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銅の需給動向

金属企画調査部調査課 竹下　聡美

世界の銅需給について、対外的に公表されている公的機関等の統計データや各種情報を整理し、世界、日本、中国
の動向をサプライサイドからデマンドサイドまでファクトを元に概観する。各データについては原典の公表のタイミ
ングから2011年の数値をベースとし、可能な限り2012年の数値を追記した。
サプライサイドでは、鉱山開発・生産動向について、操業鉱山のランキングを作成し大型鉱山の最近の傾向を明ら

かにしたほか、主な新規鉱山や遅延や中断された開発プロジェクトをリストアップし、その動向をまとめた。デマン
ドサイドについては、電線、伸銅品の最終消費分野別の動向を簡潔に比較・分析した。
なお、本稿は、平成25年1月31日に開催した『平成24年度第9回金属資源関連成果発表会』において講演した内容であ

ることを申し添える。

本稿の内容
1. 価格動向
（1）主要金属　（2）銅
2. 世界の供給
（1）銅埋蔵量と可採年数　（2）鉱山の生産動向　（3）地金の生産動向
3. 世界の需要
（1）地金の消費動向　（2）消費分野別動向
4. 日本の供給と需要
（1）地金の国内供給　（2）銅精鉱の輸入動向　（3）地金の国内需要　（4）電線の消費動向
（5）伸銅品の消費動向　（6）電線と伸銅品の今後の見通し
5. 中国の需給動向
6. 世界の需給バランスと価格の見通し
7. まとめ

1. 価格動向
（1）主要金属
はじめに、銅、鉛、亜鉛、ニッケル、金の主要金属
の価格動向について見ていきたい。各金属価格の推移
を比較するため、2003年5月の価格を基準値（1.0）とし
て、直近までの価格推移を図1-1に示した。2005年以降、
中国の急激な需要拡大とファンド等の投機資金の流入
に伴い、これら金属価格は軒並み高騰した。世界金融
危機以前には、銅は2003年5月時点から5倍、亜鉛、ニ
ッケルは6倍、鉛に至っては8倍まで価格は上昇した。
2006年から2007年にかけて各金属価格のピークが順次
現れていることから、投機資金が波状的に金属コモデ

ィティ市場へ流入していることが分かる。
2008年の世界金融危機により、金を除く主要金属は
急落したが、間もなく回復基調に転じた。中国の大型
経済刺激策を始めとした各国の財政政策により投機資
金が市場に戻ったことで、亜鉛、ニッケルを除き価格
は再び高騰した。ギリシャ財政危機により一時下落が
見られるものの、銅、鉛については2011年には6倍ま
で上昇した後、現在は5倍程度で推移している。
金については、他の金属と異なり、インフレヘッジ
や安全資産目的が大きいため、独自の値動きを示し、
長期的に上昇基調にある。
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（2）銅
2006年から直近までの銅のLME価格とLME在庫推

移を図1-2に示す。2006年から世界金融危機発生前の
2008年までの間について、在庫が減少すると価格が上
昇し、在庫が増加すると価格が下落するという価格と
需給の相関関係が見られたが、世界金融危機以降につ
いては、この相関が弱まり、価格の上昇と在庫の上昇
が同時に起こる現象が見られるようになった。鉱山ス
トや生産障害等の需給ファンダメンタル要因より世界

の景気動向に価格が連動する傾向が強まっているよう
に思われる。
最近の値動きについては、2011年2月に1万US＄/tの
大台を超えて史上最高値を更新した後、中国経済の減
速や欧州債務危機の動きに主に連動して7,000US＄/t

台まで下落、その後、米国のQE3や欧州の金融緩和策
により8,000 US＄/t台を回復し、2013年1月時点では
8,000 US＄/tを挟む様子見相場となっている。

図1-1. 主要金属の現物価格推移（LME,ほか）

図1-2. 銅のLME価格とLME在庫推移

（注）2003年5月を基準（1.0）とした価格指数で算出。 （出典：JOGMEC作成）

（出典：JOGMEC作成）

金属価格
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2. 世界の供給
（1）銅埋蔵量と可採年数
銅の埋蔵量について、米国地質調査所（USGS）

