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1. LME価格と在庫（2012年8月～9月）
図1-1に2012年8月～9月のLME現物価格と同在庫の推
移を示す。

LME銅相場は、5月下旬以降、中国経済の減速や欧州
債務危機を背景に7,500US＄/ｔ圏で停滞していたが、8
月から9月にかけて米国、中国の追加金融緩和策の実施
や欧州債務危機の後退を受けて7,300US＄/ｔ台から
8,400US＄/ｔ台まで大きく値を上げた。
2012年8月は、7,500US＄/ｔ台でスタートし、1日に

米連邦公開市場委員会（FOMC）が第3次量的緩和策
（QE3）の実施を見送ったことから3日にかけて7,300US

＄/ｔ台まで急落し、その後反発して7,400US＄/ｔ台を
横ばい推移した。上旬に発表された中国の経済指標が
軒並み低調となった一方で、中旬以降の値動きについ
ては、欧州、米国の堅調な経済指標結果が上昇圧力と
なり、一段高となって7,600US＄/ｔを挟んで小幅に推
移した。
2012年9月は、前月末に米FRBバーナンキ議長が追加
金融緩和策の実施を示唆したことや、中国国家発展改
革委員会が1兆元（約1,570億US＄）に及ぶ30件の鉄道関
連インフラ投資プロジェクトを承認したこと、欧州中
央銀行（ECB）が南欧国債の無制限購入を決定したこと
を受けて、月初めの7,600US＄/ｔ台から10日には
8,000US＄/ｔを突破、13日にQE3の実施が決定されると
14日には8,400US＄/ｔまで急上昇した。8,000US＄/ｔ台
回復は5月以来となる。その後月末にかけて調整局面と
なり、8,100US＄/ｔ～8,200US＄/ｔ圏を推移した。 ま
た7月後半から現物価格は3カ月先物価格を下回るコン
タンゴが継続し、期近物の需給は緩和した状態が続い
ていたが、9月末には一時的に現物価格が先物価格を
20US＄/ｔ上回るバックワーデーションに転じた。その
後はスプレッド幅は小さいながらもコンタンゴに移行
している。

LME在庫は、8月初めの24.9万ｔから9月上旬には21.3
万ｔまで減少を続け、その後9月末にかけて22万ｔを横
ばい推移した。在庫に占めるキャンセルワラントの割
合は8月初めに4.7万ｔと19％で、一時的に14％程度へ
の減少も見られたが、9月中旬から4.4万ｔと19.6％に上
昇し横ばいで推移した。

2. 需給
国際銅研究会（ICSG）による2012年7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。
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<月間平均値（US＄/ｔ）>
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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
7,492
8,068
－
－
－

１～ 12 月 7,539 8,811 －

世界の鉱山生産量は5月以降微減している。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、地金消費量の落ち込みにより供給
不足幅は6月に0.7万ｔ、7月に2万ｔと縮小している。
中国の需給をみると、鉱山生産量はほぼ横ばいで推

移、地金生産量及び地金消費量は6月に微増したものの、
7月は減少に転じており、5月以降、中国経済の減速が
懸念され始めてから減少基調となっている。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、2012年6月は136.9万ｔと前月
から1.8％減、7月は同0.9％減の135.7万ｔとなった。
2012年1-7月累計の世界鉱山生産量は前年同期比2.5％増
の933.9万ｔで、鉱山生産の内訳は、精鉱が同1.0％増の
723.2万ｔ、SXEWは同7.9％増加し210.7万ｔであった。
主要生産国別の1-7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、

図1-1. 銅：LME価格と在庫の推移（2012年8月～9月）
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中国、ペルー、米国、ロシア、メキシコ、DRCコンゴで、
中国、メキシコ、DRCコンゴで約2割増産した。チリに

ついて、COCHILCOによるとEscondida鉱山が2011年か
ら増産に転じた一方でCollahuasi鉱山は大幅に減産して
おり、生産量は相殺されて微増となった。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、カザフスタンで、特にインドネシアは4割
以上の減産となり、Grasberg鉱山やBatu Hijau鉱山の鉱
石の低品位化が影響した。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
Xstrataは、ペルーLas Bambasプロジェクトの進行状

況に関して、許認可手続きを終え、鉱山建設に向けた
整地等の準備作業を実施していることを明らかにした。
本格的な鉱山建設は2013年1月から2014年末まで実施さ
れ、2015年1月から生産を開始する計画である。投資総
額は52億US＄で、少量の銀や金を含む銅・モリブデン
精鉱を1日に4千～5千ｔ生産し、年間で40万ｔの銅を生
産するとしている。
またペルーでは、カナダのHudbay Minerals社が投資

額15億US＄となるConstancia鉱山建設を開始したと発
表した。2014年末から生産を開始し、2015年Q2からフ
ル生産に入るとし、銅年産8.5万ｔ、マインライフは15

表1-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-7月累計）

図1-2. 世界の銅需給推移〔2009年7月～2012年7月〕

（出典：ICSG）

（単位：千ｔ）

国別 2011年1-7月 2012年1-7月 増減比

チリ 2,944.3 3,040.8 3.3％

中国 707.7 884.3 25.0％

ペルー 690.1 721.2 4.5％

米国 649.1 657.8 1.3％

豪州 552.3 520.2 -5.8％

ロシア 414.9 418.2 0.8％

ザンビア 393.1 352.3 -10.4％

カナダ 324.0 305.0 -5.9％

メキシコ 241.0 295.3 22.5％

DRCコンゴ 241.1 294.7 22.2％

インドネシア 383.1 212.8 -44.5％

カザフスタン 206.9 205.8 -0.5％

世界計 9,109.2 9,338.8 2.5％

（出典：ICSG）

図1-3. 中国の銅需給推移〔2009年7月～2012年7月〕
（出典：ICSG）
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年となる見通し。
Freeport-McMoran Copperは、Cerro Verde鉱山拡張に

必要な投資額が40億US＄から44億US＄へと10％増加し
たことを発表した。コストや人件費の上昇が要因とし
ている。拡張により1日あたりの粗鉱処理量が12万ｔか
ら36万ｔに増加し、2016年には年産銅27万ｔ、モリブ
デン6,800ｔが追加される。

Anglo Americanは、チリで操業するEl Soldado鉱山、
Los Blonces鉱山、Chagres製錬所の労働組合と予定より
も早く新労働協約に合意したと発表した。新労働協約
に合意した3鉱山・製錬所の組合労働者は約2,000名、
協約の期間は48ヶ月。報道によれば、今回の協約で4％
賃上げ、ボーナス1,270万Peso（約2.6万US＄）、300万
Peso（約6,240US＄）の長期低利貸付が合意された。
Mantos Blancos鉱山、Mantoverde鉱山の労働協約は2013
年11月まで有効である。

