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1. LME価格と在庫（2012年10月～11月）
図1-1に2012年10月～11月のLME銅現物価格と同在庫

の推移を示す。
LME銅相場は、9月の米国及び中国の追加金融緩和を

受けた8,200US＄/ｔ台の高値圏を10月に入っても維持
し、米国及び中国の好調な経済指標がこれを下支えし
て横ばい推移した。10月下旬から11月初めにかけては、
米国大統領選及び中国代表交代を見据えてリスク回避
の動きから下落基調に転じた。11月に入りオバマ米大
統領が再選されると「財政の崖」問題が浮上し7,500US
＄/ｔ台まで続落、その後も15日に発表されたQ3ユーロ
圏GDP成長率が2期連続のマイナス成長となりリセッシ
ョン（景気後退）入りが明らかになると上値は重く
7,600US＄/ｔ台を推移した。11月末にかけては、中国
のPMI指数や米国の失業率が好転した結果を受けて同
国の景気回復への期待感が高まったことやユーロ諸国
がギリシャ追加支援に合意したことが好感されて上昇
に転じ、7,950US＄/ｔまで値を上げた。

LME在庫は、10月初めの22.4万ｔから微減しながら
も月末にかけてほぼ横ばいで推移、11月は25万ｔまで
増加してその水準を維持した。10月上旬にはキャンセ
ルワラントは5.2万ｔと在庫に占める比率は24％まで上
昇したが、11月に入り、在庫が増加するに従ってキャ
ンセルワラント比率も落ち着きを見せ、14％程度を推
移した。

2. 需給
国際銅研究会（ICSG）による2012年9月までの世界の

銅需給の推移を図1-2に、うち中国について図1-3に示
す。
世界の鉱山生産量は6月から微増傾向にあったものの

9月に132万ｔと減少に転じた。地金消費量は7月の166
万ｔから増加傾向にあり、9月には174万ｔまで回復し
た。地金消費量が地金生産量を上回る供給不足の状況
は2012年1月から継続しているものの、地金生産量も7
月以降増加しており、供給不足幅は縮小傾向にある。
中国の需給をみると、鉱山生産量はほぼ横ばいで推
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7,552
7,568

8,043
8,423
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8,260
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7,420
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7,492
8,068
8,070
7,694
－

１～ 12 月 7,539 8,811 －

移するも緩やかに増加している。地金生産量は月ベー
ス50万ｔを維持し、地金消費量は7月から増加に転じて
9月には77万ｔまで回復した。2012年上期の中国経済の
減速基調が一段落した様相を見せている。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、2012年8月は137.1万ｔと前月
から1.7％増、9月は同4.0％減の131.6万ｔとなった。
2012年1-9月累計の世界鉱山生産量は前年同期比0.6％増
の1,196.3万ｔで、鉱山生産の内訳は、精鉱が同1.0％減
の947.9万ｔ、SXEWは同7.2％増加し248.5万ｔであった。
主要生産国別の1-9月累計鉱山生産量を表1-1に示す。

図1-1. 銅：LME価格と在庫の推移（2012年10月〜11月）

表1-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-9月累計）

（出典：ICSG）

（単位：千ｔ）

国別 2011年1-9月 2012年1-9月 増減比

チリ 3,808.9 3,963.8 4.1％

中国 943.6 1,184.9 25.6％

ペルー 898.5 947.9 5.5％

米国 839.0 865.9 3.2％

豪州 709.3 679.1 -4.3％

ロシア 533.9 538.5 0.9％

ザンビア 502.1 490.9 -2.2％

カナダ 419.1 389.9 -7.0％

DRCコンゴ 322.9 395.2 22.4％

メキシコ 318.7 384.4 20.6％

インドネシア 482.4 297.1 -38.4％

カザフスタン 264.7 268.1 1.3％

世界計 11,886.5 11,963.4 0.6％
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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、DRCコンゴ、メキシコ、
カザフスタンで、中国、DRCコンゴ、メキシコは約2割
増産した。チリの増加率が4％に留まったことについて、
CODELCOによるとChuquicamata鉱山の低品位化による
ものとしている。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4割の減産となり、Grasberg鉱山やBatu Hijau
鉱山の2012年上期の鉱石低品位化による減産が影響し
た。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
ペルー南部Antapaccay鉱山が11月初めに商業生産を

開始し、27日に積出港のMatarani港へ出荷したと同鉱山
を操業するXstrata Copper社が発表した。同鉱山の投資
額は14.7億US＄で、今後5年間にわたり銅量16万ｔ/年
を生産し、その後22年間は銅量14.3万ｔ/年を生産する
予定としている。同鉱山は今後数ヶ月で生産を停止す
るTintaya鉱山から10km離れたところに位置しており、
同鉱山の埋蔵量は最近上方修正され、10億ｔ（銅品位
0.49％）と推定されている。

Cerro Verde社はペルーCerro Verde鉱山拡張プロジェ
クトの環境・社会影響評価（EIAS）がエネルギー鉱山省

によって承認されたことを明らかにした。この承認に
より、同社は鉱山拡張のため44億US＄の投資が可能と
なり、拡張工事は2013年に開始し2016年に完了する予
定である。

COCHILCOは2012年12月に発表した報告書の中で、
2020年のチリの銅鉱山生産能力を810万ｔと予測し、
2012年6月に予想した840万ｔから引き下げた。この下
方修正は投資総額389億US＄に上る11プロジェクト（銅 
7プロジェクト、金 4プロジェクト）の開発計画の遅延
によるもの。この理由として、適正価格での電力確保、
追加環境影響調査の実施、プロジェクトに不可欠なイ
ンフラ建設の許認可取得、投資・操業コストの大幅な
増加が挙げられている。
チリの電力不足問題に関して、Joaquín Villarinoチリ

鉱業協会（Consejo Minero）会長は2020年までに総額約
1,000億US＄の投資が予定されている鉱業プロジェクト
の3分の1に遅れがでると述べた。エネルギープロジェ
クトが進んでおらず、結果、ペルーに比べ2倍のエネル
ギーコストを支払わなければならなくなっていると指
摘し、根本的な問題はチリが必要とするエネルギー源
構成、発電所の位置を決定する手続き、コミュニティ
が要求する補償を巡る紛争解決法などについての国民
間の合意がないことだとしている。