Mineral Commodity Summariesによる2002年から2011年
までの世界全体と国別の埋蔵量推移を図2-1に、2011
年の国別内訳を図2-2に示す。併せて、図2-1に埋蔵量
を当該年の鉱山生産量で除した値を可採年数として設
定した。ここでの埋蔵量とはUSGSの定義によりFS等
に基づいて経済性の確認された鉱床部分の銅純分量を
意味する。
世界全体の埋蔵量と可採年数は、近年増加傾向にあ
る。2011年の銅埋蔵量は6.9億tで2002年比では44％と

大幅に増加した。国別で見ると主にぺルー、豪州での
増加が目立ち、増加要因としては、前述の価格高騰に
伴うカットオフ品位の低下（低品位鉱石でも経済性を
有するとして採掘対象となる鉱石品位が拡大）や探鉱
活動の進展が挙げられる。可採年数については、2007
年以前は30年台で推移していたが、2011年には43年ま
で急伸した。鉱山生産量に比して埋蔵量が大きく伸び
ていることが分かる。
図2-2の2011年国別内訳では、依然としてチリが世

界最大の埋蔵量を誇り、世界に占めるシェアは28％、
次にペルー13％、豪州12％と続いている。

（2）鉱山の生産動向
a. 世界の鉱山生産動向
世界の鉱山生産量について、2002年から2011年まで
の生産推移を図2-3に、2011年の国別内訳を図2-4に、
国別推移を図2-5に示す。世界の鉱山生産量は緩やか
な増加傾向にあり、2011年生産量は2002年比20％増、
前年比0.7％増の1,624万tであった。
2011年生産量の国別内訳では、チリが世界の32％を

占める第1位の生産国で、第2位以下の世界に占める割
合は中国8％、ペルー8％、米国7％と続き、1割を下回
る。各国の生産推移では、中国の増加が著しく、2011

年にペルーを抜いて第2位の生産国となった。また、
アフリカ地域のザンビアやDRCコンゴの増産が目立
っている。チリ、ペルーは長期的には増産傾向にある
が、近年はストライキや鉱石の低品位化により横ばい
傾向となっている。インドネシアについては乱高下が
大きく、2011年の落ち込みは、Grasberg鉱山の長期ス
トライキによる減産が主に影響している。
2012年の直近（1-10月期）の鉱山生産量は1,400万tで、

前年同期比では4％の増加となっており、2011年の前
年比増加率に比べて伸びが大きい。

図2-1. 銅の埋蔵量と可採年数の推移

図2-2. 2011年内訳

（出典：USGS）（注）可採年数は各年生産量で埋蔵量を除して算出。
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b.トップ20鉱山の生産動向
各社ニュースリリースや各種情報をもとに、生産能

力順でランキングしたトップ20の鉱山について、2010
年及び2011年の鉱山生産量と最近の動向を表1に示し
た。表2にはトップ20鉱山の生産量の合計と世界に占
める割合を示す。
まず、トップ20鉱山では、2011年生産量から前年比
で減産している鉱山が多く見られる。表2に示すとお
り、2011年のトップ20鉱山の生産量は前年比6％減、
量にして43万t減産している。トップ20鉱山の2011年
生産量は670万tと世界の約4割を占めているため、こ
の減産が響き、2011年の世界の鉱山生産量が前年比で
僅か0.7％の増加に留まったものと見られる。特に、
チリEscondida鉱山やインドネシアGrasberg鉱山、チリ

Collahuasi鉱山などトップクラスの鉱山の減産の影響
が大きい。減産の主な要因は、鉱石の低品位化、スト
ライキや設備等メンテナンスによるものである。
次に、各鉱山の生産開始時期について、2000年以降
に開山した鉱山はペルーAntamina 鉱山とザンビア
Kansanshi鉱山の2鉱山のみで、多くの大型鉱山は数十
年もの間生産を行っていることが分かる。操業期間が
長くなるにつれて鉱石の高品位部が減少して鉱石の低
品位化が進む傾向があり、また同時に設備の老朽化か
らメンテナンスも必要となる。各鉱山では、露天採掘
から坑内採掘への移行や拡張・補修工事が相次いで実
施されており、今後、中長期的には生産量は回復して
くる見通しである。

