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1. LME価格と在庫（2012年6月～7月）
図1-1に2012年6月～7月のLME現物価格と同在庫の推

移を示す。
2012年6月から7月にかけてLME銅相場は、長期拡大

化するユーロ危機や中国、米国の景気動向を背景に
7,200US＄/t～7,800US＄/tの間で乱高下する値動きとな
った。
2012年6月は、前月から続落して7,300US＄/t台でスタ

ートし、小幅に反発するも、7日に格付け会社フィッチ
がスペイン国債格付けをAからBBBに3段階引き下げ、
スペインの銀行システム健全化には1,000億€が必要と
試算したことから、スペイン銀行の貸倒リスクが顕在
化し、2011年12月以来の7,200US＄/t半ばまで下落した。
17日にはギリシャの再選挙が行われ、緊縮財政派が議
席の過半数を確保したことで同国のユーロ離脱リスク
が後退し7,500US＄/t台まで値を上げたものの、15日に
発表された米国の6月NY連銀製造業景況指数や5月鉱工
業生産指数が軒並み予想を下回ったことで上昇幅は限
定的となった。その後、20日に発表された米国連邦公
開市場委員会（FOMC）の声明で第3次量的緩和策実施の
見送りが明らかになると値を下げ始め、中国、欧州、
米国の製造業購買担当者指数（PMI）が軒並み低調な結
果となったことから7,300US＄/t台まで続落した。29日
には欧州理事会で1,200億€の成長・雇用協定が採択さ
れ、ユーロ圏首脳会議で欧州安定化メカニズム（EMS）
による銀行への直接資本注入を可能にする具体的な救
済支援策が合意されたことで、ユーロ危機への懸念が
緩和し7,600US＄/t台まで急反発した。
2012年7月は、前月の流れを受けて続伸、5日には

ECBが政策金利を0.25％引き下げて過去最低の0.75％と
し、また中国人民銀行も利下げを行い、イングランド
銀行（英中央銀行）も債券買い入れによる量的緩和を拡
大したことから、7,700US＄/t台後半まで続伸するも、6
日発表の米国6月非農業部門雇用者数の結果が市場予想
を下回り前月比からの増加が10万人を割り込んだこと
や、中国6月消費者物価指数（CPI）及び生産者物価指数
（PPI）上昇率が前月を下回る等、米中の冴えない経済指
標を受けて7,500US＄/t台前半へと反落した。また米連
邦準備制度理事会の政策会合では期待された追加金融
緩和策の可能性が示されなかったことも下げ要因とな
った。13日には、中国国家統計局が発表した中国の
2012年第2四半期の実質GDP成長率が7.6％と前期の
8.1％から一段と低下し、中国経済の鈍化が明らかとな
ったが、市場は結果を織り込み済みで中国政府による
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<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
7,420
7,589
－
－
－
－
－

１～ 12 月 7,539 8,811 －

追加景気刺激策への期待感から買い材料となり7,700US

＄/t圏まで反発した。その後、米国6月の住宅着工件数
が市場予想を上回り2008年10月以来の水準に達したこ
とから7,800US＄/t圏まで続伸するも、23日にはスペイ
ン国債利回りが7.6％とユーロ移行後の最高値を更新し
たことでリスク回避のため売られ、7,300US＄/t台まで
急落した。月末にかけて、米国の6月新規失業保険申請
件数が予想を下回る等の好調な経済指標結果や、ECB

や欧州金融安定ファシリティ（EFSF）による南欧国債の
購入が検討中との報道が出たことでリスク回避の動き
は弱まり、価格は続伸して7,500US＄/t台後半で終えた。
市場は欧米中が下半期にどのような経済刺激策を打
ち出すのか様子見の相場となっている。またこの時期
は銅地金の不需要期に当たり、北半球では夏場の電気
代上昇により地金生産を減少させているため、期近物
の需給が緩み7月後半に現物価格は3カ月先物価格を下
回るコンタンゴに移行した。

図1-1. 銅：LME価格と在庫の推移（2012年6月～7月）
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LME在庫は、6月初めの23万ｔから6月末にかけて
25.7万ｔまで増加し、7月には25万ｔ台を横ばい推移し
た後7月末には24.9万ｔに微減した。キャンセルワラン
トは6月末の2.7万ｔから7月半ばには在庫の20％に相当
する5.6万ｔに増加し、7月末には微減して4.9万ｔとな
った。

2. 需給
国際銅研究会（ICSG）による2012年5月までの世界の

銅需給の推移を図1-2に、うち世界に占める比率の高い
中国について図1-3に示す。
世界の鉱山生産量は、季節変動と見られる2月の落ち

込みから3月には回復し、その後4、5月は増加している。
地金消費量が地金生産量を上回る供給不足の状態は
2012年1月から継続しているが、5月には地金消費量の
落ち込みと地金生産量の増加により、供給不足幅は4月
までの10万ｔ台から2万ｔまで縮小した。
中国の需給をみると、鉱山生産量は4月、5月はほぼ

横ばいで推移、地金生産量及び地金消費量は3月以降減
少している。地金消費量は地金生産量を大幅に上回っ
ており、依然として地金輸入国であることが分かる。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、2012年4月は136.5万ｔと前月

から0.1％増のほぼ横ばい、5月は同3.6％増の141.4万ｔ
となった。2012年1-5月累計の世界鉱山生産量は前年同
期比2.4％増の666.1万ｔで、鉱山生産の内訳は、精鉱が
同0.6％増の516.1万ｔ、SXEWは同9.5％増加し150万ｔ
であった。主要生産国別の1-5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、ペルー、米国、ロシア、メキシコ、DRCコンゴ、
カザフスタンで、中国、メキシコで約3割、DRCコンゴ
で約2割増産した。チリはEscondida鉱山の2012年上期
生産量が前年同期比で18.3％増の53.3万ｔとなり、前年
のストや鉱石の低品位化により落ち込んでいた生産が
回復した。DRCコンゴは増産を続けており、同政府は
2015年までに銅年産量が150万ｔになると見込んでい
る。一方、前年同期比で減少したのは、豪州、ザンビア、
カナダ、インドネシアで、特にインドネシアは約5割の
減産となり、Grasberg鉱山やBatu Hijau鉱山の高品位部
鉱石の減少が影響していると見られる。銅生産でアフ
リカ1位のザンビアにおいても鉱石の低品位化、生産コ
ストの上昇が減産に影響した。

図1-2. 世界の銅需給推移〔2009年5月～2012年5月〕
（出典：ICSG）

図1-3. 中国の銅需給推移〔2009年5月～2012年5月〕
（出典：ICSG）
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最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
チリ銅委員会（COCHILCO）によると、チリの2012年

上期銅生産量は262.5万ｔで前年同期比2.1％増となっ
た。CODELCOはAndina鉱山が前年同期比7.1％増、El 

Teniente鉱山が同6.9 ％ 増 と 生 産が増加したが、
Chuquicamata鉱山及びRadmiro Tomic鉱山の減少幅が大
きく、CODELCO全体では76.7万ｔと同6.3％減となっ
た。Escondida鉱山は53.3万ｔで前年同期比18.3％増と
なった一方で、Collahuasi鉱山は14.5万ｔで同38.0％減
であった。2011年末に拡張を終えたLos Bronces鉱山を
含むAnglo American Sur社は同75.8％増の20.7万ｔを記
録した。

COCHILCOによる2012年の世界の銅鉱山生産見通し
は、対前年比1.6％増の1,660万ｔ、2013年は同比1.9％増
の1,690万と予想した。チリの2012年銅生産量は、
Escondida鉱山、Los Bronces鉱山、El Abra鉱山、El Tesoro

鉱山の増産により540万ｔと予想、CODELCO保有鉱山、
Collahuasi鉱山、Candelaria鉱山、Cerro Colorado鉱山は減
産となる見通し。2013年のチリの銅生産量は、CODELCO

保有鉱山、Collahuasi鉱山、Escondida鉱山の生産が回復し、
551万ｔに達すると予想した。

Xstrata Copper社は、ペルーCusco県のAntapaccay銅プ
ロジェクトについて、2012年10月に生産を開始すると
の見通しを示した。同プロジェクトはXstrataが操業す
るTintaya銅鉱山から10 ㎞に位置し、Tintaya銅鉱山は今
後数カ月で生産を終了する。Antapaccay銅プロジェク
トには14.7億US＄が投資され、鉱量は10億ｔ以上、銅
年産能力16万ｔ、マインライフは20年間が見込まれて
いる。

Anglo Americanは、ペルーQuellaveco銅プロジェクト
に係る水資源利用と環境汚染に係る社会争議について
15カ月間の交渉を経て地元と合意に至ったと発表した。

なおAnglo Americanは、エネルギー鉱山省の許認可が
2012年上期までに取得できた場合、2016年には操業を
開始するとし、投資総額は30億US＄、銅年産量は22万
ｔとなる見通し。
ペルー・エネルギー鉱山省が公表した2011年末の鉱