図1-2. 世界の銅需給推移〔2009年9月〜2012年9月〕
（出典：ICSG）

図1-3. 中国の銅需給推移〔2009年9月〜2012年9月〕
（出典：ICSG）
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BHP Billitonによる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、BHP BillitonがSA州政府に対して申
し入れていた2016年10月までの実施期限の延長につい
て、11月13日にSA州Jay Weatherill首相は延期を承認し
たと発表した。
モンゴル鉱業省副大臣のErdenebulgan Oyun氏はOyu 

Tolgoi鉱山プロジェクトへの電力供給に関し、電力購入
契約（PPA）を中国電力供給会社とOyu Tolgoi LLCとの間
で合意に至ったと11月5日に発表した。同鉱山の商業生
産は2013年Q2に開始される見通しで、フル生産時には
銅量47万ｔ/年を予定している。

＜供給・銅地金生産量＞
世界の地金生産量は、2012年8月に167.8万ｔと前月
から2.7％増、9月には168.3万ｔと連続して増加した。
1-9月累計の世界銅地金生産量は、前年同期比1.7％増の
1,480.8万ｔで、うち、二次地金は同2.0％増の265.4万ｔ
であった。主要生産国別の1-9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、ザンビア、DRCコンゴで、
DRCコンゴは3割、日本は震災時の減産から回復して
16％増加した。一方、減少したのは、チリ、米国、ロ
シア、ドイツ、ポーランドで、チリについては
Chuquicamata製錬所のメンテナンスによる操業停止や
低品位化が減産に影響したと見られる。

最近の銅地金生産を巡る動向は次のとおり。
加First Quantum Minerals社は、報道によると、ザンビ

アのKansanshi銅製錬所の建設に関して、ザンビア環境
管理局（ZEMA）から建設許可を取得した。許可に際し
てウランを含む精鉱は処理しないよう警告されたとさ
れる。Kansanshi銅製錬所の製錬能力は30万ｔ/年で、既
存のKansanshi銅・金鉱山及び新規のSentinel銅鉱山で採
掘された精鉱を製錬するとされる。同社はKansanshi鉱

山での生産量を2015年までに25万ｔ/年から40万ｔ/年に
増大する予定であり、Sentinel鉱山に関しては2014年ま
でに生産を開始し2016年までには30万ｔ/年を生産する
ことを目標としている。
アルゼンチンのJorge Mayoral鉱業大臣は、中国有色
鉱業集団とアルゼンチンでの銅製錬所建設に関して会
談を行ったとされている。同製錬所は銅地金21万ｔ/年、
副産物として硫酸70万ｔ/年を生産する計画で、投資額
は7.5億US＄とされる。
安泰科によれば、中国の主要銅製錬会社12社の2012

年1月～11月の銅地金生産量は381.73万ｔで、対前年同
期比で8.35％増加した。その内訳をみると、江西銅業
が28.40％、銅陵有色が20.93％、金川集団が14.86％、
雲南銅業が8.61％を占める。

＜需要・銅地金消費量＞
世界の銅地金消費量は、2012年8月は168.9万ｔと前
月から1.7％増加し、9月は173.8万ｔと連続して増加し
た。1-9月累計の世界銅地金消費量では1,540.2万ｔと前
年同期比で5.2％増加した。主要消費国別の1-9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、米国、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
19.3％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、ドイツ、日本、韓国、ロシアで、ロシ
アでは23％減少した。

最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
中国では、国家備蓄局による備蓄買入れの実施に係

る報道があった。主にアルミニウムについての買入れ
実施が相次いでおり、そのほか銅、亜鉛、ニッケルに
ついても買い入れを実施したとの情報があった。一部
では銅地金の備蓄買入れ量は100万ｔに及ぶという見方
もあり、内需低迷に直面する国内製錬所を救済する目
的が中国政府にあると見られる。
米大手資産運用会社のJP Morgan及びBlackRock社は、
銅価格に連動した上場投資信託（ETF）の上場を計画し
ている。ETFの裏付けとして両者が市場から調達する
計画の銅地金量は、JP Morganは6.2万ｔ、BlackRockは
12万ｔとされ、LME在庫に占める保有比率の高さから
銅相場の引き上げ要因になりうること、また投資資金

（単位：千ｔ）

表1-2. 主要生産国別地金生産量（1-9月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1-9月 2012年1-9月 増減比

中国 3,866.2 4,205.6 8.8％

チリ 2,297.8 2,168.4 -5.6％

日本 977.3 1,132.9 15.9％

米国 750.8 722.2 -3.8％

ロシア 679.7 646.5 -4.9％

インド 491.2 502.5 2.3％

ドイツ 542.0 524.2 -3.3％

韓国 430.6 465.0 8.0％

ポーランド 424.7 417.3 -1.7％

豪州 355.9 365.0 2.6％

ザンビア 385.6 390.4 1.2％

DRCコンゴ 250.4 328.0 31.0％

世界計 14,562.7 14,808.3 1.7％

（単位：千ｔ）

表1-3. 主要消費国別地金消費量（1-9月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1-9月 2012年1-9月 増減比

中国 5,539.9 6,607.6 19.3％

米国 1,342.0 1,351.0 0.7％

ドイツ 979.8 876.5 -10.5％

日本 753.6 740.4 -1.8％

韓国 592.0 552.3 -6.7％

インド 449.4 472.4 5.1％

ロシア 558.7 429.6 -23.1％

世界計 14,636.8 15,402.2 5.2％
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の流入を加速させ、価格のボラティリティを高めると
の否定的な見方も強い。米証券取引委員会はJP Morgan
の申請を承認したが、BlackRockの申請については承認
の決定を遅らせている。
日本では日立金属及び日立電線は2013年4月に経営統
合すると11月13日に発表した。統合による相乗効果と
して、技術開発力を強化するとともに、事業領域を拡
大して海外戦略を加速させるとしている。
国際銅加工業者協議会（IWCC）会長の松本正義氏（住

友電工社長）は、世界の銅需要のうち約35％が他素材に
代替される脅威下にあるとコメントした。建設用電線
などでアルミ化が進み、今後3～5年間で100万～200万
ｔの銅消費量が減少する可能性があるとしている。銅
価格の乱高下が代替を促しているとして、IWCCは
LMEに対して価格の振れ幅を一定までに規制する等、
是正を求める動きを活発化させていく方針としている。