BHP Billitonは、300億A＄に及ぶ豪州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
スト高を背景に、SA州政府に対して実施計画の提出期
限を2016年10月まで延長を申し入れたとされる。また、
BHP Billiton は2012年以降、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する契約を交
わしていたが、そのうち、Tasman Resources社から6鉱
区を3百万A＄で購入するとしていた仮契約を解除した
と9月に報じられている。
鉱石の低品位化により減産が続くインドネシアBatu 

Hijau鉱山は、経営合理化・人員削減を行う方針を示し
た。現在は鉱石ストックにより精鉱を生産しているが、
2012年当初予想の金3.2tが2tに、銅8.7万ｔが7.7万ｔに
減少することを受けたもの。今後具体的な経営合理化
計画を策定するが、労働者との摩擦や、ストライキの
可能性も懸念されている。なお、現在実施している新
たな露天掘りピットの掘削作業は2014年には完了する
予定で、その後生産量は回復する見通しとしている。
安泰科によれば、ザンビアのChambishi・South East 

Ore Body銅プロジェクトについて、中国有色金属有限
公司は、8.32億US＄を投入し、年産能力6万ｔの銅鉱山
を建設する予定で、すでにザンビア環境管理局による
承認を受けたとしている。2012年に銅鉱山の建設を開
始すると同時に選鉱所も建設する計画。銅精鉱は、
Chambishi銅製錬所またはカッパーベルト州にある他の
製錬所で銅地金にする。ザンビア環境管理局に提出さ
れた書類によると、本銅鉱石の推定埋蔵量は7,600万ｔ
以上で、平均品位は銅2.18％である。同社は、ザンビ
ア銅鉱山に対する投資規模を40％拡大する予定で、同
社のザンビアへの投資は既に10億US＄以上に達し、
2012年からザンビア銅プロジェクトに更に4億US＄を
投入する計画としている。すでに、ザンビアで
Chambishi銅鉱山・銅製錬所及びLuanshya銅鉱山を保有
している。
また2012年Q4に生産開始を予定していたザンビアの

Lubambe鉱山（旧名：Konkola North）において最初の銅
精鉱が生産された。さらに銅精鉱年産10万ｔに向けた
拡張（Phase 2）が開始されたと報じられている。本プロ
ジェクトは、ValeとAfrican Rainbow Minerals社が各
40％、ZCCM-IHが20％の権益を有し、生産開始時の銅
精鉱年産量は2.5万ｔを予定している。2015年までの
Phase 1では年産4.5万ｔを目標としており、Phase 2では
さらに年産10万ｔにまで拡大する計画としている。

＜供給・銅地金生産＞
世界の地金生産量は、2012年6月に166.6万ｔと前月

から0.3％減、7月には163.2万ｔと連続して減少した。
1-7月累計の世界銅地金生産量は、前年同期比2.2％増の
1,144.8万ｔで、うち、二次地金は同3.2％増の206万ｔ
であった。主要生産国別の1-7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3割、日本は震災から回復して2割の増加となって
いる。一方、減少したザンビアは鉱石の低品位化と採
掘コスト上昇のため精鉱生産が減少したことが影響し
た。

最近の銅地金生産を巡る動向は次のとおり。
チリCodelcoのChuquicamata製錬所が53日間のメンテ

ナンスによる操業停止を経て9月15日から操業を再開し
た。同製錬所はChuquicamata鉱山の精鉱からブリスタ
ー銅を生産しており、2011年は推定で29万ｔのブリス
ター銅を生産しているが、年産能力が50万ｔに拡張さ
れた。
中国紫金鉱業は、製錬能力を50％増加させて年産30
万ｔとする計画を表明したと報じられた。現在の同社
の年産能力は、製精錬20万ｔ、鉱石生産（銅換算）10万

（単位：千ｔ）

表1-2. 主要生産国別地金生産量（1-7月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1-7月 2012年1-7月 増減比

中国 2,943.4 3,224.6 9.6％

チリ 1,787.1 1,700.0 -4.9％

日本 746.7 874.6 17.1％

米国 577.3 560.3 -2.9％

ロシア 526.8 503.8 -4.4％

インド 380.8 404.6 6.3％

ドイツ 423.0 404.2 -4.4％

韓国 326.5 366.8 12.3％

ポーランド 332.4 319.2 -4.0％

豪州 280.9 291.2 3.7％

ザンビア 297.6 277.0 -6.9％

DRCコンゴ 188.1 245.8 30.7％

世界計 11,197.5 11,447.6 2.2％
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ｔとされており、製錬能力増強のため、鉱石生産能力
を年産10万ｔから20万ｔに増加させるとも表明してい
る。
中国の広西有色再生金属有限公司が投資して広西壮
族自治区梧州で建設されていた年産30万ｔの再生銅製
錬プラントが11月に全面稼働したと報じられた。この
プラントは2010年9月に着工し、2011年11月にアノード
生産、2012年5月にカソード生産が開始されていた。

Norilsk Nickelは、インドネシアでの銅製錬所建設プ
ロジェクトに関する基本合意書に正式に調印したと報
じられた。同合意書は、インドネシアでの銅及びニッ
ケル鉱床の開発のほか、税制の優遇や、鉱石供給の保
証なども盛り込まれているとしている。本プロジェク
トは、インドネシア企業のPT Nusantara Smelting社との
JVにより、銅年産40万ｔ規模の製錬所を建設する計画
で、両社は、2011年に基礎調査に関するMOUを締結し、
2012年中に設計段階に移行する計画となっている。

＜需要・銅地金消費＞
世界の銅地金消費量は、2012年6月は167.2万ｔと前
月から1.1％減少し、7月は165.5万ｔと連続して減少し
た。1-7月累計の世界銅地金消費量では1,197.1万ｔと前
年同期比で6.2％増加した。主要消費国別の1-7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24.7％増
と引き続き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。
中国国家発展改革委員会は、9月に1兆元（約1,570億

US＄）を上回る30件の鉄道関連インフラ投資プロジェ

クトを承認した。このため、銅電線ケーブルの需要に
ついてQ4以降に緩やかに回復するとの見通しの一方
で、国内で積み上がっている在庫の状況から、今回の
経済刺激策の効果は限定的との見方もある。
中国ではワイヤーロッド生産設備着工のニュースが
相次いだ。広西金宏金属有限責任公司が進める年産20
万ｔ銅ワイヤーロッド製造設備の署名式が10月に行わ
れたと報じられた。プロジェクトの総投資額は9.8億元
（1.6億US＄）。また、浙江省では、寧波世茂銅業が年産
22万ｔの低酸素銅ワイヤーロッド生産設備の着工式典
が行われ、投資額は6億元（95百万US＄）で、2013年6月
に試験生産、2014年には通常稼働の予定。同社の全体
計画の年産量は、8mm低酸素銅ワイヤーロッド22万ｔ、
3mm低酸素銅線15万ｔ、電解銅10万ｔ、銅線5万ｔで、
既存の生産効率の低い8万ｔ/年の銅加工設備は停止さ
れるとしている。