業投資計画見通しと、2012年7月時点の見通しを比較す
ると、2012年に操業開始を予定していたプロジェクト6
件が2013～2015年に延期されたほか、多くのプロジェ
クトが操業開始を1～2年延期するとされ、ペルー鉱業
石油エネルギー協会（SNMPE）は、操業開始の遅れは、
政府によるEIA審査・承認の遅れが原因の一つである
としている。

Xstrataは、豪州QL州北西部のMount Margaret鉱山の
採掘を開始したと8月末に公表した。同鉱山の鉱石は近
傍のErnest Henry鉱山の選鉱所で精鉱にされ9月下旬に
も精鉱生産が開始される。これにより、今後5年間の
Ernest Henry鉱山の銅年産量は3万ｔ増加し14万ｔ、金
年産量は8.3万oz（2.6t）となる見通し。同社はMount 

Margaret鉱山の追加探鉱を計画しており、資源量の拡大
を目指している。

BHP Billitonは、2012年12月まで投資決定を先延ばし
にしていた300億A＄に及ぶOlympic Dam鉱山の拡張プ
ロジェクトについて、金属価格の低迷とコスト高を背
景として、新技術の適用を含む経済性の高い代替案の
検討を行うと8月に発表し、事実上中止となった。なお、
同社は5月には今後5年間のOlympic Dam鉱山の拡張プ
ロジェクトを含む総額800億A＄規模のプロジェクトに
ついて実施を見直す可能性があるとしていた。2012年
以降、同社はOlympic Dam鉱山周辺の鉱区をジュニア
探鉱会社から相次いで購入していた。
加First Quantum Minerals社は、ザンビアにおいて保有

する鉱山プロジェクトについて今後2～3年をかけて40
億US＄以上を投資する計画であることを明らかにし
た。投資の内訳としては、Kansanshi銅鉱山の拡大に20
億US＄以上、新規Trident銅プロジェクトに17億US＄と
している。
カザフスタン非鉄大手のENRC社は、DRCコンゴ

Frontier銅鉱山の採掘権を同政府から約1億US＄で取得
することが確実になったと7月に発表した。同鉱山は
ENRC社のChambishi製錬所から70 kmの位置にあり、銅
年産約9万ｔが期待できるとしている。なお、Frontier

銅鉱山はFirst Quantum Minerals社が所有しており、政府
が2009年に鉱業権を取り消したことで訴訟が続いてい
た。2012年3月にFirst Quantum Minerals社はENRC社か
ら総額12.5億US＄の支払いを受け、Frontier銅鉱山、
Kolwezi銅プロジェクト及びLonshi銅鉱山を含む同国内
におけるFirst Quantum Minerals社の全てのプロジェクト
をENRC社に譲渡していた。

鉱業政策については次のような動きがあった。
フィリピン政府は、鉱業セクターからの政府収入の

表1-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-5月累計）

（出典：ICSG）

（単位：千ｔ）

国別 2011年1-5月 2012年1-5月 増減比

チリ 2,144.8 2,176.7 1.5％

中国 476.7 613.1 28.6％

ペルー 488.1 498.2 2.1％

米国 456.6 477.6 4.6％

豪州 392.5 386.5 -1.5％

ロシア 294.6 297.9 1.1％

ザンビア 282.0 262.9 -6.8％

カナダ 234.2 218.7 -6.6％

メキシコ 161.0 208.3 29.4％

DRCコンゴ 163.2 199.8 22.4％

カザフスタン 140.6 155.5 10.6％

インドネシア 280.2 144.7 -48.4％

世界計 6,503.0 6,661.0 2.4％
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拡大や環境保護対策の改善を目的とした新たな鉱業政
策内容を示す大統領令を発効した。具体的には、5～7％
の新ロイヤルティの設定、新規鉱業権付与における公
開入札制度の導入、採掘禁止区域の拡大、休廃止鉱山
の未採掘鉱石及び廃滓中の有価資源の政府による所有
等が挙げられる。なお、新規鉱業権の付与は今後国会
に提出予定の新ロイヤルティを含む鉱業に関する収入
配分法案が国会を通過するまで一時凍結される。
ラオス政府は、新たな鉱物資源探査の審査及び承認

を2015年末まで一時停止する首相令を出した。政府が
承認した案件が法令を遵守しているか検査、再評価す
るため、新規投資案件の審査及び承認を2015年末まで
一時停止するとしている。ただし、石炭、石灰石等の
工業原料並びに既に承認を得ている場合は除外される。
また、同首相令は未加工の鉱物の輸出を禁止しており、
今後の動向に注目する必要がある。なお、ラオスでは
Minmetals Resources社がSepon鉱山で銅地金を、また
PanAust社がPhu Kham鉱山で銅精鉱を、各々銅量で年間
6万ｔ程度生産している。

DRCコンゴMartin Kabwelulu鉱山大臣は、現在審議中
の同国鉱業法（mining code）の改正案に関して、銅やコ
バルト等の金属のロイヤルティの現在の2％から5％へ
の引き上げ、資本利得税（capital gainｔax）の導入、鉱山
機械の輸入税の引き上げ、鉱業プロジェクトにおける
政府の最低権益比率の現在の5％から35％への引き上げ
等を検討していることを明らかにした。改正案は近日
中に国会に提出される見通しであり、鉱業法の改正作
業は2012年末までには完了する予定である。
インド政府は、2012～2013年度内に国営Hindustan 

Copper社株式10％を入札により1者に売却する検討を行
っているとされる。現在政府は同社株99.5％を所有し、
以前から国営企業の民営化政策に従い、同社株の売却
を検討してきた。この他、National Aluminium Co Ltd、
Steel Authority of India Ltd、Neyveli Lignite Corp Ltd、
Hindustan Aeronautics Ltd、Rashtriya Ispat Nigam Ltd. な
どの国営企業の5～10％の株式売却を2012年度に計画し
ており、売却額総額は3,000億Ruppee（約54億US＄）を目
標としている。
6月に新政権が発足したモンゴル政府の鉱物資源・エ

ネルギー大臣は、Oyu Tolgoi鉱山プロジェクトの政府の
権益比率引き上げについて言及した。現在の契約では、
政府が34％から50％へ権益を引き上げられるのは商業
生産開始から30年後とされているが、同大臣は、開発
を手掛けるRio Tinto及び加Turquoise Hill Resources社（前
Ivanhoe Mines社）が初期投資を回収した後に現在の34％
から50％へ引き上げられるべきだと述べた。同鉱山の
商業生産開始は2013年上期の見通し。

＜供給・銅地金生産＞
世界の地金生産量は、2012年4月に164.5万ｔと前月

から4.4％減少したが、5月には169.1万ｔまで回復した。

1-5月累計の世界銅地金生産量は、前年同期比4.5％増の
828万ｔで、うち、二次地金は同6.9％増の148.9万ｔで
あった。主要生産国別の1-5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、ロシア、インド、韓国、豪州、ザンビア、DRC

コンゴで、DRCコンゴは3割、中国、日本、インド、韓
国で1割以上の増加となっている。一方、減少した国は、
チリ、米国、ドイツ、ポーランドとなった。

最近の銅地金生産を巡る動向は次のとおり。
安泰科によると、中国主要12社の6月銅地金生産量は
対前月比3.5％増の33.7万ｔ、7月は33.1万ｔであった。
2012年1-7月累計は、232.6万ｔで前年同期比4.3％増加
した。また、中国の2012年銅地金生産能力の予測を下
方修正し、2011年12月の予測では、2011年の713万ｔか
ら2012年には843万ｔと前年比18％増と発表していた
が、同比15％増の821万ｔとした。余剰在庫や需要低迷、
精鉱等の原料不足がその背景とされている。
中国では、銅製錬所の建設が相次いでいる。雲南錫
業の年産10万ｔの銅製錬所が完成し、試運転生産の段
階に入ったと報じられた。2013年の銅地金生産量は8～
9万ｔとなる予定。同製錬所は19.85億元（3.1億US＄）を
投資して2010年5月に着工していた。福建省では紫金銅
業有限公司が建設していた銅年産能力20万ｔの銅製錬
所について、2012年7月15日までに銅アノード約5.7万
ｔを生産し、精錬ラインも試運転に入ったとされてい
る。年間生産量は、銅地金20～28万ｔ、金5ｔ及び銀
125ｔを見込んでいる。紫金銅業有限公司は、紫金鉱業
集団株式有限公司が全額出資し設立した銅製錬企業で、
製錬所建設プロジェクトへの投資総額は65億元（11億
US＄）。また、杭州富春江製錬有限公司は、江西銅業
集団公司と共同で銅製錬所建設協定を締結し、80億元

（単位：千ｔ）

表1-2. 主要生産国別地金生産量（1-5月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1-5月 2012年1-5月 増減比

