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資源と経済（5）
—資源の市場と価格形成—

　
東京大学生産技術研究所　サステイナブル材料

国際研究センター客員教授  澤田　賢治

資源を取り巻く環境は最近大きく変化を遂げており、その変化の要因を探るための情報が必要になっている。本シ
リーズは、最近の資源に関する変化を経済指標と資源情報を有機的に結びつけるマクロ経済やミクロ経済の観点から
分析をめざすものである。
本号では、資源の市場構造と価格形成の関係を明らかにし、銅を中心とした資源の金属価格や製錬原料となる精鉱

の価格の形成について論じた。価格が決定される市場の分類と特徴、1970年代から1980年代における資源の国際生産
者機関の役割や生産者価格、ロンドン金属取引所やニューヨーク金属先物取引所における完全競争市場における資源
価格、銅精鉱や鉄鉱石のような相対取引による資源価格について分析した。資源価格について理解を深めるとともに、
価格形成について参考となれば幸いである。

1. 市場の特徴と価格形成
価格のような経済問題は、市場の機能に委ねられて

いる。例えば、完全競争市場においては、価格は市場
の需要と供給によって決定され、生産企業は市場価格
を受け入れるプライステーカーとなる。反対に、供給
企業が1社だけの独占市場や少数の供給企業に限定さ
れる寡占市場では、生産企業が市場価格に影響を与え
るプライスメーカーとなる。市場は、競争形態によっ
て異なる資源配分をもたらす。市場の種類や特徴から
以下のように分類が可能であり、それぞれの市場に応
じて異なる価格形成が行われる（表1）。
①完全競争市場：個々の供給者や需要者の取引量は
全体の一部でしかなく、市場で決定された価格に
基づき販売量や消費量を決定する。完全競争市場
では社会全体の利益が最大となる効率的な資源配
分が行われる。経済が均衡から乖離し、超過供給

が生ずれば価格は下落し、超過需要の場合は価格
が上昇し、調整される（ワルラス調整）。また、今
期の生産量が調整できない場合、需要価格が供給
価格を下回れば翌期は減産し、逆の場合は翌期の
生産量は増加することにより調整される（マーシ
ャル調整）。

②寡占市場：供給企業が少なく、価格影響力を持つ
プライスメーカーとなる。価格水準の決定につい
ては、事前に見積もった平均費用に一定のマーク
アップ率（利益率）を上乗せにしたフルコスト原則
（価格=平均費用×（1＋利益率））が適用される。あ
るいは、平均費用ではなく、平均可変費用に一定
の利益率を乗せて価格決定するマークアップ原則
（価格=平均可変費用×（1＋利益率））を採用され
ることもある。平均費用は、一定額の固定費用を
予測生産量で割ったものであるため、生産量の変

表1. 市場の特徴と価格形成

市場の種類 市場の特徴 価格形成
A. 完全競争市場
①完全競争市場
（Perfect Competition）

・供給者と需要者は多数存在
・製品は同質
・資源の自由な移動が可能
・情報の完全な共有

・価格は市場で決定
・ワルラスやマーシャル調整過程による市場均衡
・売り手や買い手はプライス・テーカー
　（価格受容者）

B. 不完全競争市場
①寡占市場
（Oligopoly）

・少数の大手企業が存在
・競争制限となるカルテルの可能性
・プライスリーダーシップをもつ企業への暗黙

協調
・大手消費者に対する秘密裏の価格談合

・プライスリーダーシップ企業による価格形成
・低コスト企業による価格形成
・マークアップ価格形成
　価格=（1＋マークアップ率）×平均費用

②複占市場
（Duopoly）

・2大生産企業
・2大生産企業は市場を2分
・2大企業は生産能力の制限と異なる価格形成

・戦略的ゲームによる利潤の低下
　（囚人のジレンマ）

③独占市場
（Monopoly）

・1企業による市場独占
・異なる財やサービスの提供による独占的競争
・製品差別化による独占

・独占企業によるプライス・メーカー
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化により平均費用が大きく変動することもあり、
平均可変費用の方が変動リスクが小さい。寡占企
業が相手企業との競争を避けて、お互いの利潤を
増やすため、価格協定・生産制限・販売地域の割
り当て等のカルテルを結ぶ場合がある。