＜需給バランス＞
2012年9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9月時点まで供給不
足の状況は継続している。8月にかけてマイナス幅は減
少傾向にあったが、9月にはさらに拡大し、1-9月累計
で59.4万ｔ、前年同期の16.5万ｔと比較すると今期のマ
イナス幅は大きい。

3. 今後の需給見通し
ICSGが2012年10月に発表した2012年及び2013年の需

給予測と2012年1-9月実績値を表1-4に示す。2012年予
測値と2012年1-9月実績値を比較すると、需給バランス
についてマイナス幅が予測値の42.6万ｔに対し、9月末
時点の実績値で59.4万ｔと大幅に上回っている。月当

たりのマイナス幅は縮小傾向にあり、10月から12月に
かけての生産・消費動向については季節変動による減
少等はないと想定されるものの、2012年全体の供給不
足幅は拡大すると考えられる。

ICSGによる2013年の見通しについて、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ている。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、労使問題など懸念材料があり、2013年に操業開
始予定であったプロジェクトが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。
またIWCCの見通しによれば、2012年の鉱山生産量は
前年比3.0％増の1,665万ｔ、地金生産量は同1.7％増の
1,644万ｔ、地金消費量は同0.8％増の2,011万ｔで、需
給バランスについては、供給不足幅を2011年の34.2万
ｔから2012年には54.5万ｔへ拡大するとの見通しを出
している。2013年については、鉱山生産量1,773万ｔ、
地金生産量2,106万ｔ、地金消費量2,077万ｔと需給バラ
ンスは28.1万ｔの供給過剰に転じると予測している。
各調査会社の需給予測は、2013年から供給超過に転じ
るという見方でほぼ一致しており、これに伴い銅価格
も7,000US＄/ｔ台後半で推移するとの見通しが多く見
られた。

図1-4. 銅需給バランス（2008年1月〜2012年9月）

表1-4. 銅需給の実績と予測

2011年実績
2012年実績
（1-9月期）

2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 16,019千ｔ 11,963千ｔ 16,479千ｔ 17,533千ｔ

地金生産量（a） 19,651千ｔ 14,808千ｔ 19,950千ｔ 21,140千ｔ

地金消費量（b） 19,865千ｔ 15,402千ｔ 20,376千ｔ 20,682千ｔ

需給バランス（a-b） ▲214千ｔ ▲594千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10月～11月）
図2-1に2012年10月～11月のLME鉛現物価格と同在庫

の推移を示す。
LME鉛相場は、9月の米中の金融緩和を受けて
2,300US＄/ｔの高値圏を10月初めは維持するも、高値
圏を維持するだけの好材料に乏しく、11月初めの米大
統領選及び中国代表交代を見据えたリスク回避の動き
から下旬にかけて緩やかに下落基調を辿り、2,000US＄/

ｔまで値を下げた。10月末から11月初めにかけては、
ギリシャ追加支援の条件である財政緊縮策をギリシャ
議会が可決したことが好感されて2,100US＄/ｔ台まで
反発した。オバマ米大統領が再選され、「財政の崖」問題
が急浮上したことを受けて一時反落するも、その後
2,100US＄/ｔ台後半まで反発して横ばいに推移した。
11月末にかけては、ユーロ圏諸国がギリシャ追加支援
に合意したことを受けて欧州債務危機への懸念が一時後
退したことが好感され、また冬場のバッテリー需要の引
き合いから2,240US＄/ｔまで上昇して11月を終えた。

LME在庫は、2012年10月初めの26.5万ｔから11月末
にかけて累増し、11月末には36.2万ｔまで増加した。
在庫の増加に伴ってキャンセルワラントも増加し、そ
の比率は10月初めの30％から月末には40％まで拡大し、
11月に入ると一時緩和するも11月末には44％と高い比
率で推移した。キャンセルワラントの高い比率と大手
トレーダーによる在庫の寡占化により期近物はタイト
化し、3カ月先物価格が現物価格を下回るバックワーデ
ーションの状態は10月下旬から11月中旬まで継続した。

2. 需給
国際鉛亜鉛研究会（ILZSG）による2012年10月までの

世界の鉛需給の推移を図2-2に、うち中国について図2-3
に示す。
世界の鉱山生産量は8月から微減して9月、10月は45

万ｔベースで横ばい推移した。地金生産及び消費量に

ついても9月、10月は93万ｔを挟んで横ばいに推移し、
若干ではあるが生産量が消費量を10月に上回った。
中国については、鉱山生産量は9月、10月と微減し、

地金生産量は8月以降ほぼ横ばいで推移、地金消費量は
8月以降微減しているものの、10月に僅かながら地金生
産量が消費量を上回り、地金生産量、消費量ともに
2012年上期の落ち込みから回復し安定して推移してい
る。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、2012年9月は前月比2.7％減の

45.7万ｔ、10月は45.4万ｔとなった。2012年1-10月累計
の世界鉱山生産量は435.9万ｔと前年同期比で16.2％増
加した。主要生産国別の1-10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、米国、ペルー、メキシコ、ロシアで、中国は前
年同期から28％増加し、今や世界の鉱山生産の5割以上
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前年比1割増となった。一方、
前年同期比で減少したのはインドであった。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
東邦亜鉛の100％子会社である豪州のCBH社が権益を
有するRasp鉱山の本格操業が11月に開始された。2013
年には亜鉛精鉱量7万ｔ/年、鉛精鉱量4万ｔ/年を生産す
る計画とされる。
中国安泰科によれば、五鉱資源有限公司は、豪州の

<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
2,153
2,179
－

１～ 12 月 2,148 2,398 －

図2-1. 鉛：LME価格と在庫の推移（2012年10月〜11月）
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クイーンズランド州北西部にあるDugald River亜鉛・鉛・
銀プロジェクトの開発を実施することを発表した。
Dugald Riverプロジェクトは、マインライフが20年以上
で、平均鉱石処理量は200万ｔ/年、初期段階で亜鉛20
～22万ｔ/年、鉛2.7～3万ｔ/年、銀90万oz/年を生産する
予定。Dugald Riverプロジェクトへの投資総額は14.88