中国 2,031.4 2,277.0 12.1％

チリ 1,285.0 1,223.6 -4.8％

日本 541.7 616.1 13.7％

米国 410.6 401.4 -2.2％

ロシア 377.4 380.6 0.8％

インド 273.8 303.9 11.0％

ドイツ 297.0 281.5 -5.2％

韓国 232.4 259.1 11.5％

ポーランド 236.3 226.8 -4.0％

豪州 200.8 208.0 3.6％

ザンビア 211.1 215.7 2.2％

DRCコンゴ 129.4 170.2 31.5％

世界計 7,919.8 8,280.0 4.5％
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（13億US＄）を投じて浙江省に銅アノード年産20万ｔ及
び銅地金年産37万ｔの精練所を建設し、2012年Q4には
試運転を行う予定としている。張家港総合銅公司は江
蘇省の金峰銅製錬所に15.3億元（2.4億US＄）を投じて
2013年末までに年産40万ｔに倍増する計画である。
中国政府は、2012年7月1日から銅製品輸出に3％の輸

出税が政府認可により無税となる税制改正を行ってお
り、国内の銅需要低迷を背景に、輸出コストの低減を
受けて銅地金の輸出拡大が今後予想される。
ブラジルでは、Paranapanema社が3億US＄でBahia州

Caraiba銅製錬所の近代化と増強を行うとしている。同
製錬所は、銅鉱石から銅地金の他、ワイヤーロッド、
ワイヤーを生産している。現在の銅地金生産能力は年
産22万ｔで、これを28万ｔまで拡張する。2011年の同
社の地金販売量は約18.8万ｔで、このうち45％は輸出
向けであった。ブラジル国内市場は、自動車、電気、
電線分野での需要増加が見込まれており、同社の増産
分は国内市場に向けて出荷されるとみられる。
ザ ン ビ ア 環 境 管 理 局（ZEMA）は、First Quantam 

Minerals社からザンビアの新製錬所プロジェクトの環境
許可申請を受け付けたと発表した。建設費用は4.6億US

＄で、ブリスター銅を銅量で年間30万ｔを生産する計
画。新製錬所は、Kansanshi鉱山の近傍のSolwesi地区に
建設される。
ロシアでは、7月にWTO加盟が決定したことを受け

て、銅地金の輸出税が2015年から撤廃される。2010年
から銅地金には10％の輸出税が適用されていたため、
輸出税が適用されないワイヤーロッド生産への切り替
えが促進されてきたが、2015年以降は銅カソードの輸
出が増加し、ワイヤーロッド生産は減少すると予想さ
れる。

＜需要・銅地金消費＞
世界の銅地金消費量は、2012年4月は175.0万ｔと前
月から5.4％減少し、5月は171.2万ｔと連続して減少し
た。1-5月累計の世界銅地金消費量では868.5万ｔと前年
同期比で8.3％増加した。主要消費国別の1-5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、インドで、

特に世界消費の4割を占める中国が前年同期比29.8％増
と引き続き消費の伸び率は大きく世界の需要を牽引し
ている。一方、減少した国は、米国、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。
安泰科によると、2012年の中国の銅地金消費につい

て2011年12月の予想から下方修正し、前年比6.4％増か
ら5％増の785万ｔとした。2011年実績値は738万ｔであ
った。
中国の6月の銅地金及び銅製品輸入は、前月比17.5％
減、4月比7.7％減の34.6万ｔと減少した。背景には、

LME価格とSHFE価格との差が縮小し、金融取引による
輸入が減少した影響が大きいとみられる。2012年1-6月
累計では、前年同期比47％増の250万ｔとなっている。
フィリピン政府は、Glencoreが計画しているPASAR

銅製錬所の拡張プロジェクトに関連し、同製錬所を中
核とする銅地金を原料とした下流の銅加工産業への投
資を促進する方針を示した。現在国内で生産され輸出
用となっている銅地金、銅ロッドなどの素材産業から
銅加工製品部門の育成を促進したい考えであり、特に
中堅企業による投資に期待を寄せている。PASAR銅製
錬所は、1980年代に日本の官民連携プロジェクトとし
て建設され、現在はGlencoreが78.2％の権益を所有する
フィリピン唯一の銅製錬所であり、銅地金年産規模
21.6万ｔである。
欧州諸国は、2020年までに再生可能エネルギーの割
合を20％まで引き上げるとのEUの政策から揃って風力
発電に力を注いでいる。風力発電は電力グリッドとの
接続用のケーブルにより変電所へ送電されることにな
る。特に海中に設置された風力発電所では海底ケーブ
ルの需要が高まり、これも銅需要を喚起する。Barclays 

Capitalによれば、陸上建設の風力発電所の場合1基で
16t、海岸から離れた海中での設置では31tの銅需要が生
じるとしている。

＜需給バランス＞
2012年5月までの世界の銅の需給バランスとLME現物
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5月時点まで供給不
足の状況が継続している。2012年1-5月期で見ると供給
不足分は40.5万ｔで、前年同期9.8万ｔと比較するとマ
イナス幅は大きい。

3. 今後の需給見通し
ICSGが2012年4月に発表した予測では、2012年需給

バランスをマイナス22.7万ｔの供給不足としていたが、
2012年1-5月期の実績値で供給不足幅はすでに40.5万ｔ
に拡大している。当初見込んでいたほどの中国経済減
速の影響が表れなかったとの見方もある一方で、中国

（単位：千ｔ）

表1-3. 主要消費国別地金消費量（1-5月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1-5月 2012年1-5月 増減比

中国 2,842.7 3,690.9 29.8％

米国 756.0 751.0 -0.7％

ドイツ 539.8 484.0 -10.3％

日本 447.3 407.8 -8.8％

韓国 350.0 339.5 -3.0％

インド 270.4 281.8 4.2％

ロシア 303.4 257.1 -15.3％

世界計 8,018.1 8,684.6 8.3％
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国内の在庫が過去最高の100万ｔ水準に戻りつつあると
いう報道もあり、中国の実需の見通しは依然として不
透明である。2012年下期には中国政府が公共住宅やイ
ンフラ整備に向けた経済刺激策や金融緩和策を実施す
るとの観測から、2012年Q4には一定の需要回復は期待
できるものの、効果は限定的と見られている。また安
泰科によれば、中国の2012年銅消費の見通しについて、
伸び率としてはここ15年で最低水準の前年比5％増の
770万ｔと予測し、2013年についても楽観視できないと
のコメントを出している。こうした状況からも供給不
足は限定的とみられ、2013年には供給過多に転じると
いうICSGの予測からも今後の需給は緩和すると見られ
る。
またCOCHILCOは、主要需要国のGDP成長率や鉱工

業生産が下方修正される中で需要予測を見直し、2012
年の銅平均価格見通しを従来の3.85US＄/lb（8,487US＄/

t）から3.52US＄/lb（7,760US＄/t）へ大幅に下方修正した。
2013年は3.48US＄/lb（7,672US＄/t）とさらに下落すると
予想している。併せて、2012年の世界の銅鉱山生産見
通しを2011年比1.6％増の1,660万ｔ、鉱山生産、スクラ
ップを含めた世界の2012年銅供給量を1,986万ｔ、2013
年は2,040万ｔと予想した。2011年に23.2万ｔであった
供給不足幅は、2012年が21.4万ｔ、2013年は2.6万ｔに
縮小すると予想している。

長期的な見通しとしては、国際銅協会（ICA）のジョ
ン・ホランド会長は、8月に来日した際に、銅からアル
ミ等他素材への代替が進む一方で、EUが掲げる再生可
能エネルギー比率を現在の12％から2020年までに20％
へ引き上げるという政策が新たな銅需要を創出すると
のコメントを出しいる。EUも同様の見通しを出してお
り、景気減速で停滞している銅需要について、大量の
銅を使用する風力発電所などの再生可能エネルギー事
業の伸びが建設等の従来需要の減少分を補填する可能
性について期待している。Wood Mackenzieの予測では、
2013年から2015年の間に欧州の風力発電による銅需要
は15％上昇すると見ている。
また中国においても、安泰科によると再生可能エネ
ルギー事業の需要成長を背景に2020年には銅消費が
2011年比で36％増の1,000万ｔに達すると予想してい
る。中国国内鉱山の鉱量枯渇や低品位化のため銅精鉱
の輸入依存度は高まると見られる。

図1-4. 需給バランス（2008年1月～2012年5月）

表1-4. 銅需給の実績と予測

2011年実績 2012年予測
2012年1-5月
実績値

2013年予測

鉱山生産量 16,035千ｔ 16,848千ｔ 6,661千ｔ 18,127千ｔ

地金生産量（a） 17,233千ｔ 20,149千ｔ 8,280千ｔ 21,549千ｔ

地金消費量（b） 19,885千ｔ 20,386千ｔ 8,684千ｔ 21,188千ｔ

需給バランス（a-b） ▲235千ｔ ▲237千ｔ ▲405千ｔ 361千ｔ

（出典：ICSG）
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2. 鉛の国際市況と需給動向

1. LME価格と在庫（2012年6～7月）
図2-1に2012年6～7月のLME価格と同在庫の推移を示

す。
2012年6月から7月にかけてLME鉛相場は、年明けか

ら推移していた2,000US＄/t圏から一段安となり、世界
経済の影響を受けながら1,900US＄/t圏から6月下旬に
1,700US＄/t半ばまで下落した後、7月末にかけて
1,900US＄/t半ばまで反発した。
2012年6月は、前月の下落基調を引きずって1,800US