図2-3. 鉱山生産量の推移

図2-5. 鉱山生産量の国別推移

図2-4. 2011年内訳

（出典：WBMS）

（出典：WBMS）
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表1. トップ20鉱山一覧

鉱山名 国名 権益保有企業
（権益）

生産
方法

生産能力
（千ｔ）

2010年
生産量

（千ｔ）

2011年
生産量

（千ｔ）
増減比 生産

開始 最近の動き

1 Escondida チリ
BHP Billiton（57.5％）、
Rio Tinto（30％）、日系3
社（12.5％）

精鉱
SXEW 1,120 1,087 818 -25％ 1990

鉱石の低品位化、ストによる減産。
2015年に130万ｔ/年に増産予定。
2013年7月末に労働契約更改予定。

2 Grasberg インドネシア
Freeport McMoRan

（90.64％）、インドネ
シア政府（9.36％）

精鉱 600 603 400 -34％ 1972 2011年9-12月、2012年2-3月ストに
より操業停止。坑内採掘へ移行中。

3 Collahuasi チリ
Anglo American（44％）、
Xstrata（44％）、日系3社

（12％）

精鉱
SXEW 520 504 453 -10％ 1999

鉱石の低品位化により減産傾向。
2012年4-10月設備故障により操業
停止。

4 Chuquicamata チリ CODELCO（100％） 精鉱
SXEW 450 528 443 -16％ 1910

坑内採掘移行に伴い25万ｔ/年まで今
後減産、2019年Q4に40万ｔ/年水準
に回復見通し。下請労働者の待遇改
善抗議運動発生（生産に影響なし）

5 Rudna ポーランド KGHM（100％） 精鉱 450 425 427 0％ 1966

6 El Teniente チリ CODELCO（100％） 精鉱
SXEW 434 404 400 -1％ 1904

7 Taimyr 
Peninsula ロシア Norilsk Nickel（100％） 精鉱 430 382 304 -20％ 1939

8 Los Pelambres チリ Antofagasta（60％）、
日系5社（40％） 精鉱 420 398 426 7％ 1999 2013年に増産計画決定予定。2020

年末には最大40％増産見通し。

9 Morenci 米国 Freeport  McMoRan
（85％）、日系2社（15％）

精鉱
SXEW 420 233 279 19％ 1987 2013年1月に増産計画決定。2014

年Q3には40万ｔ/年に拡張予定。

10 Radomiro 
Tomic チリ CODELCO（100％） 精鉱

SXEW 375 375 470 25％ 1998

2017年に酸化鉱体終掘予定、下部
硫 化 鉱 体（ 埋 蔵 量26億t、 銅 品 位
0.48％）について2017年から18万
ｔ/年の生産見通し。下請労働者の
待遇改善抗議運動発生（生産に影響
なし）