億A＄と推定され、2015年下期に生産を開始する予定
である。
豪州KBL Mining社は西オーストラリア州に位置する

Sorby Hills銀・鉛鉱山プロジェクトについてプレFSを
完了した。同プロジェクトの権益75％をKBL Mining社
が、残り25％を中国のYuguang Gold ＆ Lead社の豪州子
会社が保有している。プレFSでは、銀80万oz/年、鉛2
万ｔ/年を生産し、マインライフは少なくとも10年の計
画としているが、資源量が拡張される可能性が高い。
環境許認可が2013年4月から6月の間に取得できれば、
2014年度（6月～7月）中に開発を開始する見通しとなっ
ている。

GlencoreとXstrataの合併について、欧州委員会は条件
付きで合併を承認した。CRU社の2011年データを基に
した推計によると、現在の中国を除いた鉛鉱山生産量
ではGlencoreは3位の14.1万ｔ、Xstrataは4位の13.6万ｔ
だが、合併によりBHP Billitonを抜いて世界1位の生産
者となる。また鉛地金生産能力については、Glencore

は4位の33.5万ｔ、Xstrataは8位の20.2万ｔであるが、合
併により世界第1位の鉛製錬メーカーのEco-Bat 

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

中国 1,863 2,389 28.2％

豪州 433 450 3.9％

米国 282 288 2.1％

ぺルー 181 201 11.0％

メキシコ 190 208 9.5％

ロシア 103 115 11.7％

インド 96 93 -3.1％

ボリビア 83 83 0.0％

世界計 3,750 4,359 16.2％

（出典：ILZSG）

（単位：千ｔ）

表2-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-10月累計）

図2-3. 中国の鉛需給推移〔2009年10月〜2012年10月〕
（出典：ILZSG）

図2-2. 世界の鉛需給推移〔2009年10月〜2012年10月〕
（出典：ILZSG）
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Technology社に続いて第2位の企業となる。

＜供給・鉛地金生産量＞
世界の地金生産量は、2012年9月は前月比0.7％増の
93.8万ｔ、10月は94.9万ｔとなった。1-10月期の世界地
金生産量でみると、894.2万ｔと前年同期比では2.3％増
加した。主要生産国別の1-10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、生産上位から中国、
米国、インド、韓国、英国で、英国は15％増加した。
一方、前年同期比で減少したのはドイツ、メキシコ、
カナダ、日本であった。

最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
中国の報道によると、内蒙古自治区の双源有色金属

冶煉有限公司が操業する鉛製錬プラントが稼働した。
計画では電解鉛8万ｔ/年、硫酸6.6万ｔ/年の生産能力を
有し、投資総額は12.6億元（2.0億US＄）とされる。
ペルーLa Oroya製錬所の鉛部門は、11月末までに操
業を再開する。亜鉛部門については2012年7月に再開し
ている。Doe Run Peru社の破産管財人であるRight 

Business社によると、鉛についてフル生産に至るには15
～20日間を要するほか、電力不足や低品位鉱石がネッ
クになっているとしている。2009年Q2から長期にわた
り停止されていたことから、フル生産には数カ月を有
するという見方もある。同製錬所の2008年の鉛生産量
は11.4万ｔであった。
米大手鉛バッテリー生産会社のExide Technologies社

は、11月末でテキサス州のFrisco再生鉛製錬所を閉鎖し
た。さらにペンシルべニア州のReading再生鉛製錬所に
ついても2013年3月末までに休止すると発表し、高い鉛
スクラップ価格と環境対策コストの増大をその理由と
している。2件の製錬所の閉鎖により、同社が米国で操

業する製錬所は、Vernon（カリフォルニア州）、Canon 

Hollow（ミズーリ州）、Muncie（インディアナ州）の3カ所
のみとなった。
日本国内では、使用済バッテリーの回収量が減少し、

二次精錬メーカーは原料調達に苦戦している。韓国の
二次精錬メーカー各社は能力拡大から原料確保のため
高値での引き合いが強く、日本から韓国への輸出量は
大幅に増加している。輸出価格についても国内調達価
格より2割以上の高値となっていることがこれを後押し
している。

＜需要・鉛地金消費量＞
世界の地金消費量は、2012年9月は前月比1.2％減の

93.2万ｔ、10月も変わらず93.2万ｔとなった。1-10月累
計の世界地金消費量は887.5万ｔと前年同期比で3.5％増
加した。主要消費国別の1-10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、ブラジル、日本、メキシコで、減少
したのは韓国、スペインであった。
最近の地金消費を巡る動向として、米国自動車用蓄

電池メーカーのJohnson Controls社と米産業用鉛電池メ
ーカーのEnerSys社は、自動車用及び産業用鉛電池向け
の戦略的な原料調達を開拓することを目的にMOUを締
結した。両者は協調して、価格変動に対応するべく、
調達先のポートフォリオをさらに多様化するとしてい
る。

＜需給バランス＞
2012年10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。8月にはマイナスとなったものの、
9月にはプラスに転じて、10月にはその過剰幅は増加し
ている。

表2-3. 主要消費国別地金消費量（1-10月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

中国 3,753 3,985 6.2％

米国 1,277 1,287 0.8％

インド 382 423 10.7％

韓国 357 350 -2.0％

ドイツ 308 323 4.9％

ブラジル 218 220 0.9％

日本 192 210 9.4％

メキシコ 185 203 9.7％

スペイン 224 197 -12.1％

世界計 8,578 8,875 3.5％

（単位：千ｔ）

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

中国 3,797 3,968 4.5％

米国 1,040 1,086 4.4％

インド 355 387 9.0％

韓国 351 380 8.3％

ドイツ 359 358 -0.3％

メキシコ 290 288 -0.7％

英国 224 258 15.2％

カナダ 237 233 -1.7％

日本 209 205 -1.9％

世界計 8,743 8,942 2.3％

（出典：ILZSG）

（単位：千ｔ）

表2-2. 主要生産国別地金生産量（1-10月累計）
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3. 今後の需給見通し
ILZSGが2012年10月に発表した2012年及び2013年の
需給予測と2012年1-10月期の実績値を表2-4に示す。
2012年については10月末時点で需給バランスは6.7万ｔ
の供給超過となっているが、11月以降は冬期のバッテ
リー需要に向けて消費が増加するため、需給はタイト
化すると予想される。
2013年については、ILZSGの見通しによると鉛地金