＜需給バランス＞
2012年7月までの世界の銅の需給バランスとLME現物

（単位：千ｔ）

表1-3. 主要消費国別地金消費量（1-7月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1-7月 2012年1-7月 増減比

中国 4,088.2 5,096.4 24.7％

米国 1,048.0 1,046.0 -0.2％

ドイツ 769.8 683.8 -11.2％

日本 603.3 580.3 -3.8％

韓国 481.0 445.3 -7.4％

インド 350.0 367.4 5.0％

ロシア 431.7 327.0 -24.3％

世界計 11,270.9 11,971.2 6.2％

図1-4. 需給バランス（2008年1月～2012年7月）
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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7月時点まで供給不
足の状況は継続しているものの、マイナス幅は5月以降
大幅に縮小している。

3. 今後の需給見通し
ICSGは、2012年10月8日～9日に開催された秋季定期

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。
2012年銅地金生産量は対前年比1.5％増の1,995万ｔ、

銅地金需要は同比2.6％増の2,037.6万ｔ、需給バランス
は42.6万ｔの供給不足となり、マイナス幅は4月に発表
した23.7万ｔから拡大修正した。背景には、精鉱不足
やメンテナンスのための製錬所の操業停止による減産
が挙げられる。また、鉱山生産は対前年比2.9％増の
1,647.9万ｔと予測し、4月予測の5.1％増の1,684.8万ｔ
から下方修正した。
2013年の銅地金生産量は対前年比6.0％増の2,114万
ｔ、銅地金需要は同比1.5％増の2,068.2万ｔ、需給バラ
ンスは45.8万ｔの供給過剰、2012年の供給不足分をほ

ぼ相殺して4年ぶりに供給不足から供給過剰に転ずると
した。なお、鉱山生産は対前年比6.4％増の1,753.3万ｔ
とした。需要面では、中国の工業需要は2013年5％成長
が見込まれるが、2012年の見かけ需要（在庫の積上げ・
取崩しも含めた需要）が8％と大きいため、2013年の見
かけ需要は減少すると予想されること、中国を除く世
界需要は3.4％成長が予想されることなどが挙げられ
た。供給面では、鉱石品位の低下、悪天候、不安定な
労使関係など懸念材料があり、2013年に操業開始予定
であったいくつかのプロジェクトが2014年以降に延期
されているものの、既存鉱山の生産回復、新規鉱山の
生産開始、アフリカや中国での製錬所の生産回復や能
力増強、新規操業により鉱山生産・地金生産は伸びる
と予想した。
なお、今回の統計委員会では、中国について見かけ
需要を用いていること、その見かけ需要も公表されて
いる生産量、輸入量、輸出量、在庫変動量を足しあげ
たに過ぎず公表されていない在庫は考慮されていない
ことが注記された。

表1-4. 銅需給の実績と予測

2011年実績 2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 16,019千ｔ 16,479千ｔ 17,533千ｔ

地金生産量（a） 19,651千ｔ 19,950千ｔ 21,140千ｔ

地金消費量（b） 19,865千ｔ 20,376千ｔ 20,682千ｔ

需給バランス（a-b） ▲214千ｔ ▲426千ｔ +458千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8月～9月）
図2-1に2012年8月～9月のLME価格と同在庫の推移を
示す。

LME鉛相場は、5月下旬以降、中国経済の減速や欧州
債務危機を背景に1,800US＄/ｔ圏で停滞していたが、8
月から9月にかけて、米中の追加金融緩和や欧州債務危
機の後退を受け1,800US＄/ｔ台から2,300US＄/ｔ台まで
大きく値を上げ、他のベースメタルと同様の値動きを
見せた。
2012年8月は、1,800US＄/ｔ台後半でスタートし、小

幅に推移するも、中国の経済指標が軒並み低調となっ
たことを受けて下落基調となり、16日には1,817US＄/

ｔまで下落した。下旬にかけては、欧州、米国の堅調
な経済指標の結果から上昇に転じ、月末には1,900US＄/

ｔ台後半まで続伸した。
2012年9月は、米FRBバーナンキ議長が講演で追加緩
和の実施を示唆したことや中国の1兆元に及ぶインフラ
投資の決定を受けて価格は上昇し、13日に量的緩和策
がFOMCで決定されると14日には前日から130US＄/ｔ
急伸して2,200US＄を突破、2月以来の高値を付けた。
その後、一時2,300US＄/ｔを付けるなど、他のベース
メタルと同様に高値圏で推移した。

LME在庫は、2012年8月初めの32.7万ｔから減少を続
け、9月末には26.5万ｔと2011年1月以来の低水準とな
った。キャンセルワラント比率は、8月初めの4.4万ｔ
の13.5％から5日には10.7万ｔと36.4％まで一時急上昇
した。その後10％台に戻したものの、8月下旬には10.7
万ｔと再度36.4％まで急増して9月末まで継続した。コ
ンタンゴの状況は変わず価格への影響は見られなかっ
た。

2. 需給
国際鉛亜鉛研究会（ILZSG）による2012年8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。
世界の鉱山生産量は7月に減産、8月に増加したもの
の6月の生産量を下回った。これは中国の鉱山生産の減
少が影響している。地金生産量及び消費量は、7月に小
幅に減少したものの、2012年はほぼ右肩上がりで増加
し、地金生産は消費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。
中国の需給については、7月に減少し8月には持ち直
した。

＜供給・鉱山生産＞
世界の鉱山生産量は、2012年7月は前月比13.1％減の

45.9万ｔ、8月は48.9万ｔとなった。2012年1-8月累計の
世界鉱山生産量は355.2万ｔと前年同期比で20.9％増加
した。主要生産国別の1-8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、

米国、メキシコ、ペルー、ロシアで、中国は前年同期
から40％増加し、今や世界の鉱山生産の5割を占めてい
る。メキシコではPeñasquito鉱山が2012年3月からフル
操業を開始しペルーを抜いて第4位となった。一方、前
年同期比で減少したのは豪州、インドであった。