③複占市場：2大生産企業が存続し、企業の戦略的
行動がゲーム理論で説明される。2社はお互いを
競争相手と認識し、それぞれが私利を求めて競争
的に行動するため、協調して利潤を最大にするよ
りも不利な利潤となる事がある。この現象を囚人
のジレンマと呼んでいる。

④独占市場：1生産企業による独占した市場であり、
特許権・著作権・販売権による独占、特定資源の
独占、公益事業としての独占、製品差別化による
独占などがある。独占企業は利潤の最大化のため
に、生産量を限界収入と限界費用が等しくなるよ
うに設定する。独占企業の場合、価格も生産量も
単独で決定できる。

2. 資源価格の形成
資源の取引市場については、資源の種類や形態によ

り異なる。代表的なものは以下のように区分される。
①完全競争市場：ロンドン金属取引所（LME: 

London Metal Exchange）におけるアルミ・銅・亜鉛・
ニッケルの金属、ニューヨークマーカンタイル取
引所（NYMEX:New York Mercantile Exchange）にお
ける金が相当

②寡占市場：銅精鉱・ボーキサイト・亜鉛精鉱・鉄
鉱石等の製錬原料、多くのレアメタルは寡占市場
にあって主要生産企業と製錬企業の相対取引によ
り価格が決定

資源分野においては、独占市場は基本的にみられな
い。De Beersによるダイヤモンドのカルテル価格は、
独占的販売戦略や備蓄によって、長期にわたり維持さ
れたが、米国による独占禁止法、1980年代初期の豪州
からの生産増、1991年のソ連崩壊による西側諸国への
ダイヤモンドの流入、2001年からのカナダ産ダイヤモ
ンドの生産開始等により、その価格統制も弱体化した。
また、国別には独占企業や国営企業も存在するが、自
由貿易の進展に伴う輸入関税の低下により世界市場へ
の影響力も減少している。ただし、寡占化が進むこと
により、市場シェアが増大して、市場への影響力を及
ぼすことがある。レアアースは2010年において中国の
生産シェアが世界の96.8％を占めていた。2010年秋、
尖閣諸島における漁船衝突問題から中国のレアアース
輸出規制があり、2011年6月のピーク時には前年比10
倍にも価格が急騰した。このような供給障害に対して、
中国との生産コスト競争に敗れて閉山していた豪州の
Mt. Weldや米国のMountain Pass鉱山において生産再開
が見られた。また、ベトナム・カザフスタン・インド
からの新たな生産に向けた動きが見られた。さらに、
技術開発による使用量削減が特筆されよう。電気自動

車やハイブリッド車のモーターに使われる重希土類の
ディスプロシウムはその使用量を半減したり、全く使
わない技術開発に成功している。また、リサイクルに
よるレアアース回収も進み、2009年までは中国へのレ
アアース依存が90％以上であったが、2012年上半期に
は50％を下回った。このような動きとともに、レアア
ース価格は下落が始まり、2012年11月現在、低迷する
に至った。もちろん、米国や欧州経済の低迷による輸
出国の経済的打撃にも要因している。このように、資
源を取り巻く世界は、需要と供給、さらに技術開発等
の多くの変化に依存している。
1970年代まで遡り、寡占市場にあった資源がカルテ
ルや価格操作等によりどのような影響を受けたか、な
ぜ寡占状況にあった特定の資源が価格形成に失敗した
のか分析してみたい。1970年代にみられた、世界的生
産者機関の形成や寡占的生産企業による生産者価格は
一時的に存在した。価格の安定化には成功しなかった
が、資源価格の形成に重要な示唆に富むと思われるの
で、紹介したい。
寡占状態にある供給企業と需要企業による相対取り

引きの場合にあっても、供給企業間での談合的行為を
起こす可能性もある。また、供給過剰や需要の落ち込
みによる価格低迷においては、政府の介入による生産
調整も過去、長く行われてきた。生産者によるカルテ
ルの形成は、石油輸出国機構（OPEC: Organization of 