消費量は2012年比3.3％増の1,115万ｔと予想し、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 

2013年は同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、米国における二次精練所の操業開始や中
国での製錬能力強化によって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2013年に
17.4万ｔと、引き続き供給過剰となると予測した。

図2-4. 鉛需給バランス（2008年1月〜2012年10月）

表2-4. 鉛需給の実績と予測

2011年実績
2012年実績
（1-10月期）

2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 4,696千ｔ 4,359千ｔ 5,210千ｔ 5,356千ｔ

地金生産量（a） 10,598千ｔ 8,942千ｔ 10,904千ｔ 11,322千ｔ

地金消費量（b） 10,442千ｔ 8,875千ｔ 10,796千ｔ 11,148千ｔ

需給バランス（a-b） +156千ｔ +67千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10月～11月）
図3-1に2012年10月～11月のLME亜鉛現物価格と同在
庫の推移を示す。

LME亜鉛相場は、他のベースメタルと同様の値動きを
見せ、10月初めの2,100US＄/ｔの高値圏から好材料に乏
しいまま、米大統領選及び中国代表交代を見据えたリス
ク回避の動きにより同月末にかけて1,700US＄/ｔ台後半ま
で値を下げた。オバマ米大統領が再選されると「財政の崖」
問題が浮上するも、ギリシャ追加支援がユーロ諸国で合
意されると、欧州債務危機懸念が一時的に後退して、そ
の後緩やかに上昇基調となり、11月末には2,000US＄/ｔ台
まで回復した。

LME在庫は、2012年7月に17年ぶりに100万ｔを突破し
たあと90万ｔ台を推移していたが、10月中旬に100万ｔを
上回って急増し、11月下旬には120万ｔを横ばい推移した。
キャンセルワラント比率は、10月初めの36％から同月末
には30％まで微減したものの、11月に入りキャンセルワラ
ントは60万ｔまで急増し、比率も50％を超えて推移した。
過去最高水準の在庫量に係わらず、キャンセルワラント
比率の高さと特定倉庫への集中から現物の流動性は低く
供給はタイトな状態にある。

2. 需給
国際鉛亜鉛研究会（ILZSG）による2012年10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、地金生産量及び消費量

を大きく上回った状態が継続しており、9月に120万ｔレ
ベルまで増加し10月も横ばい推移した。地金生産量は10
月に110万ｔに近づいたが、2011年の水準には達していな
い。消費量については、8月以降僅かに下げて横ばいを推
移し、地金需給は10月に生産が消費を上回った。
中国については、鉱山生産は9月、10月と横ばい、地金

生産については、10月に6月以来の40万ｔを超えたが、
2011年の水準に比べると減産した状態を継続している。
地金消費については、9月、10月と横ばいで鉱山生産量と
ほぼ同数で推移した。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量の9月と10月の値は、それぞれ120.0
万ｔ、119.4万ｔで、9月は前月比3.7％増となった。1-10月
累計の世界鉱山生産量は1,138.7万ｔと前年同期比で7.4％
増加した。主要生産国別の1-10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、カナダで、減少したのは、イ
ンド、米国、カザフスタンであった。

<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

2,434
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
1,912
1,904
－

１～ 12 月 2,159 2,191 －

図3-1. 亜鉛：LME価格と在庫の推移（2012年10月〜11月）

表3-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-10月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

中国 3,414 4,148 21.5％

豪州 1,202 1,219 1.4％

ペルー 1,059 1,084 2.4％

インド 696 655 -5.9％

米国 639 604 -5.5％

メキシコ 512 545 6.4％

カナダ 517 522 1.0％

カザフスタン 385 369 -4.2％

世界計 10,598 11,387 7.4％

（単位：千ｔ）
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Bear Creek Mining社は、ペルーCorani鉛・亜鉛・銀プ
ロジェクトについて環境社会影響評価（ESIA）をエネルギ
ー鉱山省へ提出した。ESIAは2013年内に承認が下りる見
込みだが、同社は2011年後半にFSを完了しており、当初
計画では2012年中に環境許認可を取得、2013年に建設を
開始し、2015年半ばに生産を開始する予定であったため、
スケジュールが遅れている。同プロジェクトの粗鉱生産
量は790万ｔ/年で、亜鉛は2万ｔ/年、鉛5万ｔ/年、銀800
万oz/年を計画している。資本投資額は5.7億US＄として
いる。

＜供給・亜鉛地金生産量＞
世界の地金生産量は、9月は前月比1.0％減の102.7万ｔ、

10月は108.5万ｔとなった。1-10月累計の世界地金生産量
は1,044.5万ｔと前年同期比で3.7％減少した。主要生産国
別の1-10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、カザフ

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
東邦亜鉛の100％子会社であるCBH社が権益を有する

豪州のRasp鉱山の本格操業が11月に開始された。2013年
には亜鉛精鉱量7万ｔ/年、鉛精鉱量4万ｔ/年を生産する計
画で、稼働中の豪州Endeavor鉱山と合わせた2鉱山で同社
の亜鉛精鉱使用量の70～80％を供給する。

GlencoreとXstrataの合併について、欧州委員会は
Glencoreが今後10年間Nystar社の欧州経済領域向け亜鉛
地金の販売を妨害せず、また保有するNystar社の株式
7.79％を売却することを条件に合併を承認した。なお引き
続き、中国商務部、南ア競争委員会の合併承認が必要と
される。
ブラジル亜鉛生産大手のVotorantimは、ブラジルMato 

Grosso州政府にAripuanaプロジェクトの開発計画を提出
した。プレFSは2013年Q1に完了する予定で、FSは2014年
に完了する。18か月の建設期間を経て2016年には生産を
開始する計画で、粗鉱生産量は160万ｔ/年、亜鉛生産量
は5.5万ｔ/年、鉛2万ｔ/年。同プロジェクトはVotorantimが
70％、Karmin Exploration社が30％権益を保有する。