<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
1,896
2,169
－
－
－

１～ 12 月 2,148 2,398 －

図2-1. 鉛：LME価格と在庫の推移（2012年8月～9月）
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最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
2011年4月から鉛汚染問題により休止していた豪州

Magellan鉛鉱山について、カナダのIvernia社は2013年
Q2に再開すると発表した。年産能力は8.5万ｔで、フル
生産は2013年末までに達成する見込みである。

＜供給・鉛地金生産量＞
世界の地金生産量は、2012年7月は前月比3.5％減の91.1
万ｔ、8月は94.5万ｔとなった。1-8月期の世界地金生産量
でみると、708.1万ｔと前年同期比では1.9％増加した。主
要生産国別の1-8月期地金生産量を表2-2に示す。

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

中国 1,393 1,968 41.3％

豪州 379 369 -2.6％

米国 226 229 1.3％

メキシコ 144 164 13.9％

ぺルー 149 161 8.1％

ロシア 82 92 12.2％

インド 77 75 -2.6％

ボリビア 67 67 0.0％

世界計 2,937 3,552 20.9％

（出典：ILZSG）

（単位：千ｔ）

表2-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-8月累計）

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

中国 2,981 3,064 2.8％

米国 840 870 3.6％

インド 284 309 8.8％

韓国 281 304 8.2％

ドイツ 290 287 -1.0％

メキシコ 232 230 -0.9％

英国 170 207 21.8％

カナダ 189 189 0.0％

日本 161 159 -1.2％

世界計 6,949 7,081 1.9％

（出典：ILZSG）

（単位：千ｔ）

表2-2. 主要生産国別地金生産量（1-8月累計）

図2-2. 世界の鉛需給推移〔2009年8月～2012年8月〕

図2-3. 中国の鉛需給推移〔2009年8月～2012年8月〕

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）
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前年同期比で増加しているのは、生産上位から中国、
米国、インド、韓国、英国、カナダで、英国は2割増加、
中国は1-6月累計では前年同期比0.5％減となっていた
が、1-8月累計では増加に転じており、製錬所が増産に
動いたことが分かる。一方、前年同期比で減少したの
はドイツ、メキシコ、日本であった。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
ベトナムでは、北部Bac Can省でNgoc Linh社が操業

する鉛亜鉛電解製錬所について、順調に建設が進めば
2013年央には年間3万ｔの鉛及び亜鉛の純度99.99％の
金属棒及び5万ｔの硫酸の生産が開始される見込みと報
じられた。
安泰科によれば、中国工業情報化部・環境保護部は
共同で「再生鉛産業への参入条件」を公表し、2012年8月
27日から実施する。新規再生鉛プロジェクトの年産能
力は5万ｔ以上に限ることとし、1万ｔ以下の設備を合
理化する。3万ｔ以下の再生鉛生産能力の設備も2013年
末までに合理化する義務を負う。本条件によれば、再
生鉛プロジェクトは中国の産業政策・計画に適合する
ことが求められ、産業配置及び国家関連計画に基づき
厳しく審査・認可し、過度な拡張を抑制することとな
っている。
中国の現地報道によると、江西省において江西銅業

鉛亜鉛製錬所の第一期工事が完了し、鉛10万ｔ、亜鉛
10万ｔ、硫酸30万ｔの年産能力のプラントが生産を開
始した。これは江西銅業が総投資額50億元（8億US＄）
で2期にわたって建設を進めていたもので、第一期の投
資額は28億元（4.5億US＄）とされる。
河北省では、中国北部最大となる廃棄鉛蓄電池処理

設備が竣工、生産開始となったと報じられた。廃棄鉛
蓄電池の自動解体などを備えた総合回収利用基地とな
るもので、現地の安新正旭有色金属有限公司と香港の
深資源投資有限公司が共同で2.5億元（39百万US＄）を投
資して完成したもの。生産が開始されれば、廃棄鉛蓄
電池を年間18万ｔ処理できる。

＜需要・鉛地金消費量＞
世界の地金消費量は、2012年7月は前月比3.0％減の

90.3万ｔ、8月は94.7万ｔとなった。1-8月累計の世界地
金消費量は700.1万ｔと前年同期比で3.0％増加した。主
要消費国別の1-8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、上位から中国、米国、
インド、ドイツ、日本、メキシコで、一方、減少した
のは韓国、ブラジル、スペインであった。米国の需要
が回復した一方で、欧州の需要が低迷している。

最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
米国自動車用蓄電池メーカーであるJohnson Controls

社は、上海市浦東区康橋工場の鉛蓄電池生産ラインを
閉鎖すると発表した。同工場は2012年2月、当該地域の
児童の血中鉛濃度異常事件により、上海市から汚染物
排出の嫌疑で暫時生産停止を命じられていた。Johnson 

Controls社は発表の中で、他の中国内生産拠点での生産
継続により顧客に対する影響はないとしている。
中国電池工業協会の王敬忠副理事長は、10月中旬に
開催された2012年中国新エネルギー電動車産業サミッ
トフォーラムで、2011年の鉛電池メーカーの淘汰によ
り、それまで3,000社あったとも伝えられた企業数は現
在1,000社前後まで縮小し、将来的に約300社にまで絞
り込まれる予定であることを明らかにした。ただし、
生産能力は企業数の減少に係わらず、拡張に転じてい
ると見られ、産業内では、生産過剰への懸念が生じて
いる。

＜需給バランス＞
2012年8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4月から供給余剰幅は縮小を
続け、8月には供給不足に転じた。

表2-3. 主要消費国別地金消費量（1-8月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

中国 2,926 3,096 5.8％

米国 1,028 1,043 1.5％

インド 309 321 3.9％

韓国 283 277 -2.1％

ドイツ 252 257 2.0％

ブラジル 176 175 -0.6％

スペイン 176 174 -1.1％

日本 144 162 12.5％

メキシコ 149 161 8.1％

世界計 6,797 7,001 3.0％

（単位：千ｔ）
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3. 今後の需給見通し
ILZSGは、2012年10月11日～12日に開催された秋季

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。
2012年及び2013年の鉛地金消費量は、それぞれ対前

年比3.4％増の1,080万ｔ、同3.3％増の1,115万ｔと予想
した。中国に関しては、2011年に環境への懸念から鉛
蓄電池の生産工場が多数閉鎖されたが、2012年には鉛
蓄電池の生産及び輸出が大幅に回復し、2012年及び
2013年の鉛地金消費量は、それぞれ対前年比4.8％増の
486万ｔ、同4.7％増の508万ｔとなる見込みである。