11 Antamina ペルー

BHP Billiton（33.75 ％）、
Xstrata（33.75％）、Teck

（22.5 ％）、 三 菱 商 事
（10％）

精鉱 370 325 347 7％ 2001

12 Cerro Verde ペルー
F r e e p o r t  M c M o R a n

（53.6％）、Buenaventura
（18.2％）、日系2社（15％）

精鉱
SXEW 300 229 303 32％ 1977

2013年から拡張工事を開始予定で
2016年から27万ｔ/年が追加され
る 見 通 し（2007年 銅 精 鉱 生 産 開
始）。

13 Andina チリ CODELCO（100％） 精鉱 300 189 234 24％ 1970
拡張工事中で2018年までに60万ｔ/
年に増産予定。下請労働者の待遇改
善抗議運動発生（生産に影響なし）

14 Bingham 
Canyon 米国 Rio Tinto（100％） 精鉱 280 250 195 -22％ 1904 マインライフ延長に向けた拡張FS

を開始。

15 Kansanshi ザンビア First Quantam（80％）、
ZCCM（20％）

精鉱
SXEW 250 235 230 -2％ 2005 2015年に40万ｔ/年に増強予定。

製錬所を新設予定。

16 Batu Hijau インドネシア

N e w m o n t  M i n i n g
（31.5％）、インドネシ
ア企業（44％）、日系4
社（24.5％）

精鉱 250 246 128 -48％ 1999

2013年は7.7万ｔに減産予定。2014
年には新たなピットから鉱石生産を開
始し生産量は回復見通し。賃上げ要
求スト発生（生産に影響なし）。

17 Los Bronces チリ
Anglo American（50.1％）、
CODELCO（24.5％）、日系
2社（25.4％）

精鉱
SXEW 246 221 222 0％ 1925

18 Zhezlazgam 
Complex カザフスタン Kazgeology（国営地質

調査会社） 精鉱 230 170 170 0％ -

19 Olympic Dam 豪州 BHP Billiton（100％） 精鉱
SXEW 225 133 197 49％ 1988

開発コスト高により200億A＄の増
強計画中断（当初23.5万ｔ/年から
75万ｔ/年に増強予定）。

20 Sarcheshmeh イラン
N a t i o n a l  I r a n i a n 
Coppe r  I ndus t r i e s

（100％）

精鉱
SXEW 204 190 250 32％ 1974

（出典：ICSG, JOGMEC『世界の鉱業の趨勢2012』,JOGMEC『ニュースフラッシュ』, 各社ニュースリリース等）
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c. 新規鉱山と遅延・中断した開発プロジェクト
新たに生産を開始する鉱山（一部2012年に生産を開

始した鉱山も含む）を表3に示す。特に、モンゴルOyu 

Tolgoi鉱山については、世界上位に入るレベルの大規
模鉱山で生産開始も2013年上期と間近に迫っている。
ただし、最近の報道では、モンゴル政府からの権益及
びロイヤルティ引き上げ要求に対峙するため、生産開
始時期を延期する可能性があると報じられており、未
だ予断を許さない状況にあると言える。

このほか2013年中に生産を開始する鉱山は、日本企
業が権益を100％有するチリCaserones鉱山を始め、ペ
ルーToromocho鉱山等があり、2012年中に生産を開始
したザンビアKonkola Deep鉱山やブラジル Salobo鉱山
の生産量を含めると、2013年には、約120万tが新たに
追加される見通しとなっている。これら新規鉱山が順
調に開発・生産された場合には、2014年には生産量が
更に200万t増加すると想定される。

遅延や中断した主な開発プロジェクトを表4に示す。
フィリピンTampakanプロジェクトは、環境問題によ
り露天採掘が条例で禁止され開発工事が遅延してい
る。パプアニューギニアFriedaプロジェクトは、電力
供給を火力発電から水力発電に見直すこととなったた
め開発費が大幅に増加し、Xstrataは権益の売却を検討
していると報じられている。このほか、メキシコ
Boleoプロジェクトについても開発コストが高騰して

資金調達が困難な状況となり工事が中断している。ぺ
ルーのGalenoプロジェクトやTia Mariaプロジェクトに
ついては、同国政府による環境許認可手続きが遅れて
いる。Minas Congaプロジェクトについては、水資源
を巡る地元住民の反対運動が激化して一時非常事態宣
言を発令する事態にまで発展し、現在も開発は中断さ
れている。

表2. トップ20鉱山の生産量等

表3. 主な新規鉱山一覧

図2-6. トップ20鉱山の世界シェア 
（2011年）

（出典：ICSG, JOGMEC『世界の鉱業の趨勢2012』, JOGMEC『ニュースフラッシュ』,各社ニュースリリース等）

2010年
生産量（千t）

2011年
生産量（千t）

前年
増減比

前年
増減量

トップ20鉱山合計（a） 7,127 6,696 −6％ −431

世界鉱山生産量（b） 16,134 16, 242 0.7％ 108

割合（a/b） 44％ 41％ −3％ −

鉱山名 国名 権益保有企業
（権益） 生産開始 生産能力

（千t/年） 最近の動き・概要

Oyu Tolgoi モンゴル Turquoise Hill Resources Ltd
（66％）、モンゴル政府（34％） 2013H1 450 2012年12月選鉱所稼働。3-5ヶ月後にフル生産に達

する見通し。

Las Bambas ペルー Xstrata 2017Q1 400 開発費52億US＄、マインライフ18年の見通し。

Cobre Panama パナマ Inmet Mining（80％）、韓国コン
ソーシアム（20％） 2016 298 2016年に生産開始予定。開発費62億US＄、銅埋蔵