Petroleum Exporting Countries）が知られている。OPEC

は、イラン・イラク・クウェート・サウジアラビア・
ベネズエラの5カ国によって1960年に設立。その後、
1973年までに新たに石油生産国8カ国が参加した。
OPECは、1970年代に石油価格の決定権を国際石油資
本から奪い、1973年の第4次中東戦争と1979年のイラ
ク革命の石油危機においてOPECは原油価格の高騰を
もたらした。石油危機後の1982年頃から、先進国によ
る石油備蓄・代替エネルギーの促進・非OPECからの
産油量の増大により、OPECの生産シェアは1970年代
の50％台から1985年には30％に低下。さらに、OPEC

内の生産規制に対するカルテル違反による増産等によ
り、石油価格の統制も崩壊して石油価格は下降傾向と
なり、1986年からは石油価格の決定権は自由市場へ移
行した。

OPECによる1970年代初期における石油価格高騰に
刺激され、多くの鉱物における国際的な生産者グルー
プが誕生した。鉱物資源分野における国際生産者機関
には、ボーキサイト（IBA）・銅（CIPEC）・鉄鉱石（APEF）・
燐鉱石・水銀・タングステンがある（表2）。鉱物資源
分野においては、価格変動をいかに最少にするかが重
要な課題であった。
カルテルが成功するための条件には以下のように、
新規参入者に対する高い障壁が必要と思われる。
－加盟するメンバーは共通した利害関係と目的を有す
る。
－生産物の品質の差が少ないが、違反がわかる程度の
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差異は必要
－生産や埋蔵量の寡占化が高い。
－生産者のコスト構造が比較可能であり、コストの差
が小さい。
1970年代においても国際生産者機関はこれらの条件

を満たしていなかった。そのため、資源価格の高騰や
統制には成功しなかった。国際生産者機関は、多くの
場合、政府間協議であるが、燐鉱石・水銀・タングス
テンの場合は供給企業による参加であった。OPECの
ようなアラブ世界の強力な結束力に比べて、鉱物資源
のカルテルは弱く、1974年以降の価格低下とともに、
カルテルの力は失っていった。例えば、ボーキサイト
の場合は、世界に広く分布しており、市場への参入が
容易であった。生産カルテルの失敗の要因として、消
費国の利益を考慮しなかったことや米国・欧州におけ
る独占禁止の高揚も指摘される。

一方、生産者価格は、限られた生産企業が、生産コ
ストを勘案してある程度の利益を見込んだマークアッ
プ価格形成となる。また、生産者価格は、多くの場合、
供給過剰の状態における自己防衛からスタートした。
政府も生産者価格の導入を積極的に支援したり、ある
いは黙認という形で形成された。供給企業が少なく、
消費者が多い場合、供給企業は価格を提示する。プラ
イスリーダーシップ企業による価格形成であり、残り
の生産企業がこれに追随することになる。厳しい価格
競争は一時的な利益を得るだけであり、価格の削減に
より利益も小さくなるとの苦い経験に基づいていると
思われる。価格の設定は、貿易の自由化だけでなく、
需要国の変化により、次第に弱体化していった。第二
次世界大戦後、米国は資源の生産国であり、消費国で
もあった。従って、資源価格は米国企業による影響が
大変大きかった。欧州や日本、さらに最近では新興国

表2. 鉱物資源分野における国際的生産者機関

ボーキサイト International Bauxite Association（IBA）
・1974年に設立。1975年までには、共産圏を除く自由世界の85％の生産を管理
・ジャマイカ・スリナム・ドミニカ共和国・ギニアではボーキサイトの鉱業税の強化に成功したが、豪州

では不成功に終わった。
・ブラジルによる生産拡大により、マーケットシェアを失った国やIBAは次第に影響が低下。1994年半ば

にジャマイカが脱退し、1995年にはIBAも崩壊した。
銅 Counseil Intergouvernmental des Pays Exportateurs de Cuivre（CIPEC）

・1967年、チリ・ペルー・ザイール・ザンビアの4カ国により設立。ユーゴスラビアとインドネシアがそ
の後加盟。豪州とPNGは準加盟国

・1974-1976年、CIPECは減産による価格の安定を図ったが、世界生産に占めるシェアが小さいため失敗
に終わった。

・中央アフリカの銅生産量の減少、加盟国による脱退、1993年に設立された国際銅研究会により、CIPEC
はその役割を失っていった。一部の機能はチリ銅委員会に移譲された。