＄/t後半でスタートした。その後1,900US＄/tを挟む形で
小幅な値動きが続いたが、20日に発表されたFOMCの
声明で第3次量的緩和策実施の見送りが明らかになると
値を下げ始め、中国、欧州、米国の製造業PMIが軒並
み低調な結果となったことから続落し、2010年7月以来
の1,800US＄/tを割って1,700US＄/t台前半まで値を下げ
た。29日には欧州での具体的な救済支援策が合意され
たことでユーロ危機への懸念が緩和し、1,800US＄/t圏
まで回復した。
2012年7月は、ECBや中国人民銀行の利下げが好感さ

れて1,900US＄/t台まで急反発したが、米国雇用統計や
中国の消費者物価指数の経済指標の低調な結果を受け
て1,800US＄/t台前半に下落し、その後1,800US＄/t後半
を推移した。23日にはスペイン国債利回りが7.6％と最
高値を更新したことでリスク回避のため売られて値を
下げるも、ECBによる南欧国債の購入が検討されてい
るとの報道が出たことで、価格は続伸して1,900US＄/t

台半ばまで値を上げた。
LME在庫は、2012年6月初めの34.8万ｔから7月末に

は32.7万ｔまで減少し、2011年9月以来の低水準となっ
た。キャンセルワラント比率は6月初めの6.3万ｔの
18.2％から月末には11.1万ｔの36.5％へと急増し、期近
物の供給がタイト化したがコンタンゴの状況に影響は
出なかった。7月末には4.4万ｔと13.5％まで下がった。

2. 需給
国際鉛亜鉛研究会（ILZSG）による2012年6月までの世

界の鉛需給の推移を図2-2に、うち世界に占める比率の
高い中国について図2-3に示す。
世界の鉱山生産量、地金生産量及び消費量は、4月以
降右肩上がりで増加している。地金生産量及び消費量
についてはほぼ同数で需給はタイトな状況が継続して
いる。中国を除いた世界消費量は4月以降ほぼ横ばいで
推移しているため、中国が世界の需要を牽引している
ことが分かる。
中国の鉱山生産量は増加を続け、6月生産量は32.1万
ｔに達した。地金生産・消費量は2011年12月時点の数
値まで回復した。

＜供給・鉱山生産＞
世界の鉱山生産量は、2012年5月は前月比6.3％増の
47.1万ｔ、6月は同10.0％増の52.4万ｔと3カ月連続で増
加した。2012年1-6月累計の世界鉱山生産量は262.6万ｔ
と前年同期比で22.4％増加した。主要生産国別の1-6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、中国は
前年同期から43％増加し、今や世界の鉱山生産の54％
を占めている。メキシコではPeñasquito鉱山がフル操業
に達し増産した。一方、前年同期比で減少したのは米
国で、ボリビアは横ばいであった。

<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
1,855
1,876
－
－
－
－
－

１～ 12 月 2,148 2,398 －

図2-1. 鉛：LME価格と在庫の推移（2012年6月～7月）
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最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
BHP Billitonは、豪州QL州Cannington鉱山において、

1,900万ｔの追加資源量を確保し、マインライフは20年
以上となることを明らかにした。Cannington鉱山の既
存の精測資源量は5,000万ｔ、鉛品位6.7％、亜鉛3.4％、

銀248g/tで、年間の鉱石処理能力を現状の330万ｔから
500万ｔに拡張した場合、年間で鉛30万ｔ、亜鉛12万ｔ
の生産量が予想される。2011年度（2011年7月～2012年6
月）の生産量は鉛23.9万ｔ、亜鉛5.5万ｔであった。

Xstrataは、3.6億US＄を投じて豪州NT州のMcArthur 

River鉱山を拡張する。鉱石処理能力を年間250万ｔか
ら550万ｔに拡大し、2014年1月から年産ベースで鉛9.8
万ｔ、亜鉛38万ｔを生産する計画としている。2011年
生産量は、鉛3.8万ｔ、亜鉛19.4万ｔであった。今回の
拡張により平均単価コストは20％以上減少し、埋蔵量
は0.7億ｔから1.15億ｔへ増加、マインライフは2038年
まで延長する見通し。同社が操業する加Brunswick鉱山
は2013年3月までに閉山を予定しているため、同鉱山の
鉱石を調達していたBelledune鉛製錬所への供給先確保
が課題となっていた。McArthur River鉱山の増産が可能
となるまでの1年間は同製錬所による鉛地金の生産は減
少すると見られる。Xstrataの2012年上期鉛精鉱生産量
は、前年同期比8.4％増の12.6万ｔであった。
2011年4月から環境問題により休止していた豪州

国別 2011年1-6月 2012年1-6月 増減比

中国 995 1,421 42.8％

豪州 277 281 1.4％

米国 172 170 -1.2％

ぺルー 108 122 13.0％

メキシコ 109 125 14.7％

インド 57 65 14.0％

ロシア 57 63 10.5％

ボリビア 50 50 0.0％

世界計 2,145 2,626 22.4％

図2-2. 世界の鉛需給推移〔2009年6月～2012年6月〕

図2-3. 中国の鉛需給推移〔2009年6月～2012年6月〕

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）

（単位：千ｔ）

表2-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-6月累計）
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Magellan鉛鉱山について、Ivernia社はWA州環境相から
操業条件について承認を得た。同社は今後詳細な調査
を実施し、環境マネジメントプログラムや環境リスク
アセスメントを策定し、第三者評価を受ける必要があ
るほか、技術者の確保や資金調達のため、操業再開後
フル操業に達するには6カ月以上要する見通しとしてい
る。休山前の2011年Q1鉛精鉱生産量は7,300tであった。
東邦亜鉛が全額出資するCBH Resources社が権益を保
有する豪州NSW州Rasp亜鉛・鉛鉱山が7月に本格操業
を開始した。鉱石処理能力は年産約75万ｔ、鉛精鉱の
年産量は4～6万ｔを予定している。CBH社は鉛精鉱年
産4.8万ｔのEndeavor鉱山も操業している。
中国有色金属工業協会統計データによると、中国の

2012年上期鉛精鉱生産量は、前年同期比で27.7％増の
142.1万ｔであった。鉛精鉱の6月生産量は、前年同月
比で42％増の32.2万ｔとなった。

＜供給・鉛地金生産量＞
世界の地金生産量は、2012年5月は前月比1.8％増の
90.6万ｔ、6月は同4.9％増の95.1万ｔと1月以降連続で
増加した。1-6月期の世界地金生産量でみると、525万
ｔと前年同期比では0.4％増加した。主要生産国別の1-6
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、生産上位からイン
ド、韓国、メキシコ、英国、カナダ、日本で、カナダ
は微増、その他の地域では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、米国、ドイツで
あったが、中国は1-4月期では前年同期比で17％減であ
ったのに対し1-6月期では同比0.5％まで縮小しており、
旧式生産設備の淘汰が一段落し、5、6月に製錬所が増
産に動いたことが分かる。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
2009年Q2から資金繰りの悪化と環境問題で閉鎖して
いたペルーのLa Oroya製錬所について、亜鉛製錬所が7

月末から再開された。鉛部門についても2カ月以内に再
開される見通し。Doe Run Peru社の債権者委員会は、同
社の提出した再建計画を4月に却下し、新たな操業請負
会社を選定することとしていたが、操業を継続したま
ま清算手続きを継続するとしている。同製錬所の生産
能力は亜鉛が年産4.3万ｔ、鉛が11.4万ｔで、ペルー政
府は債務の36％を保有する主要債権者である。

Xstrataの2012年上期鉛地金生産量は前年同期比
10.9％増の12.0万ｔであった。豪州Mt.Isa鉱山の増産に
よるもので、同鉱山の製錬所からの粗鉛は英国の
Northfl eet鉛精錬所へ出荷されている。同精錬所の2012
年上期鉛地金生産量は前年同期比17.4％増の8.1万ｔと
増加した一方で、同社のカナダBelledune製錬所の2012
年上期鉛地金生産量は同0.5％減の3.9万ｔと微減してい
る。
豪州SA州Adelaideの北方約230 kmに位置するNyrstar

社のPort Pirie製錬所（2011年生産量：鉛19.5万ｔ、亜鉛3
万ｔ、銅地金4千ｔ、金3.6万oz（1.1ｔ）、銀1,856.3万oz

（577.3ｔ））は鉛の排出に関する安全基準を満たすため
には改修が必要と報じられた。Nyrstarは州及び連邦政
府に対し3.5億A＄に及ぶと予想されるコストに対し補
助を求めている。
インドでは、Vedanta社の2012年Q2鉛地金生産量は

3.1万ｔと前年同期の1.6万ｔから倍増した。この増産は
Rajasthan州のRajpura Dariba製錬所が2011年7月に新たに
稼働したことによる。
中国の鉛蓄電池業界で、浙江省超威集団とともに大
手2社を構成する浙江省の天能動力集団の2012年上期報
告書によると、浙江省呉山の廃棄電池回収工場が2012
年Q2に完成し、現在試験生産中で2012年下期には商業
生産を開始するとされる。年間15万ｔの廃棄蓄電池を
処理して10万ｔの再生鉛を生産する。また、河南省の
濮陽に廃棄蓄電池回収再生鉛生産の第2工場を建設中で
2014年に完成を予定している。
中国工業情報化部は、2012年に鉛製錬能力を現在の