量900万t。

Trident ザンビア First Quantum（100％） 2014 250 生産能力を増強し270-300万tへ。

Quellaveco ペルー Anglo American（81.9 ％）、 三 菱
商事（18.1％） 2016 225

埋蔵量1,000万t、マインライフ28年。政府から建設
許可取得。水利用許認可を取得後2013年Q2に開発
決定がなされる見通し。

Sierra Gorda チリ KGHM（55 ％）、 住 友 金 属 鉱 山
（31.5％）、住友商事（13.5％） 2014Q1 220 開発費30億US＄、マインライフ20年。

Toromocho ペルー Aluminum Corp of China（100％） 2013Q3 210 2013年1月建設許可取得。

Salobo ブラジル Vale（100％） 2012 200 2012年6月に操業開始。平均品位0.69％。

Konkola Deep ザンビア Vedanta（79.4％）、ZCCM（20.6％） 2012 190 深部高品位鉱石採掘により生産能力は40万t/年に増
強、マインライフ25年に延長予定。

Antapaccay ペルー Xstrata（100％） 2012 160 2012年11月から生産開始。2013年H1にフル生産。
Tintaya鉱山近傍。資源量10億t、銅品位0.49％。

Ministro Hales チリ CODELCO（100％） 2013Q3 170

Caserones チリ PPC（75％）、三井物産（25％） 2013Q1 180 銅精鉱（銅量）15万t/年、電気銅（SXEW）3万t/年

Constancia ペルー HudBay Minerals（加）（100％） 2014Q4 118 2015年Q2フル生産見通し。
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d. 鉱山開発動向
最近の鉱山開発動向について、傾向を挙げるとする
と、次のようになる。
・鉱石の低品位化・深部化
・既存大型鉱山の拡張計画・坑内採掘移行
・開発コストの高騰
・電力や水資源の不足
・労働力・技術者不足
・労使問題（賃上・労働環境改善）
・環境対策（許認可手続きの遅延）
・現地住民問題（利益分配・環境問題）
・高付加価値化政策、課税強化
既存大型鉱山においては、老朽化に伴う鉱石の低品
位化、深部化による減産とこれに対応するための拡張
計画が進展しており、また開発コストについては、燃
料や資機材、人件費の上昇により高騰傾向にある。ま
た発電所等のインフラ設備の建設が求められる場合も
多くなっている。このほか、銅価格の高騰を受けて、
鉱山会社からの利益分配を目的とした賃上げ等の労使
問題や、環境対策が注目される中での現地住民問題が
多発している。なお、資源国政府による課税強化や高
付加価値化政策は利益分配を求める動きの一つと見る
こともできる。

（3）地金の生産動向
ここまで鉱山生産について見てきたが、ここから世
界の地金生産について述べる。ここで言う地金とは、
銅精鉱及びスクラップを原料として生産された乾式製

錬による電気銅とSXEW（Solvent Extraction and Electro 

Winning 溶媒抽出電解採取）法より生産された湿式製
錬による電気銅を指す。前者の銅精鉱及びスクラップ
の比率は、銅精鉱8割、スクラップ2割である。2002年
から2011年までの生産推移を図2-7に、2011年の国別
内訳を図2-8に、2011年の精鉱、スクラップ及び
SXEW別生産内訳を図2-9に、2002年から2011年まで
の国別の前年比増減量を図2-10に示す。
世界の地金生産量は鉱山生産より伸び率が大きく、
2011年地金生産量は2002年比29％増、前年比3.2％増
の1,979万tであった。国別では、中国が2006年にチリ
を抜いて世界第1位の地金生産国となり、2011年の世
界の地金生産の26％を占めている。次に、チリが
16％、日本は7％と第3位の生産国となっている。図
2-10から、2002年から2011年までの10年間に世界で増
産された445万tのうち中国は357万tと8割を占め、世
界の伸びはほぼ中国によるものと分かる。中国のほか
には、ザンビア、インドの生産が増加し、米国は減産、
チリと日本はほぼ横ばいで推移している。