図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2009年10月〜2012年10月〕

図3-3. 中国の亜鉛需給推移〔2009年10月〜2012年10月〕

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）
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スタンで、最大生産国である中国の減産は国内需要の低
迷や精鉱原料の不足が影響していると見られる。
最近の中国の地金生産動向について、中国国家統計局

によると、11月の地金生産量は前年同月比では1％減とな
るものの10月比では7％増の45.3万ｔと生産量は増加傾向
にあるとしている。2012年1-11月までの生産量は440万ｔ
で前年同期比では9％減となっており、この減産は、国内
需要の低迷を背景としつつも、十分な精鉱原料の確保が
困難であったこと、また収益率の低さによるものとして
いる。

＜需要・亜鉛地金消費量＞
世界の地金消費量は、9月は前月比2.4％減の104.0万ｔ、

10月は104.2万ｔとなった。1-10月累計の世界地金消費量
は1,028.8万ｔと前年同期比で2.4％減少した。主要消費国
別の1-10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、上位からインド、韓
国で、その他の主要国では軒並み減少した。
最近の地金消費を巡る動向としては、中国国家備蓄局

が11月に国内製錬メーカーから亜鉛を16,000元 /ｔ
（1,548US＄）で10万ｔ買い付けたと報道があった。さらな
る買い増しも予想されており、中国国内の需要減速によ
り在庫を抱える国内製錬メーカーを保護する目的がある
とされる。

表3-2. 主要生産国別地金生産量（1-10月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

中国 4,293 3,929 -8.5％

韓国 690 739 7.1％

インド 675 632 -6.4％

カナダ 545 535 -1.8％

日本 434 465 7.1％

スペイン 437 434 -0.7％

豪州 418 411 -1.7％

メキシコ 267 274 2.6％

ペルー 259 268 3.5％

カザフスタン 266 265 -0.4％

フィンランド 255 260 2.0％

世界計 10,842 10,445 -3.7％

（単位：千ｔ）

表3-3. 主要消費国別消費量（1-10月累計）

（出典：ILZSG）

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

中国 4,449 4,396 -1.2％

米国 777 755 -2.8％

インド 445 508 14.2％

韓国 457 479 4.8％

日本 421 396 -5.9％

ドイツ 436 387 -11.2％

ベルギー 329 305 -7.3％

イタリア 272 221 -18.8％

ブラジル 199 190 -4.5％

世界計 10,538 10,288 -2.4％

（単位：千ｔ）

図3-4. 亜鉛需給バランス（2008年1月〜2012年10月）
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＜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、
2012年7月から9月にかけて僅かながらも供給不足に転じ
ていた。10月には需要の低迷から供給過剰に転じている。

3. 今後の需給見通し
ILZSGが2012年10月に発表した2012年及び2013年の需

給予測と2012年1-10月実績値を表3-4に示す。10月末の時
点で需給バランスは15.7万ｔのプラスと2012年予測値を
上回り、亜鉛地金消費の落ち込みが影響した。
2013年については、ILZSGの見通しによると、亜鉛消

費量は前年比3.8％増の1,319万ｔとなり、中国の消費量に
ついては同5.6％増と再び需要の拡大が見込まれている。
鉱山生産量は、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、中国の生産量が前年比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、2013年には過剰幅が増加し、29.3万ｔの供給過
剰となるとしている。

表3-4. 亜鉛需給の実績と予測

2011年実績
2012年実績
（1-10月期）

2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 12,950千ｔ 11,387千ｔ 13,596千ｔ 13,959千ｔ

地金生産量（a） 13,131千ｔ 10,445千ｔ 12,862千ｔ 13,479千ｔ

地金消費量（b） 12,753千ｔ 10,288千ｔ 12,709千ｔ 13,186千ｔ

需給バランス（a-b） +378千ｔ +157千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10月～11月）
図4-1に2012年10～11月のLME価格と同在庫の推移を

示す。
LME相場は、2012年10月、18,840US＄/ｔでスタート
したが、上旬の世銀による世界経済成長率見通しの引
き下げを皮切りに下落基調に入った後、中国第3四半期
GDPが3年ぶり低水準であったこと、ムーディーズによ
るスペイン5自治州格下げが利回り上昇を招いたことや
米国大統領選前の様子見で、16,000US＄/ｔ前後となっ
た。更に11月初旬、ギリシャの緊縮財政措置に関する
法案を巡り国民の反発が起き、欧州債務危機への懸念
再燃や、米国「財政の崖」問題の浮上から、15,850US＄/
ｔと一層値を下げた。その後は中～下旬にかけ米国の
景気回復基調やHSBC発表の中国11月フラッシュ製造業
PMIの好転、またギリシャ債務削減目標に関するEUと
IMFとの合意成立など支援材料が相次ぎ、17,100US＄/
ｔで越月した。

LME在庫は、10月初めの12.4万ｔから11月末には13.6
万ｔと引き続き増加しており、年初と比較すると4.6万
ｔ（37％）の増加となった。特にアジア地域での在庫増
加が73％を占めるとの情報もある。キャンセルワラン
ト比率は、10月初めには13.7％にあたる1.7万ｔであり、
11月末にはキャンセル分そのものは微増の1.8万ｔであ
ったが、現物在庫の増加により、比率は微減の13.0％
となった。

2. 需給
国際ニッケル研究会（INSG）による2012年10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、鉱石供給過剰の状況が継続し

ている。地金生産は2012年初から暫く横ばい状態が続
いた後7月から徐々に上昇しており、地金消費はそれと
ほぼバランスまたは若干下回り推移している。10月の
地金生産量は15万ｔ、消費量は14万ｔに達した。消費
量は中国が牽引している形で、中国を除いた世界消費
量は2009年10月から横ばい状態である。

<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

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
17,245
16,298
－

１～ 12 月 21,809 22,831 －

中国の需給を見ると、鉱山生産は長期的に変化が見
られず、地金生産は2010年後半から緩やかだった増加
幅が、2012年7月以来3か月連続で顕著となり、10月に
は2009年比約2倍の4.8万ｔとなった。地金消費量も10
月に伸び、3か月ぶりの記録更新となる6.8万ｔであっ
た。

＜供給・鉱山生産量＞
世界の鉱山生産量は、2012年9月は前月比1.5％増の

17.5万ｔ、10月は同0.9％増の17.6万ｔ、2012年1-10月累
計では前年同期比11.6％増の173.3万ｔとなった。主要
生産国別の2012年1-10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、特にフィリピンは中国のニッケル銑