年産約500万ｔから111万ｔ削減すると発表した。この
削減で47カ所の製錬所が閉鎖される見通し。閉鎖能力
は約2割を占めるが大半は小規模製錬所や大規模製錬所
の老朽化設備であり、現在の稼働率も低いことから供
給能力に対する影響は限定的とされている。2011年は
38カ所、年産66.1万ｔの閉鎖計画を発表しており、
2012年は製錬所数、能力ともに増加している。

＜需要・鉛地金消費量＞
世界の地金消費量は、2012年5月は前月比2.9％増の

89.2万ｔ、6月は同6.0％増の94.5万ｔと1月以降連続で
増加した。1-6月累計の世界地金消費量は520.2万ｔと前
年同期比で1.6％増加した。主要消費国別の1-6月累計地
金消費量を表2-3に示す。

国別 2011年1-6月 2012年1-6月 増減比

中国 2,210 2,198 -0.5％

米国 661 649 -1.8％

ドイツ 224 215 -4.0％

インド 213 227 6.6％

韓国 211 230 9.0％

メキシコ 174 189 8.6％

英国 141 157 11.3％

カナダ 144 145 0.7％

日本 112 121 8.0％

世界計 5,229 5,250 0.4％

（出典：ILZSG）

（単位：千ｔ）

表2-2. 主要生産国別地金生産量（1-6月累計）
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前年同期比で増加しているのは、上位から中国、イ
ンド、スペイン、ブラジル、メキシコ、イタリアで、
メキシコは2割以上増加した。一方、減少したのは米国、
韓国、ドイツであった。中国の見掛消費が回復し、韓国、
ドイツがマイナスに転じている。

最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
日立化成工業は2013年1月を目途に産業用鉛蓄電池の

生産能力を5割拡大すると報じられた。産業用鉛蓄電池
は、停電等の非常時の補助電源として東日本大震災後
に販売が伸びているもので、これら需要に対応すると
している。
鉛蓄電池メーカーのGSユアサは、2012年4月からタ

イ子会社で生産するアイドリング車用鉛蓄電池を三菱
自動車のタイ拠点に納入を開始した。

LMC Automotive社の推計によると、欧州自動車販売
は、6月は前月比9％増、前年同月比2.4％減、7月は前
月比22.4％減、前年同月比7.7％減となった。
中国自動車工業協会（CAAM）によると、6月の自動車
生産は前年同月比9.1％増、前月比2.4％減の153.1万台
で、7月は前年同月比10％増、前月比6.2％減の143.7万台、
1-7月期の生産台数は、1,096.9万台で、前年同期比4.9％

増となった。6月の自動車販売は前年同月比9.9％増、
前月比1.7％減の157.8万台で、7月は前年同月比8.2％増、
前月比12.6％減の137.9万台、1-7月期の販売台数は
1,097.9万台となった。
中国の鉛蓄電池産業について、中国調査機関の2012
年4月の報告では、中国の2010年鉛蓄電池生産量は1.44
億kVAhで世界の40％を占め、前年比20.8％の増加を示
したが、増加率は2009年の31.4％と比べると縮小して
いる。ニッケル水素電池等への代替などの影響もある
としているが、環境規制の影響が大きいとしている。
廃蓄電池の回収システムが逐次整備されることにより
継続的な成長が期待されるとして、以下の主要分野で
の動向を示した。
・ 自動車用：自動車の始動に用いられる鉛蓄電池は伝
統的かつ最大の分野であり、自動車産業の発展に伴
い大きく増加。1億台の保有自動車数からすると、交
換需要も根強い。
・ 通信設備分野：主に通信基地設備や交換室の各電源
などに用いられ、取り換え周期は3～5年で電信固定
資産投資額の2～3％を占める。鉛蓄電池のシェアは
90％以上であり、市場は引き続き大きく成長する見
通し。
・ 動力用：主な使用分野は電動自転車で、2010年の中
国の電動自転車生産量は2,954万台に上り、前年比
24.69％の増加を見せた。現在、90％の電動自転車は
動力用電池として鉛蓄電池を用いている。ニッケル
水素電池は僅かに8％、残る2％はリチウムイオン電
池である。電動自転車の電池寿命は1～2年で、電動
自転車の保有台数1.7億台から推定すると毎年1億台
の電動自転車が電池交換することになる。

＜需給バランス＞
2012年6月までの世界の鉛の需給バランスと価格の推
移を図2-4に示す。2012年1-6月累計で見ると2012年は
4.8万ｔの供給過多で前年同期の9.3万ｔに比べて過剰幅
が縮小し、需給がタイト化している。

表2-3. 主要消費国別地金消費量（1-6月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-6月 2012年1-6月 増減比

中国 2,172 2,216 2.0％

米国 805 788 -2.1％

インド 234 238 1.7％

韓国 216 209 -3.2％

ドイツ 200 199 -0.5％

スペイン 131 140 6.9％

ブラジル 132 133 0.8％

メキシコ 109 132 21.1％

イタリア 120 125 4.2％

世界計 5,119 5,202 1.6％

（単位：千ｔ）
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3. 今後の需給見通し
ILZSGは2012年4月25日に開催された春期ILZSGが

2012年4月に発表した予測では、2012年は11.4万ｔの供
給過剰としていたが、2012年上期の実績値では4.8万ｔ
の供給過剰となり、2012年予測の半分を上期分として
実績の数値と比較すると、鉱山生産は予測を上回った
が、地金の生産と消費がともに予測を下回った。
国別でみると、中国の影響が最も大きく、鉱山生産

は予測より1割増、地金生産と消費は予測より1割減少
している。中国の地金生産と消費については、ILZSG

は小規模鉛蓄電池工場の再編が進み、大型の鉛蓄電池

工場による増産を見込んで消費を前年比7.3％増と予想
していたが、軟調な国内需要を受けて生産が伸びなか
ったと見られる。中国の自動車販売は、世界経済危機
後の景気刺激策が講じられた2009年、2010年には3割以
上の伸び率で増加していたが、2011年は伸び率が急減
速し、CAAMの予測によれば2012年は5～8％増の見通
しとなっている。2012年下期の中国政府による景気刺
激策が実施されれば需要は一時的に高まるとの期待も
あるが、2012年は供給過多の状況に変更はないと予想
される。

図2-4. 需給バランス（2008年1月～2012年6月）

表2-4. 鉛需給の実績と予測

2011年実績
2012年予測
（A）

2012年上期
実績（B）

比率（B/A）

鉱山生産量 4,656千ｔ 4,883千ｔ 2,626千ｔ 53.8％

地金生産量（a） 10,433千ｔ 10,896千ｔ 5,250千ｔ 48.2％

地金消費量（b） 10,291千ｔ 10,782千ｔ 5,202千ｔ 48.2％

需給バランス（a-b） 142千ｔ 114千ｔ 48千ｔ 42.1％

（出典：ILZSG）
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3. 亜鉛の国際市況と需給動向

1. LME価格と在庫（2012年6～7月）
図3-1に2012年6～7月のLME価格と同在庫の推移を示
す。
2012年6月から7月にかけてLME亜鉛相場は、他のベ

ースメタルと同様に世界経済や欧州債務危機の動向を
受けて、1,750US＄/tから1,900US＄/tの間で乱高下した。
中国経済の減速から上値は重たく、2012年初めの
2,000US＄/t圏から一段と値を下げた。
2012年6月は、月半ばまで小幅に値を上げながら推移

し、一時1,900US＄/tを上回ったものの、その後米国の
追加金融緩和策が実施されないと分かると下落、米欧
中の低調な経済指標結果を受けて、2010年7月以来の
1,750US＄/t台まで下げた。その後、29日に開催された
欧州理事会での経済刺激策の採択や、ユーロ圏首脳会
議で具体的な南欧諸国への救済支援策が合意されたこ
とでユーロ危機が一時後退し、1,850US＄/tまで値を戻
した。
2012年7月は、前月からの上昇基調が継続し、ECB及

び中国人民銀行の利下げを受けて、一時1,900US＄/tま
で値を上げるも、その後の米国、中国の経済指標の結
果が低調だったことから1,800US＄/t前半まで下落し、
1,850US＄/tを挟んで推移した。その間にLME在庫は17
年ぶりに100万ｔを突破して価格の下降圧力となり、23
日のスペイン国債利回り上昇が嫌気されて一時1,800US

＄/tを割り込んだ。その後、ECBによるスペイン国債購
入について報道されると欧州危機リスクへの懸念が後
退して1,800US＄/t半ばまで値を戻した。

LME在庫は前月に引き続き過去最高水準で増加を続
け、2012年6月初めの93.9万ｔから下旬に99万ｔまで急
増し、7月18日には1995年4月以降17年ぶりに100万ｔを
超えて101.5万ｔまで増加、月末にかけて99.9万ｔまで
微減した。キャンセルワラント比率は6月初めからLME