SXEW生産については全体の16％程度で、図2-7に
よるとその生産量は横ばいで推移し大きな変動は見ら
れない。一方、スクラップ比率は年々僅かながら増加
傾向にあり、2011年にはスクラップによる地金生産が
SXEW生産を上回った。
2012年の直近（1-10月期）の地金生産量は、1,683万t、
前年同期比では2％の増加となっており、2011年の前
年比増加率に比べて伸び率は小さくなっている。

表4. 主な遅延・中断した開発プロジェクト一覧

（出典：ICSG, JOGMEC『世界の鉱業の趨勢2012』, JOGMEC『ニュースフラッシュ』 ,各社ニュースリリース等）

プロジェクト名 国名 権益保有企業
（権益） 当初予定 生産能力

（千t/年） 最近の動き

Tampakan フィリピン Xstrata（62.5％）、Indophil 
Resources（豪）（37.5％） 2016 340 OP採掘禁止条例により工事中断。埋蔵量は1,500万t。

2019年に生産開始時期が遅延。

Frieda PNG Xstrata（81.1％）、Highlands 
Pacific（18.8％） 2017 204

2012年12月に火力発電から水力発電への見直しに伴
い開発費が56億US＄に増加。権益の売却も検討中。
当初2014年までに開発工事に着手予定。

Galeno ペルー Lumina Copper 2014 140 政府によるEIA審査承認の遅れにより2016年に遅延。

Tia Maria ペルー Southern Copper − 120 EIA再実施により生産開始が2015年に延期。

Cerro Casale チリ Barrick Gold（75％）、
Kinross（25％） 2014Q4 115

2013年1月EIA承認。埋蔵量1,300万t、開発費60億US
＄。開発コスト高騰と電力供給面での不安から建設決
定を先送り。

Minas Conga ペルー Newmont − 100 水資源問題により反対運動が激化。開発工事中断。

Antucoya チリ Antofagasta（80％）、丸紅
（20％） 2014Q3 80 開発コスト高騰のため一時中断。開発費13億US＄、

マインライフ20年。

Boleo メキシコ Baja mining（49％）、韓国
コンソーシアム（51％） − 60 開発費が当初から2割増の14億US＄へ上昇。開発資金

の調達が困難となり遅延。
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3. 世界の需要
（1）地金の消費動向
世界の地金の消費動向について、2002年から2011年
までの消費推移を図3-1に、2011年の消費量の国別内
訳を図3-2に、2002年から2011年までの国別の前年比
増減量を図3-3に示す。
2011年世界の地金消費量は、2002年比29％増、前年
比0.7％増の1,947万tで、前年比では僅かな増加に留ま
った。国別では、中国の需要増加が著しく、世界金融
危機で世界消費が落ち込む中、これを機にシェアを拡

大しており、2011年には世界消費の4割を占めるまで
に増加した。中国以外では、図3-3から、ロシア、ド
イツ、インドも僅かながら需要増加が見られる一方で、
これまで主要消費国であった米国、ドイツ、日本、韓
国で需要が減退している。特に米国については、2011
年は2002年比26％減少した。
2012年の直近（1-10月期）の地金消費量は、1,696万t、
前年同期比では5％の増加となっており、2011年の前
年比増加率0.7％に比べて大きく消費が伸びている。

図2-7. 地金生産量の推移

図2-10. 国別前年比増減量の合計（2002-2011分）

図2-8. 2011年国別内訳

図2-9. 2011年生産内訳

（出典：WBMS）

（出典：WBMS）
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（2）消費分野別動向
国際銅加工業者協議会（IWCC）による統計データを
用いて、2000年から2011年までの米国、欧州、中国、
日本の銅製品別の消費推移を図3-4に示す。これら地
域・国の消費量はWBMSによると世界消費の8割を占
めており、これをもって世界全体の傾向を推測した。
また、各製品がどの分野で消費されているかを示すた
めの参考として日本電線工業会及び日本伸銅協会によ
る内需の分野別内訳を図3-5に示した。なお、伸銅品
等は銅以外の亜鉛、錫等の金属量も含まれるため、銅
純分量ではなくグロス量であることを付記する。
銅の用途は、電線向けが6割、伸銅品向けが4割とな

っている。電線の消費分野については、国内ではおよ
そ4割がビルや住宅等の建物内部に電力供給用に配線
されている建設用電線、2割が電気機械製品の内部で
電気を伝達する機器用電線、1割が発電所から消費地