鉄鉱石 Association of Iron Ore Exporting Countries（APEF）
・1975年、途上国の加盟国が輸出価格の設定を試みたが、豪州とスウェーデンが反対した。
・主要生産国のブラジルもカナダも加盟せず、APEFは市場統計の収集を行っていたが、1989年に活動を

停止。その統計収集業務は一定期間UNCTADに移譲された。
燐鉱石 World Phosphate Rock Institute

・1973年、米国以外で最大生産国のモロッコが、アルジェリア・ブラジル・ヨルダン・セネガル・シリア・
トーゴ・チュニジアとともに加盟

・1974年、モロッコは輸出価格を急激に上げ、加盟国の中には追随した。米国の輸出企業によるカルテル
（Phosrock）も価格を上げた。

・1975年、世界不景気により、農業分野でも燐肥料の生産低下とともに世界市場が崩壊
水銀 Mercury Producer's Association（Assimer）

・1975年、アルジェリア・トルコ・メキシコ・イタリア・スペイン・ユーゴスラビアにより設立
・1977年、Assimerは販売制限や価格上昇を発表
・1982年、消費の低下、二次原料の増加、米国の備蓄放出により、Assimerのコントロールは失敗。その後、

1980年代の短期間、再度、コントロールを行う。
・人体への悪影響や環境問題により、消費が規制。さらに、水銀のリサイクルにより、一次生産価格の支

配力は低下
タングステン UNCTAD Committee on Tungsten, Primary Tungsten Association

International Tungsten Industry Association
・1963年、国連により、政府間機関であるタングステンに関する特別委員会として設立
・その役割として価格安定化があり、やがて委員会はUNCTADの傘下に入った。
・主要な役割は統計データの収集であったが、1970年代後半は市場の安定化に置かれた。
・1976年、主要生産企業により、Primary Tungsten Association（PTA）によって補完された。
・1988年、PTAはInternational Tungsten Industry Associationに取って代わり、鉱山会社・加工業者・消

費者・トレーダーの組織となった。
（出典：Australian Mineral Economics　等に基づき作成）
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の台頭により、米国の覇権も変わっていった。同時に、
資源保有国の資源ナショナリズムにより、米国企業に
よる供給構造が弱体化していった。
生産者価格の後退は、戦後から続いた固定為替制度

が1973年から変動為替相場に変わっていったことにも
関係がある。変動為替制度によって、生産コストや資
源価格の高騰をもたらした。ドルの切り下げによって、
生産者価格は安定から変動に変わっていった。固定し
た生産者価格は米国内では違法であったが、海外の市
場では独占禁止法に抵触しなかった。しかし、1970年
代、欧州連合における競争原理の発展からこの考えも
変わっていった。1970年代から1980年代にかけて、ア
ルミニウム・銅・鉛・ニッケル・錫・亜鉛といった主
要金属では生産者価格が使われていたが、次第に
LME価格にとって変わっていった。

3. 完全競争市場における資源価格
LMEにおける取引形態は、11社からのリングメン

バーによるオープンアウトクライ取引、インターオフ
ィス電話取引、2001年2月から導入したLMEセレクト
と呼ばれる電子取引から構成される。リング取引は1
日4回行われ、そのうち2回目の価格は公式価格とされ、
現物価格の値決めに利用される国際指標となってい
る。リング取引終了後は、上場商品全てを同時に取引
するカーブ取引が行われる。電話取引は24時間取引が
可能であり、リング取引時間外でのニューヨーク取引
時間帯（NYカーブ）や東京取引時間帯（東京カーブ）と
呼ばれている。

NYMEXは、原油・天然ガス・ガソリン・金・銀・
銅等が取引されている。特に原油先物のWTI（West 

Texas Intermediate）が世界的な原油価格の指標となっ
ている。また、NYMEXの一部門であるCOMEXは、金・
銀・銅・アルミ等が上場されている先物市場であり、
特に金先物は世界の金価格の指標となっている。取引
方法は伝統的なオープンアウトクライの立会取引以外

に、2006年からはシカゴマーカンタイル取引所（CME: 