取引金属の中で最も低い5％で横ばいを推移していた

が、6月28日に15.8万ｔ、在庫との比率で15.9％へと急
増し、その後7月末まで13～15％を横ばい推移した。ま
たLME指定倉庫の中でもニューオリンズ倉庫の在庫は
依然として全体の6割以上を占めており、倉庫からの出
庫量規制から依然として出庫渋滞の状況にある。また
在庫累増の背景には金融機関による担保目的の側面が
大きいと見られ、在庫は過去最高水準で累増している
ものの流動性は低いとみられる。
またLME在庫が17年ぶりに100万ｔを突破した一方

で、中国では徐々にではあるが在庫の減少が見られ、
上海先物取引所（SHFE）の在庫量は3月末の38.7万ｔか
ら8月初めには30.7 万ｔに減少した。この背景には、
LME価格とSHFE価格とのアービットラージが狭まり金
融取引が鎮静化しているためと見られており、実需の
影響は少ないと見られる。

2. 需給
ILZSGによる2012年6月までの世界の亜鉛需給の推移

を図3-2に、うち世界に占める比率の高い中国について
図3-3に示す。
世界の鉱山生産量は4月以降増加を続け、地金生産・
消費を大きく上回っている。地金生産と消費は4月以降
横ばい推移して6月に増加に転じ、需給は3月以降タイ
ト化している。
中国については、鉱山生産が 4月以降増加を続け、
地金消費は5月から6月にかけて増加しているが、2011
年後半の消費に比べると未だ低調であることが分かる。
地金消費が地金生産を上回る供給不足の状況は2011年9

<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
1,856
1,851
－
－
－
－
－

１～ 12 月 2,159 2,191 －

図3-1. 亜鉛：LME価格と在庫の推移（2012年6月～7月）

（出典：ILZSG）
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安泰科によれば、豪州QL州Dugald River亜鉛プロジ
ェクトについて中国五鉱集団の豪州子会社は、豪州政
府より環境評価書が承認され、ボーリング探査が終了
する2012年末までに開発を検討する見込みとしている。
亜鉛精鉱の年産量は20万ｔを見込んでいる。
中国では、2008年後半から建設を行っていた新疆ウ

月から継続している。

＜供給・鉱山生産＞
世界の鉱山生産量の5月と6月の値は、それぞれ122.2
万ｔ、124.7万ｔで、5月は前月比4.9％増、6月は同
2.0％増となった。1-6月累計の世界鉱山生産量は681.1
万ｔと前年同期比で10.9％増加した。主要生産国別の
1-6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、

インド、メキシコ、カザフスタンで、中国は生産設備
の拡張や休止鉱山の再稼働により約3割増加した。減少
したのは、豪州、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。

Xstrataは、3.6億US＄を投じて豪州NT州のMcArthur 

River鉱山を拡張する（鉛の項参照）。
東邦亜鉛が全額出資するCBH Resources社が権益を保

有する豪州NSW州Rasp亜鉛・鉛鉱山が本格操業を開始
した。

表3-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-6月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-6月 2012年1-6月 増減比

中国 1,806 2,373 31.4％

豪州 701 699 -0.3％

ペルー 659 636 -3.5％

インド 417 430 3.1％

米国 383 367 -4.2％

メキシコ 301 336 11.6％

カナダ 330 323 -2.1％

カザフスタン 233 237 1.7％

世界計 6,141 6,811 10.9％

（単位：千ｔ）

図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2009年6月～2012年6月〕

図3-3. 中国の亜鉛需給推移（2009年6月～2012年6月）

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）
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イグル自治区のKeKe Tale鉛亜鉛鉱山が7月に操業を開
始する予定である。鉱石処理量は日産で5,000t、確定鉱
石埋蔵量は、亜鉛1,930万ｔ、鉛90万ｔ、銀650t、鉛亜
鉛の平均品位は4.67％としている。さらに年産5万ｔの
亜鉛製錬所の建設が予定されていたが現在は中断され
ている。

Votorantim Metais社は、ブラジルExtremo Norte亜鉛プ
ロジェクトの拡張計画について、Minas Gerais州環境当
局より環境許認可を取得した。Votorantim社は、2.15億
Reais（約1.1億US＄）を投じて亜鉛年産量を47万ｔに増
産する計画を進めている。同社はMinas Gerais州の
Vazante鉱山、Paracatu鉱山において亜鉛を生産している。
ナミビアで2番目に大きいRosh Pinah亜鉛・鉛鉱山に

ついて、権益80.08％を保有するGlencoreは今後2～3年
をかけて鉱石生産量を現在の年産68万ｔから100万ｔに
拡大する計画である。Glencoreは2012年6月にRosh 

Pinah鉱山を運営するRosh Pinah Zinc Corporationの株
80.08％を取得した。ナミビア当局から国内での製錬を
条件に同鉱山の権益を承認されたとされている。2011
年生産量は亜鉛精鉱8.9万ｔ、鉛精鉱1.6万ｔであった。

＜供給・亜鉛地金生産＞
世界の地金生産量は、5月は前月比1.7％増の105.6万
ｔ、6月は同3.1％増の108.9万ｔと4月以降増加傾向にあ
るが、1-6月累計の世界地金生産量は636.2万ｔと前年同
期比で1.1％減少した。主要生産国別の1-6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、カザフ、ペルーで、
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
生産国である中国の減産は、環境規制による操業停止
やメンテナンス、国内需要の低迷による減産が影響し
ている。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
2009年Q2から債務問題と環境問題で閉鎖していたペ
ルーのLa Oroya製錬所のうち亜鉛製錬所が7月末から再
開された。Doe Run Peru社の債権者委員会は、同社の
提出した再建計画を4月に却下し、新たな操業請負会社
を選定することとしていたが、操業を継続したまま清
算手続きを継続するとしている。同製錬所の生産能力
は亜鉛が年産43千ｔ、鉛が114千ｔで、ペルー政府は債
務の36％を保有する主要債権者である。
中国では、工業情報化部が亜鉛の2012年第1回分旧式
生産設備淘汰リスト及び淘汰目標値を発表した。リス
トに載った企業若しくは生産設備は、2012年9月末まで
に全て閉鎖し、2012年末までに淘汰すべき旧式生産設
備を撤去しなければならない。淘汰目標の生産能力は、
6省区28.62万ｔである。省区別内訳は、湖南省11.66万ｔ、
甘粛省8.7万ｔ、雲南省4万ｔ、重慶市3万ｔ、四川省1
万ｔ、陝西省0.26万ｔとなっている。現在の製錬能力
は年産約660万ｔで、この削減で18カ所の製錬所が閉鎖
される見通し。閉鎖対象とされた製錬所の一部は既に
操業を停止しているとされ影響は小さいとみられてい
る。2011年は32カ所、年産33.8万ｔの閉鎖計画を発表
しており、製錬所数、能力ともに減少した。

＜需要・亜鉛地金消費量＞
世界の地金消費量は、5月は前月比0.4％減の103.5万

ｔ、6月は同5.3％増の109.3万ｔとなった。1-6月累計の
世界地金消費量は621万ｔと前年同期比で0.3％と微増
した。主要消費国別の1-6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、米国、
韓国、インド、ベルギーで、中国は0.7％の微増、イン
ドは1割増加している。一方減少したのは、日本、ドイ
ツ、イタリア、ブラジルで、イタリアは25％と大きく
減少した。

表3-2. 主要生産国別地金生産量（1-6月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-6月 2012年1-6月 増減比

中国 2,536 2,350 -7.3％

韓国 414 445 7.5％

インド 394 430 9.1％

カナダ 327 314 -4.0％

日本 242 305 26.0％

スペイン 262 261 -0.4％

豪州 253 259 2.4％

メキシコ 156 162 3.8％

カザフスタン 158 159 0.6％

ペルー 151 158 4.6％

中国 2,536 2,350 -7.3％

世界計 6,436 6,362 -1.1％

表3-3. 主要消費国別消費量（1-6月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-6月 2012年1-6月 増減比

中国 2,576 2,594 0.7％

米国 450 465 3.3％

韓国 282 309 9.6％

インド 238 262 10.1％

日本 248 235 -5.2％

ドイツ 253 231 -8.7％

ベルギー 198 201 1.5％

イタリア 172 129 -25.0％

ブラジル 124 118 -4.8％

世界計 6,193 6,210 0.3％

（単位：千ｔ）

（単位：千ｔ）
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最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
DOWAホールディングスはタイで亜鉛加工品の製造・

販売を行う現地法人DOWAメタルズ＆マイニングを設
立したと発表した。日本の製錬企業が同事業で海外進
出するのは初めてで、同社の亜鉛事業拠点としては日
本に次ぐ2つ目。工場の生産能力は3年後に年産1.5万ｔ
程度となる見込みで2015年に売上高30億円を目指すと
している。

＜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1-6月累計で見ると2012
年は15.2万ｔの供給過多で前年同期の16.7万ｔに比べて
過剰幅は微減した。一方、LME在庫は17年ぶりに100万
ｔを突破して累増傾向にある。

