国別に見た2012年1月～4月累計ニッケル鉱山生産量を
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表4-1に示す。

以上のように、2012年1-4月累計で増加したのは、イ

ンドネシア、フィリピン、ブラジル、豪州、ニューカ
レドニアである。中国及びカナダは微減、またロシア
が前年同期比増減なしである。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
マダガスカルにおけるAmbatovyプロジェクトについ
て、加Sherritt社は、生産開始を当初予定の第1四半期か
ら第2四半期にずれ込む見通しを4月に示した。これに
伴い商業生産は2012年末ないし2013年初めとなる予定。
HPALシステムの難航によるものとしている。同社は、
2011年第4四半期決算発表において本プロジェクトから
のニッケル及びコバルト生産量について、それぞれ、
2012年は8千ｔ～13千ｔ、0.8千ｔ～1.3千ｔ、フル生産
となる予定であった2013年は6千ｔ、5.6千ｔとの見通
しを発表していた。
カナダでは、Canickel社がManitoba州Bucko Lake鉱山
の選鉱操業をニッケル価格低迷により一時停止するこ

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2009年4月～2012年4月〕

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2009年4月～2012年4月〕

（出典：INSG）

（出典：INSG）

表4-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-4月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 30.8千ｔ 30.3千ｔ ▲1.7%

インドネシア 92千ｔ 152千ｔ ＋39.5%

フィリピン 73千ｔ 99千ｔ ＋26.3%

カナダ 74.7千ｔ 73.2千ｔ ▲2.0%

ブラジル 26千ｔ 37千ｔ ＋29.7%

ロシア 90千ｔ 90千ｔ 0.0%

豪州 64.6千ｔ 68.7千ｔ ＋6.0%

ニューカレドニア 32.8千ｔ 33.1千ｔ ＋0.9%

世界計 592.7千ｔ 701.7千ｔ ＋15.5%
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とを発表（5月）。同鉱山の2012年第1四半期生産実績は
106万lb（約481ｔ）、キャッシュコストは8.02US＄/lbで
あった。
また、Vale Canadaは、ON州サドベリー周辺に位置す
るTottenプロジェクト（ニッケル年産計画8.2千ｔ）につ
いて、Sagamok Anishnawbek First Nationとの間で影響お
よび利益に関する協定（mine pact）に6月に署名した。本
協定は、Sagamok Anishnawbekがその伝統的かつ約束さ
れた領域において、経済的およびその他の関連する利
益を直接的に享受し、環境管理責任を遂行し続けるた
め同プロジェクトへの実効的な参加の原則を取り決め
たものである。同プロジェクトは2013年後半より商業
生産を開始する。
豪州ではNorilsk Nickelが保有するWA州Honeymoon 

Wellプロジェクト（ニッケル年産計画400千ｔ）につい
て、開発に15億US＄を投じる旨発表した。プロジェク
トの開発計画を2012年から2013年にかけて策定し、
2014年にインフラ建設に着工、2016年から2017年に生
産を開始する予定であるとしている。同社は現在プロ
ジェクトの資金調達のため銀行との交渉段階にある。
インドネシアでは、エネルギー・鉱物資源大臣令

2012年第7号の規定により、5月6日から鉱石輸出規制が
実施された。鉱石を輸出するためには許可が必要とさ
れるが、手続きを経てインドネシア商業省から許可を
得た企業は現時点で15社にとどまっている。
加えて、鉱物資源輸出税に関する財務省大臣令が5月

16日から施行され、金属鉱物においてはニッケルを含
む21品目が課税（基準価格の20％）の対象となっている。
さらにこの他、インドネシア政府は鉱物資源輸出量規
制導入の方針についても言及しており、業界関係者か
らは強い懸念が示されている。