Chicago Mercantile Exchange）の電子取引システムが導
入された。NYMEXは、2008年3月にCMEグループに
買収されている。
金属価格の高騰が始まった2003年5月から2012年9月
現在までの銅・亜鉛・ニッケル・アルミ・金の価格推
移を検討した（図1）。価格の変化を強調するため、
2003年5月における価格を1.0として月平均価格が描か
れている。銅・亜鉛・ニッケルは2006～2007年にかけ
て2003年の4～6倍に高騰した後、2008年7月からリー
マンショックによる世界経済低迷とともに2003年の水
準まで下落した。世界各国の財政政策により、2009年
2月から価格は上昇傾向に転じた。この間における最
高価格は、銅が2011年2月14日の10,148US＄/ｔ、亜鉛
が2006年11月24日の4,620US＄/ｔ、ニッケルが2007年
5月16日の54,200US＄/ｔ、アルミが2008年7月11日の
3,292US＄/ｔである。名目価格においては、それぞれ
史上最高値を記録している。ニッケルの場合、価格の
ピークから急減に下落したが、2007年6月のLMEによ
る規制が大きく影響を受けている。LMEは、行きす
ぎた相場を修正するため、2006年6月7日、大口市場参
加者に対し、現物と先物の価格差に制限をつけるレン
ディング規制（規制対象になると、1日当たり最大でも
現物価格の0.5％しか利益を得られない）を拡大したの
を契機に投機筋の売りが進み価格が急落した。勿論、
ニッケル高騰に伴い、買い控えや代替の影響もあった。
2006～2008年にかけて価格急騰の要因は、世界最
大の消費国である中国の急激な需要の伸びが大きい。
世界銅消費の40％を占める中国は、2007年に前年比
34.6％、2008年に5.9％、2009年に37.6％の需要の伸
びが記録されている。その一方、2010年ニューヨー
クで開催されたメタルブレティン社主催の銅国際会
議において、CRM Associates and Bloomsbury Minerals 

Economics社は銅価格の計算モデルを作成し、LME価
格の推移の説明を行った。計算モデルで使われた代表

表3. 主要金属の生産者価格

金属名 過去の経緯

アルミニウム
ALCOA社による米国における生産者価格が1986年に終了
1986-1988年、ALCAN社による生産者価格が米国以外で世界の標準価格
1979年にLME価格制度が始まり、次第に生産者価格の代わりとなる。

銅
1961-1966年、アフリカのZCCM及びGECAMINとチリCODELCOによる生産者価格
1980年代まで、米国では国内生産者価格を使用、米国以外ではLME価格を利用
1986年、現在のグレードAに対するLME価格が始まり、世界の銅価格となる。

鉛 米国内では生産者価格が存続
1920年以来LME価格に基づく貿易

ニッケル 1987年まで、INCO社による生産者価格が世界で利用
1978年、LME価格が始まり、次第に取引に利用

錫 1956-1985年、ITC（International Tin Council）により生産者価格が取引に利用
ITCの崩壊により、1989年よりLME価格が再導入

亜鉛
1964-1988年まで、世界生産者価格を名目的に利用
1993年まで、米国内では国内生産者価格を使用
1986年、現在のSpecial High Grade 99.995％が導入され、世界の取引で利用
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的な要素は、銅生産コスト・ドル指数・投機による資
金流入である。各要素は以下に示すとおりである。
①銅生産コスト：銅価格が低迷した1981～1986年に
は、世界の銅生産コスト（キャッシュコスト－副
産物＋間接コスト＋金利）は銅価格を越えており、
鉱山の操業停止や中止がみられた。その後は、銅
生産コストは常に価格以下であり、世界経済や中
国の需要拡大に伴い銅価格が高騰した時に多くの
利益を上げている。従って、銅生産コストは理論
上、銅価格以下に置かれる。

②ドル指数：世界におけるドルの価値を計る指標で
あり、ドルと対主要通貨レートを包括的に指数化
している。ドル指数には、米連邦準備制度と
FINEX（Financial Instrument Exchange）が算出して
いるものがある。FINEXのドル指数算出は、対ユ
ーロ（58％）・対円（14％）・対ポンド（12％）・対カ
ナダドル（9％）・対スウェーデンクローナ（4％）・
対スイスフラン（3％）という構成になっている。
ドルが強くなればドルベースの銅価格は下落し
（1999-2000年）、反対にドルが弱くなればドルベ
ースの銅価格は上昇する（2000-2002年）。ドルに
対して強い通貨国では、コストの上昇と操業利益
の低下をもたらす。