表4-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-10月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

インドネシア 240.0 285.0 18.8％

フィリピン 201.0 285.0 41.8％

ロシア 225.0 225.0 0.0％

豪州 174.5 180.0 3.4％

カナダ 178.6 166.2 -6.9％

ニューカレドニア 105.4 110.4 4.7％

ブラジル 73.0 91.0 24.7％

中国 75.9 77.3 1.8％

世界計 1,552.9 1,733.4 11.6％

（単位：千ｔ）

図4-1. ニッケル：LME価格と在庫の推移（2012年10月〜11月）
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鉄（NPI）生産拡大に伴い増産が近年顕著になっている。
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。新規プロ

ジェクトの立ち上がりと既存鉱山の休止・閉山のニュ
ースが拮抗している。
フィンランド・Talvivaara社は、11月4日、抽出プラ
ントの石膏スライム堆積場から漏水が発生したため、
Sotkamo鉱山の操業一時停止を発表した。同社は、漏水
は14日に止まったとしたが、環境当局によれば、鉱山
南部の湖から重金属が検出されたという。11月末に再
開したが、オープンピットが冠水しているため、2013
年半ばまで減産を余儀なくされるとのこと（一部は在庫
で補填）。同社は2012年のニッケル生産見通しを1.5万
ｔから1.3万ｔに引き下げた。

Anglo Americanは、ベネズエラ・Loma de Niquel鉱山
のコンセッション及び操業許可の期限が失効したこと
から、同鉱山における操業を停止した。同社は、2012
年11月10日に期限を迎えたコンセッションの延長申請
を行っていたものの、政府はこれを拒否していた。
Anglo Americanは、今後同社従業員との雇用関係を解消
し、適切な方法で操業を終了するとしている。なお地

元紙の報道によれば、同鉱山は、ベネズエラ石油公社
（PDVSA）を通じて、ベネズエラ政府が管理する見通し
である。今回の措置により、Anglo Americanはベネズエ
ラから撤退する模様。同社はLoma de Niquel鉱山の権益
91.4％を所有し、2011年には13,400 tのニッケルを生産
した。

Lundin Miningのスぺイン・Agua blanca鉱山は、マイ
ンライフは2015年までとしながらも2014年には操業を
停止する予定。

＜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9月は前月比1.1％増の14.3万ｔ、10月は同
5.0％増の15.1万ｔ、2012年1-10月累計では前年同期比
7.5％増の141.8万ｔとなった。主要生産国別の2012年
1-10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、フィンランドを除く中国、日本、
カナダ、豪州、ブラジル、コロンビア、ニューカレド
ニア、イギリスにおいて前年同期比で増加。特に新興
国での2桁成長が全体量の増加を牽引している。
最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。フィンラ

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2009年10月〜2012年10月〕

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2009年10月〜2012年10月〕

（出典：INSG）

（出典：INSG）
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ンドのHarjavalta、ロシアのYuzhUralなどの減産に見ら
れるように、足元では各社生産調整に入りつつも、長
期的な需要を見込んでの新規投資、生産能力拡張計画
も見受けられる。
2012年10月23日付けの地元報道によれば、韓国

POSCOは、インドネシアでニッケル製錬事業など新規
6プロジェクトに140億US＄を投資する計画である。イ
ンドネシア政府側が明らかにしたもので、10月23日、
ジョグジャカルタで開催されたユドヨノ大統領と
POSCO鄭俊陽CEOとの会談の際に大統領に直接計画書
が提出された。新たなプロジェクトは、現在建設を進
めているインドネシア国営製鉄企業とのKrakatau－
POSCO一貫製鉄所の第2フェーズ事業、ハルマヘラで
のニッケルプラント建設事業、燃料電池事業、圧縮天
然ガス事業、2つの発電プラント事業となる。今回の
POSCOによる投資計画をユドヨノ大統領は大いに歓
迎、政府をあげてサポートする旨を表明し、今後は各
担当大臣らとの協議・審査に移行するとしている。現
在進めている一貫製鉄所建設第1フェーズは、現時点で
の進捗率45％、年内に70％まで進み、2013年末に完成
する予定となっており、今回明らかになった同第2フェ
ーズはその後直ちに着手し、2015年の完成を目指す。

ValeのブラジルPara州・Onca Puma鉱山では、二つの
フェロニッケル炉の一つが2012年6月より停止していた
が、同社は、この炉を廃炉とし、2013年に1.88億US＄で
再建設することを決めた。新炉は2013年第4四半期に運
転開始の予定である。同鉱山の2012年9月30日時点での
簿価は37.78億US＄であるが、28.48億US＄の減損処理
が必要であるという。Valeはかねてより不採算部門の
整理に言及しており、こうした景気後退に伴う減損処
理により、2012年Q4の業績が圧迫される可能性を示し
た。
マダガスカル・Ambatovyプロジェクトは、2012年11
月5日の週にニッケルの初出荷を行う予定であると、
Sherritt（本社：トロント）のDavid Pathe CEOが明らかに
した。また同CEOは、同プロジェクトの生産拡大は順
調に進んでおり、HPAL（高圧硫酸浸出）方式に対する技

術的懸念は軽減されているとコメントした。同プロジ
ェクトは9月前半に政府から6か月の試験操業許可を得
ており、試験期間の終了時にマインライフをカバーす
る期間の操業許可を改めて得られる見込み。フル生産
時の生産量は、ニッケル60,000ｔ/年、コバルト5,600ｔ/
年を予定している。
中国・金川集団は、ニッケル生産能力を現行の年間
13万ｔから2012年中に15万ｔに増強するとのこと。576
槽の電解槽のうち、288槽が11月10日までに操業を開始
し、残りは12月14日からのスタートとなる予定。2012
年末までにはこのラインから8,000ｔのニッケルが生産
される見込みとなる。
中国冶金建設集団が所有するPNG・Ramuプロジェク