鉱山生産量に関しては、中国での生産能力拡大が主
因となり2012年及び2013年はそれぞれ対前年比10.9％
増の521万ｔ、同2.8％増の536万ｔと予想した。地金生
産量は、ペルー及びイタリアで旧製錬所の再開が予定
されているほか、米国における二次製錬所の操業開始
や中国での製錬能力強化によって、2012年は対前年比
2.9％増の1,090万ｔ、2013年は同3.8％増の1,132万ｔと
なる見通しである。
需給バランスは2012年に10.8万ｔ、2013年に17.4万ｔ
と、引き続き供給過剰となると予測している。

図2-4. 需給バランス（2008年1月～2012年8月）

表2-4. 鉛需給の実績と予測

2011年実績 2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 4,696千ｔ 5,210千ｔ 5,356千ｔ

地金生産量（a） 10,598千ｔ 10,904千ｔ 11,322千ｔ

地金消費量（b） 10,442千ｔ 10,796千ｔ 11,148千ｔ

需給バランス（a-b） +156千ｔ +108千ｔ +174千ｔ

（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8月～9月）
図3-1に2012年8月～9月のLME価格と同在庫の推移を
示す。

LME亜鉛相場は、5月以降2,000US＄/ｔを下回り下落基
調にあったが、8月から9月にかけて、米中の追加金融緩
和や欧州債務危機の後退を受けて、鉛ほどの価格上昇は
見られなかったが、他のベースメタルと同様の値動きを
見せ、1,700S＄/ｔ後半から2,000US＄/ｔまで大きく値を上
げた。
2012年8月は、上旬を1,800US＄/ｔ台前半で推移した後、

中国の低調な経済指標の結果から1,800US＄/ｔを割って
続落し、20日には1,760US＄/ｔまで値を下げた。その後、
欧州、米国の市場予想を上回る好調な経済指標が発表さ
れると、他のベースメタルと同様に上昇基調に転じ、
1,800US＄/ｔ半ばまで続伸したが、月末にかけて1,800US

＄/ｔの水準まで反落した。
2012年9月は、米FRBバーナンキ議長が講演で追加緩和

の実施を示唆したことや中国の1兆元に及ぶインフラ投資
の決定を受けて価格は上昇し、13日に量的緩和策が
FOMCで決定されると14日には前日から89US＄/ｔ急伸し
て2,073US＄/ｔと5月以来の2,000US＄/ｔ台を回復した。
19日には2,100US＄/ｔを付け、月末にかけて2,050US＄/ｔ
から2,100US＄/ｔのボックス圏で推移した。

LME在庫は、7月下旬に17年ぶりに100万ｔを突破した
あと減少を続け、9月18日に92万ｔまで減少するも、20日
には98万ｔまで急増し、月末には99万ｔへと累増した。
在庫に占めるキャンセルワラントの割合は、6月下旬から
15％を横ばいで推移していたが、9月18日には21.8万ｔと
23.7％に上昇、月末にかけて在庫量が98万ｔへ累増する
とともに、キャンセルワラントも36万ｔへと増加して約
37％を占めるに至った。また、地金の約70％はニューオ
リンズ倉庫に集中しており、在庫量は過去最高水準にあ
るものの、現物の流動性は低いため、価格の下げ圧力と

はなっていない。

2. 需給
国際鉛亜鉛研究会（ILZSG）による2012年8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3月以降、地金生産、消費を大きく
上回った状態が継続している。地金生産と消費は7月に落
ち込むも8月には回復し、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、地金生産、地金消費は7月

に落ち込んだ後、8月には回復する動きを見せた。鉱山生
産は4月以降、地金消費を上回っていたが8月には僅かに
下回った。地金消費が地金生産を上回る供給不足の状況
は2011年9月から継続している。

＜供給・鉱山生産＞
世界の鉱山生産量の7月と8月の値は、それぞれ117.2万

ｔ、119.0万ｔで、7月は前月比6.5％減となった。1-8月累
計の世界鉱山生産量は910.7万ｔと前年同期比で9.2％増加
した。主要生産国別の1-8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、ぺルー、メキシコで、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、イ
ンド、米国、カナダ、カザフスタンであった。豪州では
Mt Isa鉱山やMcArthur River鉱山が増産している。

<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
1,814
2,002
－
－
－

１～ 12 月 2,159 2,191 －

図3-1. 亜鉛：LME価格と在庫の推移（2012年8月～9月）

（出典：ILZSG）
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10％の権益を保有する。年産能力は9万ｔの見通し。
Glencoreは、カザフスタン最大の亜鉛生産社のKazzinc

社株式の持分を、現金14億US＄と1億7,600万株以上の株
式により50.7％から69.61％に拡大する。2011年には32億
US＄で株式持分を93％に拡大する計画を発表していた
が、7割に減少させた。

＜供給・亜鉛地金生産＞
世界の地金生産量は、7月は前月比4.0％減の102.6万ｔ、
8月は105.4万ｔとなった。1-8月累計の世界地金生産量は
835.4万ｔと前年同期比で3.0％減少した。主要生産国別の
1-8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、

日本、メキシコ、ペルー、フィンランドで、一方、減少し
たのは、中国、インド、カナダ、スペイン、豪州で、最
大生産国である中国の減産は、国内需要低迷を受けた減
産が影響していると見られる。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
Blackthorn Resources社は、ブルキナファソで開発中の

Perkoa鉱山について、2012年11月上旬には最初の精鉱が
生産されると発表した。Perkoa鉱山はGlencoreが50.1％、
Blackthorn Resources社が39.9％、ブルキナファソ政府が

表3-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-8月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

中国 2,549 3,301 29.5

豪州 966 991 2.6

ペルー 859 864 0.6

インド 557 524 -5.9

米国 520 487 -6.3

メキシコ 402 446 10.9

カナダ 427 417 -2.3

カザフスタン 308 295 -4.2

世界計 8,338 9,107 9.2

（単位：千ｔ）

図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2009年8月～2012年8月〕

図3-3. 中国の亜鉛需給推移〔2009年8月～2012年8月〕

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）
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中国の現地報道によると、江西省において江西銅業鉛
亜鉛製錬所の第一期工事が落成、鉛10万ｔ、亜鉛10万ｔ、
硫酸30万ｔの年産能力のプラントが正式に生産を開始し
た。これは江西銅業が総投資額50億元（8億US＄）で2期に
わたって建設を進めていたもので、第一期の投資額は28
億元（4.5億US＄）とされる。

＜需要・亜鉛地金消費量＞
世界の地金消費量は、7月は前月比5.2％減の101.7万ｔ、
8月は107.2万ｔとなった。1-8月累計の世界地金消費量は
822.6万ｔと前年同期比で0.8％と微減した。主要消費国別