DRCコンゴでは、IMFが同国政府へ鉱業税制の改正
を強く促している。IMFは、政府の現行鉱業法（2002年
制定）の見直しにおいて税率の引き上げを支持し、歳入
増加の努力こそが同国のインフラ開発ニーズを満たす
唯一の手段であるとしている。また同国政府は税率引
き上げに加えて鉱業プロジェクトにおける政府の最低
権益比率を拡大する方針を示している。同国の2011年
鉱業税収は1億US＄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、2012年3月と4月で、それぞれ、145.1千ｔ、141.1千
ｔで、2012年1-4月累計では前年同期比10.4％増の570千
ｔとなった。また、主要国別に見た2012年1-4月累計一
次ニッケル生産量を表4-2に示す。
以上のように、2012年1-4月累計では、日本以外の主
要国生産は前年同期に比べ増加した。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
ニューカレドニアでは、Valeが操業するVale New 

Caledonia（VNC）ニッケル製錬所（旧Goro、ニッケル年
産能力58千ｔ）からのニッケル出荷についてフォース・
マジュールを発動した（5月10日）。これは硫酸プラント
事故によるものであり、負傷者や環境への影響はない
としているが、これによる損害状況については調査中
であるとし、詳細は明らかにされていない。同社は、4
月に2012年第1四半期ニッケル生産量を前年同期比
7.5％増の63.2千ｔと発表、そのうち2.3千ｔが同製錬所
からの生産であった。2011年生産実績は5.1千ｔ。

＜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3月と4月で、
それぞれ、138.1千ｔ、135.1千ｔで、1-4月の2012年累
計では前年同期比2.4％増の543.9千ｔとなっている。ま
た、主要国別に見た2012年1-4月累計一次ニッケル消費
量を表4-3に示す。

以上のように、2012年1-4月累計の一次ニッケル消費
量は、スペインを除き増加率は小さく、全般的に低調

表4-2. 主要生産国別一次ニッケル生産量（1-4月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 125.1千ｔ 153.2千ｔ ＋18.3%

日本 54.5千ｔ 51.5千ｔ ▲5.8%

カナダ 51.5千ｔ 54.8千ｔ ＋6.0%

ブラジル 9.6千ｔ 18.2千ｔ ＋47.3%

コロンビア 10.2千ｔ 17.7千ｔ ＋42.4%

フィンランド 14.6千ｔ 17.3千ｔ ＋15.6%

ノルウェー 30.3千ｔ 30.4千ｔ ＋0.3%

ロシア 84.1千ｔ 87.3千ｔ ＋3.7%

豪州 35.7千ｔ 40.0千ｔ ＋10.8%

ニューカレドニア 12.4千ｔ 15.0千ｔ ＋17.3%

世界計 510.8千ｔ 570.0千ｔ ＋10.4%

表4-3. 主要消費国別一次ニッケル消費量（1-4月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1−4月 2012年1−4月 前年同期比

中国 222.0千ｔ 241.0千ｔ ＋7.9%

インド 11.6千ｔ 12.0千ｔ ＋3.3%

日本 52.4千ｔ 46.1千ｔ ▲13.7%

韓国 26.1千ｔ 26.8千ｔ ＋2.6%

米国 44.0千ｔ 44.0千ｔ 0.0%

ドイツ 32.0千ｔ 28.7千ｔ ▲11.5%

イタリア 18.4千ｔ 17.7千ｔ ▲4.0%

スペイン 10.9千ｔ 13.1千ｔ ＋16.8%

世界計 530.0千ｔ 543.0千ｔ ＋2.4%
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である。

最近の地金消費を巡る動きは次のとおり。
中国Tsingshan Groupは、2012年の同社ステンレス生
産が前年比24％増の2百万ｔに達する見込みとしてい
る。これは6月に開催された7th Asian Stainless Steel 

Conferenceでの発言によるもの。NPIプラントからのニ
ッケル生産については50千ｔ（ニッケル純分）とした。
ステンレス材料としてのニッケル消費は80千ｔに達す
る見込みであり、更にニッケルを調達する必要がある
としている。
この他、同カンファレンスではBaosteel Stainless社も