トが、2012年12月6日に正式に生産開始となった。2012
年3月から試運転を開始していた。2012年11月30日まで
に水酸化ニッケル・コバルト製品を12,013ｔ生産して
おり、その中にはニッケル金属4,526ｔ、コバルト金属
418ｔ、クロム精鉱1.8万ｔが含まれている。第1回目の
テスト販売製品も11月に船積み・発送を行った。今後
20年以上にわたり年間ニッケル31,150ｔ、コバルト
3,300ｔを生産する予定。

Xstrataは、ニューカレドニア・Koniamboフェロニッ
ケルプロジェクトの第1生産ラインの建設工事を完了し
たと発表した。2012年末までに製錬操業が開始され、
2013年1月には最初のフェロニッケルが生産される見通
しであるという。第2生産ラインの生産開始は2013年第
2四半期を目指す。生産能力は年間6万ｔ、2014年末ま
でにフル生産に入る計画である。当初は2009年の操業
開始を予定しており、2011～2012年のフル生産開始を
目指していた。

＜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9月は前月比
4.2％増の13.7万ｔ、10月は同2.8％増の14.1万ｔで、
2012年1-10月累計では前年同期比2.1％増の136.3万ｔと
なっている。主要生産国別の2012年1-10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、

インド、スペインで、日本、ドイツ、イタリア、台湾
は減少した。インドの増加は同21％と堅調である。
中国では、第4四半期に入り鉄鋼需要が回復しつつあ
り、2013年に向けた在庫の積み増しも見込まれるが、
欧州及び米国では横ばいか微減と芳しくない。2013年
も特に欧州市場は伸び悩む見込み。関係筋によれば、
宇宙産業や自動車部品向けニッケル合金需要は全般的
に堅調のようである。
中国のニッケル銑鉄（NPI）動向については、以下のと
おり。
比較的コスト競争力が高いとされるロータリーキル
ン/電気炉（RKEF）からのNPI生産は現在より価格が下落
してもなお採算が取れるとし、生産能力拡大を続けて
いるとのことである。しかし、一方でフェロニッケル
輸入の急激な増加が、ステンレス工場からのNPI需要を
圧迫しており、景気回復による需要増が見込まれるも
のの厳しい状況は今後も続くという見方もある。

表4-2. 主要生産国別一次ニッケル生産量（1-10月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

中国 347.9 392.2 12.8％

ロシア 218.4 210.0 -3.9％

日本 133.1 140.7 5.7％

カナダ 115.3 120.7 4.7％

豪州 93.3 105.0 12.6％

ノルウェー 76.5 75.0 -0.7％

ブラジル 25.4 45.1 77.4％

コロンビア 30.0 43.3 44.5％

フィンランド 39.6 39.0 -1.7％

ニューカレドニア 32.1 36.5 13.7％

英国 30.4 31.8 4.6％

世界計 1,318.6 1,418.1 7.5％

（単位：千ｔ）
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また、同国のNPI生産能力の3分の1を占める内モンゴ
ル自治区では、秋から輸送コスト上昇のため生産プラ
ントが操業を停止しており、春節まで再開しない見込
みである。
なお、この他に中国のニッケル市場については備蓄

局（SRB）が11月末に1万ｔ程度のニッケルを買い取った
との情報があるが、価格にはあまり影響がなかった。

＜需給バランス＞
2012年10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1-10月期で見ると供給過剰分は5.6万ｔであ

った。

3. 今後の需給見通し
住友金属鉱山の予測では、2013年は新規プロジェク

トからの供給増加により6万ｔの供給過剰になるとして
いる。一方、BNPパリバによれば2013年はほぼバランス、
2014年は僅かな供給過剰としている。これは、ニッケ
ルプラントで度々生産障害が発生しており、これを供
給過剰分が相殺するとの見方である。また、夏頃から
大規模プロジェクトの延期や減産・閉鎖などが相次い
でいる中、景気回復のタイミングによっては需給が逼
迫する可能性もあるとされている。
この他、供給過剰状態が継続し、価格は更に下落す
るというシナリオが市場参加者の一般的な認識である
とするアナリストもいれば、足元の11月からの上昇基
調（注・12～1月初旬現在は17,000US＄/ｔ～17,500US＄/
ｔのボックス圏を推移）に続き、在庫の積み増し需要と
景気回復で2013年前半（特に第1四半期）は更に価格は上
昇すると見る者、更には中国需要が年の前半に急増す
る傾向があるため、2013年は供給不足に転じるとする
者もある。また、インドネシア新鉱業法に関連した
2014年以降の鉱石禁輸措置の動向も、中国、日本を始
め市場への何らかの影響が及ぶと考えられる。
なお、表4-4に前号でも掲載したINSGの2012年及び

2013年の需給予測と2012年1-10月実績値を再掲する。
各年のバランスで見ると供給過剰の傾向は年々強まっ
ており、2011年は9.5千ｔ、2012年は42.8千ｔ、2013年
は72.1千ｔの供給過剰が見込まれている。

（2013.1.9）

表4-3. 主要消費国別一次ニッケル消費量（1-10月累計）

（出典：INSG）

国別 2011年1-10月 2012年1-10月 増減比

中国 578.0 614.0 6.2％

日本 128.3 113.1 -11.8％

米国 111.0 113.0 1.8％

ドイツ 77.5 73.1 -5.7％

韓国 66.2 67.0 1.2％

イタリア 45.3 45.1 -0.4％

台湾 39.0 36.9 -5.4％

インド 29.0 35.1 21.0％

スペイン 27.1 29.9 10.3％

世界計 1,334.0 1,362.5 2.1％

（単位：千ｔ）

図4-4. ニッケルの需給バランス（2008年1月〜2012年10月）

表4-4. ニッケル需給の実績と予測

2011年実績
2012年実績
（1-10月期）

2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 1,902千ｔ 1,733千ｔ 2,011千ｔ 2,115千ｔ

地金生産量（a） 1,589千ｔ 1,418千ｔ 1,687千ｔ 1,780千ｔ

地金消費量（b） 1,587千ｔ 1,363千ｔ 1,645千ｔ 1,707千ｔ

需給バランス（a-b） +1.8千ｔ +55千ｔ +42.8千ｔ +72.1千ｔ
（出典：INSG）

需
給
動
向

ベ
ー
ス
メ
タ
ル
国
際
需
給
動
向
　
─
ニ
ッ
ケ
ル
─

2013.1　金属資源レポート

（636）