の1-8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、インドで、米国は1割増加している。一方減少した
のは、日本、ドイツ、ベルギー、イタリア、ブラジルで、
欧州全体で消費が減少、中でもイタリアは25％と大きく
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。2011年11月以降、供給過剰の状態が続いていたが、
過剰幅は3月以降縮小を続けており、8月には僅かながら
も供給不足に転じた。

表3-2. 主要生産国別地金生産量（1-8月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

中国 3,373 3,119 -7.5％

韓国 552 591 7.1％

インド 545 505 -7.3％

カナダ 433 424 -2.1％

日本 329 397 20.7％

スペイン 349 347 -0.6％

豪州 342 331 -3.2％

メキシコ 212 219 3.3％

ペルー 205 217 5.9％

カザフスタン 213 213 0.0％

フィンランド 207 209 1.0％

世界計 8,612 8,354 -3.0％

（単位：千ｔ） 表3-3. 主要消費国別消費量（1-8月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

中国 3,434 3,484 1.5％

米国 559 604 8.1％

韓国 379 381 0.5％

インド 354 366 3.4％

日本 334 320 -4.2％

ドイツ 351 315 -10.3％

ベルギー 263 243 -7.6％

イタリア 222 167 -24.8％

ブラジル 160 153 -4.4％

世界計 8,289 8,226 -0.8％

（単位：千ｔ）

図3-4. 需給バランス（2008年1月～2012年8月）
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3. 今後の需給見通し
ILZSGは、2012年10月11日～12日に開催された秋季定

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。
2012年の亜鉛地金消費量は対前年比0.3％減の1,271万

ｔの微減となるが、2013年には同3.8％増の1,319万ｔとな
り再び増加に転じると予想した。中国の消費量は、2012
年には対前年比0.5％増と限定的な増加となるが、2013年
には同5.6％増と再び需要の拡大が見込まれている。
2012年の鉱山生産量は、中国の生産量が対前年13.7％

増となることが主因となり、同比5％増の1,360万ｔと予想
した。2013年は、中国での増産が継続することに加えて、

豪州、ブルキナファソ、カザフスタン、ポルトガル、メキ
シコ、米国でも増産が予想されていることから、対前年
比2.7％増の1,396万ｔとなる見込みである。亜鉛地金生産
量は、中国で対前年比5.2％減となることから、全体では
同2％減の1,286万ｔと予測される。一方、2013年には中国
の生産量が対前年比9.1％増に回復し、イタリア、日本、
韓国、ペルーでも製錬能力増強が予定されることから、
同4.8％増の1,348万ｔとなると予想した。
需給バランスは、2012年が15.3万ｔの供給過剰となる
見通しで、2013年には過剰幅が増加し、29.3万ｔの供給
過剰となると予測した。

表3-4. 亜鉛需給の実績と予測

2011年実績 2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 12,950千ｔ 13,596千ｔ 13,959千ｔ

地金生産量（a） 13,131千ｔ 12,862千ｔ 13,479千ｔ

地金消費量（b） 12,753千ｔ 12,709千ｔ 13,186千ｔ

需給バランス（a-b） +378千ｔ +153千ｔ +293千ｔ

（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8月～9月）
図4-1に2012年8月～9月のLME価格と同在庫の推移を
示す。
2012年8月から9月のLME相場は、8月中旬に3年ぶり
の安値まで下落した後、同月下旬から底値を脱し上昇
基調に転じた。他のベースメタルと同様、専ら米欧中
の景気動向に左右される中、当該期間最安値は
15,190US＄/ｔ、最高値は18,275US＄/ｔとボラティリテ
ィの大きさを見せることとなった。
2012年8月は、15,750US＄/ｔでのスタート。欧州中
央銀行（ECB）が欧州債務問題の具体的な対策を明らか
にしない中、米国では失業率が悪化（3日）し、中国経済
は鉱工業生産、小売売上高や輸出が軒並み鈍化（9・10
日）、更には日本と欧州圏の第2四半期GDP成長率の低
迷も明らかになった（13・14日）背景から、ニッケル価
格は月半ばまで下落の一途をたどり、一時15,190US＄/

ｔと2009年以来の安値を記録した。しかし、後半には
米連邦準備理事会（FRB）による第3次量的緩和策（QE3）
導入への期待、温家宝中国首相がメルケル独首相に対
しユーロ圏国債購入の継続を伝えたとの報道を受け一
時16,430US＄/ｔまで急伸し、その後は16,000US＄/ｔ前
後を推移しての越月となった。
2012年9月は、暫く16,000US＄/ｔ台を推移した後、
ドラギ総裁によるユーロ圏国債無制限購入の発表（6日）
を皮切りに、中国国家発展改革委員会による総額1兆元
（1,570億US＄）規模のインフラ投資計画の発表（7日）や

QE3への期待、そして独裁判所の欧州安定メカニズム
（ESM）の合憲判決（12日）と中盤に強気材料が相次ぎ、
さらに13日の米連邦公開市場委員会（FOMC）後のQE3
実施の発表を受け急伸した。下旬に18,000US＄/ｔをつ
けた後は調整局面に入りつつも、堅調な米経済指標の
結果やユーロ危機への懸念後退を背景に高値圏を維持、
4月以来の18,000US＄/ｔ台で9月を終えた。

LME在庫は、積み増し傾向が続き、8月初めの11.6万

<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
15,658
17,216
－
－
－

１～ 12 月 21,809 22,831 －

ｔから9月末には12.4万ｔへと増加した。キャンセルワ
ラント比率は、8月初めには0.9万ｔと8.6％であったが、
9月末には1.7万ｔと13.7％となった。

2. 需給
国際ニッケル研究会（INSG）による2012年8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
消費を大きく上回る状態が続き、2012年4月の18.4万ｔ
をピークとしてから減少に転じて以来16万～17万ｔ増
加に歯止めがかかったものの、依然として鉱石供給過
剰の状況が継続している。地金生産は2012年初からほ
ぼ横ばい、地金消費はそれを若干下回る形で推移して
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2012年8月時点で4
万ｔ、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、他のベースメタルに比
べニッケル鉱山生産に占める割合は小さいため、フィ
リピンやインドネシアから鉱石を輸入して世界最大の
地金生産国となっている。それでもなお、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。

図4-1. ニッケル：LME価格と在庫の推移（2012年8月～9月）
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＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、2012年7月は17.0万ｔと前月か