3. 今後の需給見通し
ILZSGが2012年4月に発表した予測では、2012年需給
バランスを24.2万ｔの供給過多としており、2012年1-6
月期の実績値の15.2万ｔと比較すると、過剰幅は予測
を上回って拡大している。鉱山生産は予測値を若干上
回ったものの、地金生産、消費は予測を下回った。予
測では中国の需要を前年比7％増と見込んでいたが、
2012年上期で前年同期比0.7％増と大きく下回った他、
日本の震災復興需要による前年比7.2％増との予測も
2012上期では前年同期比5.2％減とむしろ減少してお
り、需要の低迷が大きく影響している。
2012年下期には中国政府による公共住宅やインフラ

整備に向けた経済刺激策が期待されているものの効果は
限定的との見方もあり、需給は緩和すると予想される。

図3-4. 需給バランス〔2008年1月～2012年6月〕

表3-4. 亜鉛需給の実績と予測

2011年実績
2012年予測
（A）

2012年上期
実績（B）

比率（B/A）

鉱山生産量 12,935千ｔ 13,445千ｔ 6,811千ｔ 50.7％

地金生産量（a） 13,083千ｔ 13,657千ｔ 6,362千ｔ 46.6％

地金消費量（b） 12,841千ｔ 13,408千ｔ 6,210千ｔ 46.3％

需給バランス（a-b） 242千ｔ 249千ｔ 152千ｔ 61.0％

（出典：ILZSG）
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4. ニッケルの国際市況と需給動向

1. LME価格と在庫（2012年6月～7月）
図4-1に2012年6～7月のLME価格と同在庫の推移を示
す。
2012年6月から7月にかけてLME相場は、他のベース

メタル同様、ユーロ危機と中国経済の減速の影響を受
けて、年初からの下落基調を引きずって一段と値を下
げ、15,000US＄/tから17,000US＄/tの間で乱高下した。
ニッケル価格は他のベースメタルに比べて取扱量が少
なくボラティリティが高い。
2012年6月は、前月から値を下げて16,025US＄/tでス

タートし、その後中旬にかけて他のベースメタル価格
がスペイン国債格下げを受けて全面安となるなか、ニ
ッケル価格は影響を受けずに17,000US＄/t台まで一時急
上昇した。その後16,000US＄/tから17,000US＄/tの間を
乱高下し、米国の追加金融緩和策の実施が見送られる
ことが明らかになると16,180US＄/tまで急落、月末に欧
州理事会で景気刺激策が採択され、欧州銀行救済への
具体策が示されると欧州債務危機懸念が一時後退し
16,000US＄/t半ばまで値を戻した。
2012年7月は、前月の上昇基調を受けて続伸、ECBや

中国人民銀行の政策金利の利下げが好感されて、一時
的に17,105US＄/tまで値を戻すもすぐに反落、米連邦公
開市場委員会の議事録で追加的な量的緩和策実施への
期待が低下して需要見通しが悪化し、2009年12月以来
の16,000US＄/tを割って続落した。その後、米国の住宅
着工件数が2008年10月以来の水準となったことを受け
て16,000S＄/t台まで回復し、小幅に値動きするも、ス
ペイン国債利回りがユーロ導入後の最高水準を更新し
たことで15,000US＄/t半ばまで急落した。月末には米国
の好調な経済指標や南欧国債の救済策が出されたこと
を受けて、16,000US＄/tまで値を上げて7月を終えた。

LME在庫は、6月初めの10.8万ｔから7月末まで11.5万
ｔと累増し、2011年6月以来の高い水準となった。引き
続く欧州債務危機や中国経済減速への懸念からステン
レス鋼の需要が伸び悩んでおり、ステンレスメーカー
の減産が影響しているとみられる。キャンセルワラン
ト比率は、6月初めには0.7万ｔと6.3％であったが7月末
には10.4万ｔに増えて9.1％となった。

2. 需給
国際ニッケル研究会（INSG）による2012年6月までの

世界のニッケル需給の推移を図4-2に、うち世界に占め
る比率の高い中国について図4-3に示す。
世界の鉱山生産量は、2010年4月から地金生産、地金

消費を大きく上回って増加を続け、2012年4月から減少

図4-1. ニッケル：LME価格と在庫の推移（2012年6月～7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

19,822
20,465
18,710
17,897
17,020
16,539
16,159
－
－
－
－
－

１～ 12 月 21,809 22,831 －

に転じたものの依然として鉱石供給過剰の状況は変わ
らない。地金生産は2012年初からほぼ横ばいで推移す
るも、地金消費は2012年2月以降減少が続いている。
中国の需給をみると、鉱山生産は長期的に変化がな
く、地金生産は緩やかに増産を続け、地金消費は2012
年4月に6万ｔ台に乗せてから横ばいで推移している。
中国は世界最大の地金生産国であるが、国内需要が地
金供給を大きく上回っている状況は継続しており、最
大の地金輸入国であることが分かる。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、2012年5月は16.6万ｔと前月か
ら8.6％減、5月は16.2万ｔと微減、2012年1-6月累計で
は前年同期比13.7％増の102.3万ｔとなった。主要生産
国別の2012年1月-6月累計ニッケル鉱山生産量を表4-1
に示す。
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前年同期比で増加しているのは、生産上位からイン
ドネシア、フィリピン、カナダ、豪州、ブラジルで、
インドネシア、フィリピン、ブラジルは約3割の増産と
なった。前年同期比で減少したのは、ニューカレドニア、

中国で微減した。ロシアは横ばいとなっている。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
マダガスカルAmbatovyプロジェクトについて、加

Sherritt社は、操業許可に必要な要件はすべて満たして
いるとしながらも暫定政府当局との交渉が継続してい
るため、商業生産開始を2012年4月の時点でQ1からQ2
にずれ込むとしていたが、さらに遅延する可能性が高
くなったとして、2012年生産見通しを0.8～1.3万ｔから
0.8万ｔに下方修正し、フル生産開始は2012年後半から
2013年初めに延期した。
フィンランドのTalvivaara Mining社は、生産量の減少

と価格低迷により、2012年上期に2,230万€の営業損失
を計上したと発表した。大雨や洪水といった悪天候が
ニッケル生産量に影響し、同社は2012年のニッケル生
産目標を当初の2.5～3万ｔから1.7万ｔに下方修正した。
安泰科によれば、中国冶金科工集団公司は、パプア
ニューギニアRamuニッケル鉱山の生産を2012年末に開

表4-1. 主要生産国別鉱山生産（1-6月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-6月 2012年-6月 増減比

インドネシア 138.0 192.0 39.1％

フィリピン 113.0 145.0 28.3％

ロシア 135.0 135.0 0.0％

カナダ 106.2 108.1 1.8％

豪州 101.2 108.0 6.7％

ブラジル 40.0 55.0 37.5％

ニューカレドニア 53.0 52.9 -0.2％

中国 47.0 46.6 -0.9％

世界計 899.6 1022.8 13.7％

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2009年6月～2012年6月〕

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2009年6月～2012年6月〕

（出典：INSG）

（出典：INSG）

（単位：千ｔ）
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始する予定である。同鉱山のニッケル生産量は、1年目
約4万ｔ、2年目は7.8万ｔ、3年目7.7万ｔ、4年目7.4万
を予定している。
加Liberty Mines社は、カナダMcWattersニッケル鉱山
の操業を一時中止したことを8月に発表した。過去6カ
月間で25％以上もニッケル価格が下落したことを受け
てニッケル価格が回復するまで資源量を温存しておく
としている。また同社保有の全てのプロジェクトを停
止するとともに、短期的なコスト削減を目的に、探鉱
プロジェクトのボーリング調査も一時中断することを
決定したと発表している。Liberty Mines社は、主要株
主である中国Jien Nickel社子会社のJien International 

Investment社に追加の資金支援を依頼し、同社は2012年
末まで追加500万C＄（年利10％）の資金支援を行うこと
に合意している。

VALEはニューカレドニアGoroプロジェクトについて
2012年末までに操業を再開する見通しと発表した。同
プロジェクトは大規模ニッケル酸化物鉱床を対象に
HPAL法によるニッケル製錬法で酸化ニッケル及び炭酸
コバルトの生産を行うもの。
豪Mirabela Nickel社は、ブラジルBahia州のSanta Rita

ニッケル鉱山の2012年上期のニッケル生産量が8,521ｔ
となったと発表した。また銅の生産量は2,647ｔ、コバ
ルトは148ｔであった。鉱石品位は、ニッケル0.52％、
銅0.13％、コバルト0.015％であった。同鉱山の2011年
の粗鉱生産量は540万ｔ（ニッケル品位0.51％、実収率
59％）、金属生産量は、ニッケル15,854ｔ、銅4,919ｔ、
コバルト273ｔであった。Bahia州のSanta Rita鉱山は同
社の唯一の生産鉱山で、鉱石はVotorantim社、Norilsk 