③投機資金：2000年以降、コモディティ市場に投資
する商品指数ファンドが作られ、原油・穀物・貴
金属・銅など幅広い分野に投資されるようになっ
た。株安・ドル安が進んだ2005年以降、年金基金・
新興国の外貨準備・オイルマネーが大量にコモデ
ィティ市場に流入するようになった。投機的資金

の流入は、インデックスファンドとヘッジファン
ドに分類される。インデックスファンドは、平均
株価指数（インデックス）とファンドの基準価格が
同じ値動きをしており、ダウジョーンズAIGコモ
ディティ指数やロイタージェフリーズCRB指数が
知られている。インデックスファンドが5年程度
の売り買いに比べて、ヘッジファンドは3カ月程
度の短期間で収益を上げるため、在庫状況や資源
関連の情報に敏感に反応を示すため、資源価格の
ボラティリティをもたらす要因となっている。柴
田（2006）によると、2002年より商品先物市場の未
決済残（建て玉, open interest）が拡大傾向にあり、
このことが資金流入を示している。未決済残（数
量）に同時期の価格を乗じて資金規模を計算する
と、2006年7月時で1,200億US＄と推定される。そ
の投資先として、原油（52％）・トウモロコシ等の
農産物（28％）・貴金属（8％）・非鉄金属（12％）と
指摘されている。江守（2011）によると、2007年9
月時で商品インデックスファンドの残高は1,200
億US＄であり、このうち700億US＄がゴールド
マンサックスによるコモデティインデックスファ
ンドであり、380億US＄がダウジョーンズAIGに
よるファンドと推定されている。銅市場への流入
は2007年で730億US＄と計算されている。2007年
の銅価格は7,126US＄/ｔであるため、約1千万ｔ
分を購入可能な金額に達している。

4. 寡占市場における資源価格
ベースメタルの鉄鉱石・ボーキサイト・銅精鉱・鉛

図1. 主要金属価格の推移（2003年5月～2012年9月）
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精鉱・亜鉛精鉱等の鉱石の価格は、生産企業と製錬企
業の間での相対取り引きにより決定される。また、レ
アメタルと呼ばれる大半の取引も相対取り引きにより
価格がメタルブレティン社により発表され、その価格
がベンチマーク価格となっている。ここでは、代表的
な銅精鉱と鉄鉱石の価格形成を検討したい。

4-1. 銅精鉱の価格形成
世界の銅精鉱輸入市場は、銅価格が高騰する前の
2005年には銅量換算で4,149千ｔであった。世界に占
める日本の銅精鉱輸入比率は、1990年の56％から2005
年には33％に減少したものの世界第1位の地位を占め
ていた。2011年の世界銅精鉱の輸入量は銅量換算で
4,996千ｔであり、輸入国の上位は、中国（世界輸入量
の32％）・日本（23％）・韓国（9％）・スペイン（8％）・
インド（6％）と日本のバーゲニングパワーの低下が認
められる。
世界の鉱山には付属製錬所を有していない場合が多

く、製錬原料が必要な中国・日本・韓国・インド等の
買鉱製錬所（カスタムスメルター）に精鉱が販売され
る。精鉱の価格決定は、精鉱品位・溶錬費・精錬費・
基準地金価格等、売り手側の資源メジャーと買い手側
の製錬企業でさまざまな条件が決められ、これを買鉱
条件と呼んでいる。製錬原料を輸出市場に提供可能な
生産能力は、BHP Billiton（22％）・FCX（12％）・Anglo 