ら5.2％増、8月は16.7万ｔと微減、2012年1-8月累計で
は前年同期比12.2％増の136.8万ｔとなった。主要生産
国別の2012年1-8月累計ニッケル鉱山生産量を表4-1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
ドネシア、フィリピン、豪州、ニューカレドニア、ブ
ラジル、中国で、特にインドネシア、フィリピン、ブ
ラジルの増産が著しい。前年同期比で減少したのは、
カナダであった。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、Toamasinaでの製錬プラントに関し6ヶ月
間の商業生産許可をマダガスカル政府より取得したと
発表した。政府はこの間、操業状況を検証し、生産許
可が終了する時点で正式に認可する予定である。2012
年生産見通しは0.8万ｔ、フル生産になれば6万ｔ/年の
予定である。
加Royal Nickel社は、QC州Dumontプロジェクトにつ
いて、ケベック州投資公社の子会社である資源公社
（Ressources Québec, RQ）から1,200万C＄の金融支援を受
けることを明らかにした。RQは、この支払いと引き換
えに同プロジェクトの2％の権益及び0.8％のNSRを受

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2009年8月～2012年8月〕

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2009年8月～2012年8月〕

（出典：INSG）

（出典：INSG）

表4-1. 主要生産国別鉱山生産（1-8月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

インドネシア 187.0 235.0 25.7％

フィリピン 157.0 219.0 39.5％

ロシア 180.0 180.0 0.0％

豪州 135.5 144.0 6.3％

カナダ 141.1 135.5 -4.0％

ニューカレドニア 77.5 81.6 5.2％

ブラジル 56.0 73.0 30.4％

中国 61.2 62.1 1.5％

世界計 1,220.0 1,368.5 12.2％

（単位：千ｔ）
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領することができる。この他、Royal Nickel社は同プロ
ジェクトへの共同出資（40％）に応募した企業との交渉
を開始している。

Xstrataは豪WA州にあるCosmosニッケル鉱山の操業
を休止することを発表した。同社は長期にわたるニッ
ケル価格の低迷と豪ドル高が要因であると説明してい
る。同鉱山は2000年に操業を開始した鉱山であり、こ
れまでのニッケル鉱石産出量は約290万ｔ、ニッケル精
鉱の生産量は約12.7万ｔであった。これを主な理由と
して、同社の2012年Q3ニッケル鉱石生産量は前年同期
比16％減となった。なお、同社はCosmos鉱山の近隣で
最近発見された3つのニッケル鉱床の調査を続け、2014
年の早い段階で次のステージに進むか否かの判断を行
う予定であると説明している。
豪WA州のNorman Moore鉱山石油大臣は、WA州パー
スで開催されたNickel Conferenceで講演し、2011/2012
年度（2011年7月～2012年6月）のニッケルの探鉱費は前
年度比1.6％減少して2億5,690万A＄となり、今後1年は
この傾向が続くだろうと述べた。大臣はまた、現在の
価格は世界経済危機の影響を受けた2009年以来最低の
レベルとし、WA州は2011年に18万8,000 tのニッケルを
生産したが、ニッケルの平均価格が前年比7％減少した
ことにより、生産額も9％減少して39億A＄となったと
述べた。
ドミニカ共和国では、Xstrataが所有するFalcondo社

Bonaoニッケル鉱山について、La Bega県を管轄する高
等裁判所が同鉱山の採鉱の中止の命令を下した。環境
影響評価を適切に取得していないとの環境NGOグルー
プの訴えを認めるもので、採鉱を中止しなかった場合
には罰金30万Peso（約7,600US＄）が課される。同社は、
同命令には全く根拠が無く、直ちに上告するとしてい
る。

Rio Tintoが2010年にライセンス（IUP）を取得し、探鉱
を進めているインドネシア・スラウェシKonawe及び
Morowali地区でのニッケル・プロジェクトに関し、
2018年からの鉱石生産を目標としていることを示した。
同社の現地子会社PT Rio Tinto Indonesiaの幹部が明らか
にしたもので、現在は、当初計画していたニッケル年
産4.5万ｔを約2倍規模とする目標での探鉱及びプレFS

を実施中としている。また、2014年からの鉱石輸出禁
止措置に対しては、ニッケル製精錬を自前で実施する
計画も検討しているとし、現時点では、最終的にはマ
ーケット次第であるとしながらも、ニッケル純分90％
程度の最終製品を計画している模様である。同プロジ
ェクトは、世界でも有数の規模となるニッケル・ラテ
ライト・プロジェクトとして知られており、Rio Tinto

によれば、ニッケル含有量162百万ｔ、ニッケル年産規
模10万ｔのポテンシャルを持つとされ、2010年12月、
カナダのSherritt社が本プロジェクトへの参入を発表し
ている。Sherritt社はFSまでの費用110百万US＄の負担
を条件に、同プロジェクトの57.5％の権益取得及びオ

ペレーターとなることをRio Tintoと合意し、HPAL方式
により製錬処理する計画としている。

インドネシア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、インドネシア政府は、製錬所建設
期間が、鉱石輸出禁止措置が予定されている2014年以
降に及ぶ場合、それ以降の鉱石輸出も認める可能性も
あることを示唆した。エネルギー鉱物資源省Rudi 

Rubiandini副大臣が示したもの。さらに具体的な内容に
は触れていないが、世界的規模となるGrasberg銅金鉱山
を操業するFreeport-McMoRan Copper ＆ Gold Inc.を例に
挙げ、その生産鉱石を処理するためには、巨額の投資
及びより多くの期間により、大規模な製錬所建設が必
要であることから、このような場合には猶予期間も考
えられる旨付け加えている。同副大臣は、現在政府に
提出されているボーキサイト、鉄鉱石を含む185の製錬
所建設計画（うちニッケルは33件）の中で、約30件に実
現可能性があることも示したが、一部の専門家は、こ
の30件という数は楽観的過ぎるのではとの見解を示し、
仮にこれらが実現可能であるとするならば、殆どが小
規模プロジェクトになるのではと指摘している。
一方、インドネシア鉱山業界団体の1つである

Indonesia Mining Society（MPI）は、時間的な問題と、特
に電力インフラ整備に対する政府の支援策不足などの
ため、対応することが極めて困難であるとの見通しを
示した。特に電力などのインフラ整備については、現
在鉱山が立地している場所への建設には少なくとも4年
～5年の期間は必要であるとした。また、国営電力会社
のPT PLNは、精製錬所に対応する発電所の建設には少
なくとも1,600万US＄の費用と2年の建設期間が必要で、
他に同需要の急激な増減に対応する特別な設備が求め
られるため、建設自体も容易ではないと述べている。

＜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7月と8月で、それぞれ、13.7万ｔ、14.0万ｔ
でほぼ横ばい、2012年1-8月累計では前年同期比9.0％増
の112.1万ｔとなった。主要生産国別の2012年1-8月累計
一次ニッケル生産量を表4-2に示す。
ロシア、ノルウェー、フィンランド、英国では前年