Nickel社に販売されている。
ロシアの2012年上期における未加工ニッケル輸出は

前年同期比66.2％増の14万600ｔ、金額ベースでは24億
5,400万US＄と大幅に拡大したとしている。うち非CIS

諸国向け輸出は14万300ｔ、24億4,500万US＄と、99％
以上を占めた。
インドネシアの新鉱業法による鉱石輸出規制を巡る

動きとしては、2012年5月6日から施行されているエネ
ルギー鉱物資源大臣令による鉱石輸出規制・許可制を
受けて、同国商業省は7月までに55社に対して輸出許可
を発行したことを発表した。55社のうち、ニッケル鉱
石の輸出許可は32社。なお、当該規制により、6月のニ
ッケル鉱石輸出量は前月比で大きく減少し、発表され
た統計では、前月比約8割減の572,106ｔとされている。
また地元報道によれば、インドネシアGita商業大臣は、
2012年5月から導入された鉱物資源輸出課税20％を2013
年も継続する方針であることを示している。

＜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、2012年5月と6月で、それぞれ、14.1万ｔ、14.2万ｔ
でほぼ横ばい、2012年1-6月累計では前年同期比11.3％

増の84.4万ｔとなった。要生産国別の2012年1月-6月累
計一次ニッケル生産量を表4-2に示す。

主要生産国はほぼ前年同期比で増加しており、特に
ブラジル、コロンビアは7、8割の増産となっている。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
インドネシアでは、PT Central Omega Resources社が

フェロニッケル製錬所建設プロジェクトの概要を発表
した。投資額3億US＄で、2014年までの第1フェーズで
はフェロニッケル年産10万ｔを、その後2015年までの
第2フェーズには年産20万ｔに拡張する計画で、鉱石は
南東スラウェシ及び中央スラウェシにある自社鉱山か
ら供給される。
インドネシア国営電力公社（PT PLN）は、ニッケル鉱

山 企 業 の PT Central Omega Resources社、PT Bukaka 

Teknik Utama社、PT Bakti Bumi Sulawesi社の3社と製錬
プロジェクトへの電力供給契約を締結したと報道され
た。今回の契約により、PT PLNは、PT Central Omega 

Resources社の東ジャワ他の製錬所に220 MW、PT 

Bukaka Teknik Utama社の南スラウェシPaloppoの製錬所
に90 MW、PT Bakti Bumi Sulawesi社の南スラウェシ
Bantaeng の製錬所に120 MWの電力供給を行う。PT 

PLNはこれまで全23社から電力供給の要請を受けてお
り、今回の3社以外に、6社とは既に同様の契約を締結
済みであり、今後14社との契約も予定されているとし
ている。
港湾建設などを主業務とする江蘇省の中国大豊海港
控股集団は、インドネシア企業と共同で年産30万ｔの
フェロニッケル製錬所建設の調印式を8月に行った。同
社は6億US＄を投資して年産30万ｔのフェロニッケル
製錬所をインドネシアに建設する。併せて36万kWの発
電所建設も着工する。2013年末に竣工が予定されてい
る。

表4-2. 主要生産国別一次ニッケル生産（1-6月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-6月 2012年1-6月 増減比

中国 193.6 223.9 15.7％

ロシア 124.7 127.6 2.3％

カナダ 69.7 82.9 18.9％

日本 78.3 80.2 2.4％

豪州 53.0 60.0 13.2％

ノルウェー 45.5 45.5 0.0％

ブラジル 14.8 27.4 85.1％

コロンビア 15.2 26.3 73.0％

ニューカレドニア 19.5 22.2 13.8％

英国 18.2 21.6 18.7％

フィンランド 20.3 20.6 1.5％

世界計 758.8 844.4 11.3％

（単位：千ｔ）
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中国では、ステンレスメーカーが国内需要の減少を
背景に減産しており、海外への輸出拡大を目指すニッ
ケル製錬業者が中国政府に対して15％の輸出税の引き
下げや撤廃を働きかけているとの報道があった。安泰
科によると、2012年上半期のニッケル消費量は32.9万
ｔと前年同期比1％減少している。

Norilsk Nickelは、ロシアの北極圏支社及びKola採鉱
冶金会社、フィンランド、豪州、ボツワナ、南アにお
ける事業部門の2012年Q2及び上期の生産量を発表し
た。ニッケル生産量は2012年Q1の7.6万ｔに対し、Q2
は7.0万ｔに減少した。この減少は主として、フィンラ
ンドのHarjavaltaニッケル精錬所への原料供給不足によ
るものとしている。

鉱業政策を巡る動向については次のとおり。
ロシアから3国間（ロシア、ベラルーシ、カザフスタン）

関税同盟域外に輸出される銅及びニッケルの関税率が
変更された。銅（粗銅、地金の両方）の輸出関税率は通
関価格の10％、ニッケル地金については同5％と定めら
れた。この政府決定は、ロシアのWTO加盟議定書の発
効と同日に発効する。これに伴い、2011年に政府が採
択した国際価格変動に基づく銅・ニッケル輸出関税率
の設定に関する決定は失効する。
インドネシアの新鉱業法による鉱物資源高付加価値

化を巡る動きとしては、エネルギー鉱物資源大臣令の
施行を受けて、企業から政府に提出された製錬所建設
計画は全185件、総投資額は5,550億US＄に上ることが
明らかになった。計画書は国内外の企業から提出され
ており、平均投資額は20～30億US＄、最大投資額は
100億US＄となった。また、エネルギー鉱物資源省
Rudi副大臣は、この計画数は極めて多いと認識してお
り、各計画における資金計画や国内全体の資源供給量
などを検討し、取捨選択していく方針であると示して
いる。同国ニッケル協会会長は製錬所の増加が公害問
題を引き起こす懸念を示している。

＜需要・ニッケル地金消費量＞
世界の一次ニッケル消費量は、2012年5月は前月比
3.1％減の13.3万ｔ、6月は13.0万ｔで、2012年1-6月累計

では前年同期比3.1％増の81.0万ｔとなっている。主要
生産国別の2012年1月-6月累計一次ニッケル消費量を表
4-3に示す。
前年同期比で増加しているのは、中国、米国、韓国、
台湾、スペイン、インドで、日本、ドイツ、イタリア
は減少した。

最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
ニッケル用途の6割を占めるステンレス鋼の需要につ
いては、中国消費はさらに減退しており、在庫が積み
あがっているとされる。中国の6月生産が8カ月連続で
減少し、PMIは50を下回っている。中国ではニッケル
銑鉄（NPI）生産者がニッケル価格低迷により減産を開始
したとされる。中国のNPI生産量は前月比で16.5％減、
前年同月比11.5％減の2.1万ｔで3カ月連続で減少してい
る。

＜需給バランス＞
2012年6月までの世界のニッケルの需給バランスと

LME現物価格とLME在庫の推移を図4-4に示す。需給バ
ランスは2011年後半から供給過多の状況が継続してい
る。2012年1-6月期で見ると供給過剰分は35.8万ｔ、前
年同期は26.5万ｔの供給不足であった。

表4-3. 主要消費国別一次ニッケル消費（1-6月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-6月 2012年1-6月 増減比

中国 333.0 359.0 7.8％

日本 75.6 69.8 -7.7％

米国 64.5 66.0 2.3％

ドイツ 47.5 43.7 -8.0％

韓国 38.1 39.3 3.1％

イタリア 27.5 25.9 -5.8％

台湾 21.2 22.8 7.5％

スペイン 16.3 19.0 16.6％

インド 17.4 18.0 3.4％

世界計 785.1 809.6 3.1％

（単位：千ｔ）
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3. 今後の需給見通し
INSGが2012年に発表した予測では、2012年需給バラ

ンスを5.4万ｔの供給過剰としていたが、2012年上期の
実績値で過剰幅は3.4万ｔと、わずかながらも地金消費
が予測を下回るペースとなった。ステンレス在庫が中
国国内で積み上がっているという情報もあり、供給過
多の大勢に影響はないと見られる。
住友金属鉱山のニッケル世界需給予測によると、

2012年地金生産は前回予測の172.5万ｔから下方修正し

て前年比5.2％増の168.7万ｔ、地金消費も前回予測の
167万ｔから下方修正して前年比4％増の164.5万ｔ、需
給バランスは前回予測のプラス5.5万ｔからプラス4.2万
ｔと供給過剰幅を縮小した。供給面では新規開発プロ
ジェクトの遅延や価格低迷を受けた減産、需要面では
中国の景気減速が影響している。2013年は供給過剰と
予測するも、2014年から2015年にかけて需要が伸びて
需給はバランスすると見ている。

（2012.9.7）

表4-4. ニッケル需給の実績と予測

2011年実績
2012年予測
（A）

2012年上期
実績（B）

比率（B/A）

鉱山生産量 182.8万ｔ 197.2万ｔ 102.3万ｔ 51.9％

地金生産量（a） 159.7万ｔ 169.4万ｔ 84.4万ｔ 49.8％

地金消費量（b） 157.3万ｔ 164.0万ｔ 81.0万ｔ 49.4％

需給バランス（a-b） 2.4万ｔ 5.4万ｔ 3.4万ｔ 63.0％

（出典：INSG）

図4-4. ニッケルの需給バランス〔2008年1月～2012年6月〕

需
給
動
向

ベ
ー
ス
メ
タ
ル
国
際
需
給
動
向　

│
ニ
ッ
ケ
ル
│

2012.9　金属資源レポート

（364）