American（7％）と推定される。買鉱交渉は年央と年末

の年2回、BHP BillitonやFCXの資源メジャーと日本の
製錬企業間で行われ、これが買鉱条件の世界的指標と
なっていた。ところが、中国製錬企業の台頭とともに、
中国製錬企業と資源メジャーとの買鉱交渉も影響要因
となっている。銅価格はLMEで決定されるが、銅価
格から製錬企業の取り分と資源メジャーの取り分は以
下のようになる。
製錬企業：精鉱1ｔ当たりの処理費用である溶錬費
（TC: Treatment Charge）と1lb当たりの粗銅から電
気銅までの精錬費（RC: Refinery Charge）。
資源メジャー：LME価格から製錬企業の取り分を
差し引いた金額。
　　なお、精鉱の輸送費については資源メジャー負
担と製錬企業負担の2ケースがある。
着港渡し：CIF（Cost,Insurance,Freight）と呼ばれ、精
鉱の船積みから受け取り地までの運賃・保険料を
鉱山側が負担
本船渡し：FOB（Free on Board）と呼ばれ、製錬企業
が船を手配し、鉱山側が船積みまでの費用を負担
銅精鉱の大半は着港渡しであり、鉄鉱石や石炭の場
合は本船渡しが多いようである。
資源メジャーと製錬企業の力関係を検討するため
に、1990～2011年の製錬企業側取り分の推移を見てみ
よう（図2）。製錬費（TC/RC）のうち、TCは銅精鉱1ｔ
当たりの費用（¢）であるため、銅精鉱中の銅品位が
30％と仮定して、¢/lbの単位で再計算している。また、

図2. 製錬費の推移（1990～2011年）
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製錬企業の取り分にはTC/RCだけでなく、プライスパ
ーティシペーション（PP:Price Participation）がある。PP

は、買鉱交渉で決めたベンチマークの基準価格が年平
均価格と差が生じた場合、その差の10％が製錬企業の
取り分となる。買鉱交渉は、2005年以降、資源メジャ
ーの売り手市場となり、製錬企業には厳しい結果をも
たらしている。
2006年は、1月の交渉決裂のあと第三者調停に委ね
られ決着したが、TC（60US＄/ｔ）、RC（6.0¢/lb）のTC/

RCが24.4¢/lbとなったが、基準価格が従来の90¢/lb

から120¢/lbに引き上げられ、しかも上限を120¢/lb

にすることで決着した。そのため、180¢/lbと120¢/

lbの差60¢/lbは従来どおり、資源メジャー9、製錬企
業1の割合で分配されるが、180¢/lb以上の価格の場
合はすべてが資源メジャー側に分配されることになっ
た。さらに、2007-2008年積み交渉においては、従来
のプライスパーティシペーションは撤廃され、価格変
化による製錬企業側取り分はゼロとすることで決着し
たケースもあった。その結果、製錬企業の取り分は、
1997年の銅価格の27％から、2008年の3.7％、2010年
の3.4％へ減少している。最近は、2年のBrick契約（レ
ンガ積み上げのように複数年にまたがる契約）が行わ
れており、実際にはより複雑なものとなっている。し
かしながら、最近の低い製錬費において、製錬企業に
とっては、副産物の硫酸や金・プラチナ等からの収入
に依存せざるを得ない状況になっている。

4-2. 鉄鉱石の価格形成
半世紀にわたり、鉄鉱石の価格は、日本の鉄鋼大手

会社と鉄鉱石生産資源メジャーの間で毎年行われた価
格交渉で決定された。最近は中国の需要拡大により大
きく変化を遂げている。年契約から四半期ベースに代
わり、さらに月間ベースに移行した後、現在では多く
の量をスポット価格の取り決めにより行われている。
さらに、最近の鉄鉱石スワップ契約も増加傾向にある。
鉄鉱石の価格形成について歴史的な変化をみてみよ
う。
①ロッテルダム市場：第二次世界大戦後、鉄鉱石の
価格形成はロッテルダム市場を通じて欧州で定着
した。ThyssenKrupoやArcelorMittalの前任の会社
は、カナダ・シェラレオーネ・リベリア・ブラジ
ルの鉄鉱石生産企業とロッテルダム港への運賃・
保険料込み条件（CIF:Cost, Insurance and Freight）で
1月から始まる価格を決定し、鉄鉱石はドイツや
その他の欧州に運ばれた。