講演し、Marketing DirectorのLu Ping氏は、中国では工
業化は成熟段階にきており、今後国内ステンレス業界
においてM＆Aによる整理統合が進む可能性があるとい
う。現在、同国のステンレス業界のうち44％が国営企業、
39％が民間企業、17％が外資とのJVで構成されている。
この他同氏は、同国の2012年ステンレス生産能力と消
費量増加率は5％と予測した。
一方、スペインのAcerinox社は整理統合には関心が
なく、どのような案件であろうと行わないと発言して
いる。CEOのBernardo Velasquez氏は、同社は既に整理
統合が進んでおり、これ以上の合併にはシナジー効果
は見込めないとした。「我々は世界一になろうなどとは
思っていない。効率的で競争力があり、株主にとって
の価値を創造したい」。また、特に欧州においては、「過

剰なキャパシティは持たない」として、南アフリカやコ
ロンビアなど他地域で開発した分に見合う資産を売却
していることを挙げた。この他欧州委員会で反トラス
トの動きがあることも、買収への勢いを削ぐ要因とな
っているとした。

Tsingshan Groupのステンレス増産発言の一方で、エ
ンドユーザーの需要は停滞しており、ステンレス企業
はもう暫く生産量を抑えるのではという報道もある。
HSBC発表の中国製造業PMIは50を下回る状態が続き、
2010年まで二桁成長であった鉱工業生産も4月は前年同
月比9.3％増、5月は同9.6％増と一桁台に留まっている。
また、多くのNPI生産者も、下落を続ける現在のニッ
ケル価格では採算が取れないとして生産能力を削減し
ているという。
こうした需要の軟調な様子が見られる中で、中国で

は、インドネシアの鉱石輸出規制が5月6日から実施さ
れると公表された2月以来鉱石の駆け込み輸入が見ら
れ、在庫はさらに積み上がっている模様。5月輸入量は
前年同月比約40％増の6.55百万ｔ（6.8百万ｔという報道
もあり）という最高値を記録した。

＜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、幅としてはわ
ずかながらも供給過剰の状態が続いている。

図4-4. ニッケル地金の需給バランス〔2008年1月～2012年4月〕
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3. 今後の需給見通し
国際ニッケル研究会は2012年4月23日及び24日に開催

された春期定期会合の結果を受けて、2012年の需給予
測を発表した。
2011年のニッケル地金生産量は2009年から続く生産

の拡大傾向を引き継ぐ形で、対前年比10.5％増の1,596.9
千ｔとなった。2012年は中国の経済成長に翳りが見え
始め、消費量も頭打ちになるとの観測から、同6.1％増
の1,693.9千ｔが予測されている。
ニッケル地金需要量については、2010年は対前年比

19％と高成長を記録したものの、2011年は欧州での金
融不安の影響により同6.5％増の1,572.5千ｔとなった。
2012年は、中国での景気減速懸念によりステンレス鋼
生産がやや鈍るとの観測から、同4.3％増の1,640.0千ｔ
と予想されている。
2011年の鉱山生産量は、インドネシアやフィリピン
において中国向けニッケル銑鉄用鉱石の輸出が増加し
たことを受け、対前年比15.8％増の1,827.9千ｔとなっ
た。2012年は、マダガスカルでのAmbatovyプロジェク
トの出荷開始、ブラジルのBarro Altoプロジェクト、

Onca Pumaプロジェクトでの拡張が予定されており、こ
れらが予定どおりに進捗するという前提の下、鉱山生
産量は同7.9％増の1,971.7千ｔになると予想されてい
る。
各年のバランスで見ると2010年は31.7千ｔの供給不

足であったが、2011年は24.4千ｔ、2012年は53.9千ｔの
いずれも供給過剰に転じる見込みである。ニッケル需
要に大きな影響を及ぼすステンレス生産も現状を維持
しているが、世界の景気動向に左右され2012年後半に
は増加の勢いが鈍化する可能性もある。

（2012.7.13）

2011年実績 2012年予測 対前年比

鉱山生産量 1,828千ｔ 1,972千ｔ ＋7.9％

地金生産量（a） 1,597千ｔ 1,694千ｔ ＋6.1％

地金消費量（b） 1,573千ｔ 1,640千ｔ ＋4.3％

需給バランス（a−b） ＋24千ｔ ＋54千ｔ ＋125％

表4-4. ニッケル需給2011年実績及び2012年予測

（出典：INSG）
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