同期比で減少したものの、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、コロンビアでの著
しい増産が欧州圏の減産を補い、全体として増加する
こととなった。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
インドネシア企業のPT Indoferroは、西ジャワ州チレ

ゴンにある自社製錬所からニッケル銑鉄の出荷を開始
した。同製錬所は2012年8月から稼働し、今回はテスト
出荷として台湾の鉄鋼メーカーWalsin Lihwa社に300 tが
輸出された。この他、マレーシアやタイ企業に加え、
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韓国のPOSCOなども興味を示している模様。2009年の
新鉱業法施行後ではインドネシア最初の製錬所の操業・
出荷となるが、既に、現在のニッケル銑鉄年産25万ｔ
規模を拡張する2億US＄の投資計画も検討している。

Valeの2011年Q3ニッケル地金生産は、ブラジル・
Onca Puma鉱山・製錬所とニューカレドニア・VNC（旧
名・Goro）プロジェクトにおける操業トラブル、
Sudbury・Thompson Creek鉱山でのメンテナンスにより
前期比19.8％減、前年同期比15.7％減となった。Onca 

Puma鉱山・製錬所は、2炉の故障のためQ2の終わりか
ら操業を停止しており、生産再開は2013年半ばになる
見通しである。またVNCプロジェクトも、今年5月には
硫酸プラントが故障し閉鎖する事態も起きる（9月に再
開）などで操業開始が遅れている。

＜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7月は前月比
4.2％減の13.2万ｔ、8月は同1.3％増の13.4万ｔで、2012
年1-8月累計では前年同期比3.5％増の94.9万ｔとなって
いる。主要消費国別の2012年1-8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、韓国、インド、
スペイン、米国で、日本、ドイツ、イタリア、台湾は
減少した。インドの増加が前年同期比20％と著しいが、
量としてはまだ世界消費の3％を占めるに過ぎず、全体
ではシェアの大きい先進国の減少に引きずられる形と
なった。

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は、

9月の中～下旬にかけニッケル価格が上昇したこと、需
要期の秋に入ったことから、在庫は徐々に減り稼働率
も持ち直しているという報道もあるが、各社は前月ま
での大きな落ち込みを引きずり、今後の動きを窺う状
態にある。
以下、ニッケル銑鉄（NPI）の動向について述べる。
中国では、ニッケル銑鉄生産者がニッケル価格の下
落と需要の低迷から5～6月にかけ生産調整を行い、8月
の生産量は前月比6.5％減、前年同月比30％減の1.9万ｔ
となった。9月に入りニッケル価格は上伸する一方、下
流のステンレス鋼業界の需要は軟調なことから、生産
は50％を下回っているとの報道もある。中国のニッケ
ル銑鉄生産能力の3分の1を占める内モンゴル自治区に
おいても、稼働率は3分の1まで低下している。同地域
では、地元政府が生産コストの上昇に対する救済措置
として6～8月の間、電力料金の割引を実施していた
（元々エネルギーコストは中国内で最も安価であるが、
遠隔地域であるためその分輸送コストが高い）。
ニッケル価格は底を打ったとして、ステンレス鋼・

ニッケル銑鉄生産者は生産再開または減産解除へ踏み
切るだろうという見方もあるが、実需の不透明さがな
お拭えない中、その動きは限定的なようである（事実、
10月末時点では価格も再び16,000US＄を割り込んでい
る）。

＜需給バランス＞
2012年8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1-8月期で見ると供給過剰分は32.1万ｔ、前
年同期は30.5万ｔの供給不足であった。

表4-2. 主要生産国別一次ニッケル生産（1-8月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

中国 265.0 299.9 13.2％

ロシア 171.4 170.8 -0.4％

日本 106.5 109.4 2.7％

カナダ 91.0 106.6 17.1％

豪州 72.8 84.0 15.4％

ノルウェー 60.9 60.7 -0.3％

ブラジル 20.0 36.2 81.0％

コロンビア 21.1 35.1 66.4％

ニューカレドニア 25.5 28.8 12.9％

フィンランド 30.2 26.1 -13.6％

英国 24.0 23.3 -2.9％

世界計 1,028.4 1,120.7 9.0％

（単位：千ｔ）

表4-3. 主要消費国別一次ニッケル消費（1-8月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-8月 2012年1-8月 増減比

中国 449.0 484.0 7.8％

日本 103.7 92.2 -11.1％

ドイツ 62.5 58.5 -6.4％

韓国 53.4 53.6 0.4％

イタリア 36.2 36.1 -0.3％

台湾 29.9 29.1 -2.7％

インド 23.2 28.0 20.7％

スペイン 21.7 24.5 12.9％

米国 1.9 2.1 10.5％

世界計 917.0 948.7 3.5％

（単位：千ｔ）
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3. 今後の需給見通し
INSGは、2012年10月8日～9日に開催された秋季定期
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。
2012年のニッケル鉱石生産は、複数の新規大型プロ
ジェクトが生産開始を迎えたことで順調に生産は拡大
し、対前年比10.0％増の2,011.1千ｔが予想されている。
2013年は、中国等新興国での景気減速により需要の軟
化が見込まれ、また、2012年より開始されたインドネ
シアでの鉱石禁輸措置の影響が出始めると予想される
ことから、同5.2％増の2,114.7千ｔと生産拡大のペース
がやや鈍化すると予想されている。
2012年の地金生産量は対前年比5.7％増の1,687.3千ｔ

となる見込みである。また2013年は、マダガスカルで
のAmbatovyプロジェクト等の新規プロジェクトが生産
拡大段階に入ることから同5.5％増の1,779.5千ｔとなる
見込みである。
需要サイドに目を転じると、中国でのステンレス生

産が2012年Q1まで堅調であったことから2012年は対前
年比3.6％増の1,644.5千ｔとなる見込みである。2013年
は中国での需要拡大のスピードが減速するものの、米
国の需要回復に支えられ同3.8％増の1,707.4千ｔが予想
されている。各年のバランスで見ると供給超過の傾向
は年々強まっており、2012年は42.8千ｔ、2013年は72.1
千ｔの供給超過が見込まれている。

（2012.11.5）

表4-4. ニッケル需給の実績と予測

2011年実績 2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 1,902千ｔ 2,011千ｔ 2,115千ｔ

地金生産量(a) 1,589千ｔ 1,687千ｔ 1,780千ｔ

地金消費量(b) 1,587千ｔ 1,645千ｔ 1,707千ｔ

需給バランス(a-b) +1.8千ｔ +42.8千ｔ +72.1千ｔ
（出典：INSG）

図4-4. ニッケルの需給バランス（2008年1月～2012年8月）
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