②日本市場の台頭：1970年代後半、新日本製鐵を中
心とした日本の鉄鋼メーカーは鉱石輸送船を保有

していたため、10年の長期契約に基づく会計年度
ごとによる価格交渉を本船渡し（FOB: Free On 

Board）の条件で行った。
③欧州と日本市場：1980-1988年、欧州のシステム
が日本の契約方式に従いながらも並行して存続し
た。1980年代後半から、新日本製鐵と3大メジャ
ー（BHP Billiton, Rio Tinto, Vale）が毎年11月に次年
度の価格交渉を行い、この価格が世界のベンチマ
ークとなった。
④中国市場の台頭：日本は長年世界最大の輸入国で
あったが、2003年度から中国が世界第1位となっ
た。中国はその後も急速に輸入量を拡大し、2011
年には世界輸入量の63％を占めている。中国の価
格交渉の窓口は宝鋼集団に集中していたが、価格
高騰が6年続いたため、中国政府は中国鋼鉄工業
協会の参入を認めた。
⑤資源メジャーの優位：鉄鉱石市場が売り手市場と
なる中、BHP Billitonは四半期ごとの価格を推進
するとともに、さらに毎月ベースの価格交渉も検
討された。2010年始めに、日本鉄鋼メーカーも四
半期ごとの鉄鉱石価格に合意した。かつては、鉱
山・製錬会社にとって、長期契約に基づく数量の
引き取りは安全保証と考えられていたが、昨今の
売り手市場の場合は機会損失との見方もある。し
かし、2011年3月、鉄鋼や鉄鉱石価格の下落とと
もに、中国の鉄鋼メーカーはスポット価格に転じ
ていった。
鉄鉱石の海上貿易量は2002年の481百万ｔから2011

年には1,084百万ｔと2.3倍に増大した。この要因の大
半は、中国における輸入拡大であり、海上貿易量にし
める中国の鉱石輸入シェアは2002年の23％から2011年
には63％と大きく変化している。中国のこの輸入拡大
とともに、鉄鉱石価格（豪州粉鉱,FOB,Fe62％）は2002
年の17.5US＄/ｔから2011年の161.0US＄/ｔと高騰し
ている（図3）。鉄鉱石の価格が年度ごとの交渉から四
半期ごとの価格に変った直後、鉄鉱石の価格（豪州粉
鉱,FOB,Fe62％）は、2009年度の60.1US＄/ｔから2010
年度第1四半期の120.1US＄/ｔと2倍にも高騰した。そ
の後、2011年第1四半期の171.4US＄/ｔをピークに下
落傾向にあり、2013年第1四半期には103US＄/ｔとな
っている。
2011年、鉄鉱石の海上貿易供給量は1,084百万ｔで

あったが、Vale（312百万ｔ）・Rio Tinto（245百万ｔ）・
BHP Billiton（185百万ｔ）と大手3社だけで海上貿易供
給量の68％を占めている。このため、鉄鉱石の需給が
タイトな時期においては、寡占化による価格交渉力が
強くなる危険性がある。
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5. まとめ
資源の市場や資源価格の形成について、ミクロ経済

学理論や1970年代まで遡って具体的に分析した。その
結果、得られた結論は以下のとおりである。
①価格を決定する市場として、完全競争市場、寡占
市場、複占市場、独占市場に分類され、それぞれ
異なる価格形成が行われる。

②資源価格については、LMEやNYMEXの金属取引
所における完全競争市場と製錬原料やレアメタル
のように寡占市場による相対取引がある。資源分
野において独占市場は基本的にみられない。生産
量や埋蔵量に偏在性があっても、価格高騰によっ
ては他の地域からの生産の可能性があるからであ
る。1970年代、鉱物資源分野における国際生産者
機関、生産者価格は寡占市場における産物であっ
たが、価格高騰のための操作や安定価格の目的は
達成されなかった。

③LMEやNYMEXの市場で決定される完全競争下に
おける金属価格の最近の動きについて、世界最大
の消費国である中国の急激な需要による需給がタ
イトであることは事実であるが、過去とは異なる
ドル指数や投機的資金の流入による価格影響につ

いても論じた。
④銅精鉱や鉄鉱石のような製錬原料は多くのレアメ
タルとともに寡占市場における相対取引であり、
価格形成の課題や推移について明らかにした。中
国を中心とした新興国の台頭によって、製錬原料
は売り手市場にあり、鉄鉱石の価格形成も年ベー
スから四半期ベースへと変化している。相対取引
による価格形成の場合も寡占化により価格変動が
激しい可能性もある。
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