まで電力を送配電する電力用電線、1割が主に自動車
用に複数の種類の電線を結束しコネクター等を取り付
け加工したワイヤーハーネス向けとなっている。
伸銅品については、銅のほか黄銅や青銅等の銅合金
による材質と、板、条、管、棒、線といった形状の違
いによって様々な伸銅製品があり、各製品の特徴によ
り消費分野が異なっている。例えば、銅板条は、電気
機械向けが主要消費分野となっており、具体的には半
導体リードフレームや、端子・コネクターとして使用
されている。黄銅棒線は主にバルブや水栓金具、ガス
機器等の住宅・建築部材向け、銅管はエアコン、冷凍
機の熱交換器が主力商品となっている。
以上のように、銅は、建設、電気機械、自動車と幅
広い分野で消費されていることが分かる。また新たな
需要先として、再生可能エネルギー分野への期待感が
高く、例えば、洋上風力発電所の建設に際して海底ケ

図3-1. 地金消費量の推移
（出典：WBMS）

図3-2. 2011年内訳

図3-3. 国別前年比増減分の合計（2002-2011分）
（出典：WBMS）
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ーブル向け等に需要が伸びる可能性がある。
一方で、銅の代替材としてアルミ化の進展が銅需要

の減少要因として顕在化している。銅価格のボラティ
リティの高さを嫌気してアルミニウムに置き換える動

きは引き続き進展すると想定されており、IWCC松本
正義会長（住友電工社長）は「世界の銅需要の35％がア
ルミニウムを始めとする他素材に代替される脅威下に
ある」とコメントしたことが報じられている。

図3-4. 米国・欧州・中国・日本の製品別消費推移

図3-5. 2011年製品別内訳

（出典：IWCC）

（出典：IWCC, 日本電線工業会, 日本伸銅協会）

（注）グロス量（銅純分量ではない）
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4. 日本の供給と需要
（1）地金の国内供給
国内の地金供給について、2002年から2011年までの
地金生産及び地金輸入量推移を図4-1に、2011年の内
訳を図4-2に示す。
国内の地金生産は、130万tから150万tで推移してお

り、製錬原料は9割が銅精鉱、1割がスクラップによる
ものである。2011年は東日本大震災で製錬所が被災し
た影響を受けて減産し、前年比14％減の133万t、それ
を補うため地金の輸入量が前年比2.7倍の13万tに増加
した。国内への地金供給量は前年比8％減の146万tで
あった。

（2）銅精鉱の輸入動向
製錬原料の9割を占める銅精鉱の輸入動向について、

2002年から2011年までの精鉱輸入量推移を図4-3に、
2011年の輸入相手国別内訳を図4-4に、輸入相手国別
の輸入量推移を図4-5に示す。なお、精鉱量は銅品位
27.9％で純分換算した含有銅量とする。
精鉱輸入量は2010年には148万tと大きく伸びている

ものの、おおよそ120万t水準で推移している。2011年
の落ち込みは東日本大震災の影響によるものである。
主な輸入相手国は、チリ、ペルー、豪州で、輸入量の

約5割をチリから輸入している。輸入相手国は輸送の
観点から地理的に環太平洋地域の国々となっている。
ペル―が2007年以降増加しており、Cerro Verde鉱山は
日本企業が参画して以降2007年に銅精鉱生産を開始し
ているため、これが輸入増に影響していると見られる。
インドネシアについては2010年までチリに続く第2位
の輸入相手国であったが、2011年には前述した鉱山の
長期ストや鉱石の低品位化による減産が影響し、輸入
量は大きく減少している。

図4-1. 国内地金供給の推移

図4-3. 精鉱輸入量の推移

図4-2. 2011年内訳

図4-4. 2011年内訳

（出典：JOGMEC『鉱物資源マテリアルフロー2012』）

（出典：JOGMEC『鉱物資源マテリアルフロー2012』）
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（3）地金の国内需要
次に、地金の国内需要について、地金内需と輸出量

推移を図4-6に、その2011年内訳を図4-7に示す。
地金内需については、世界金融危機以降120万t水準
から100万t水準に減少し、輸出が増加していることが
分かる。2011年の国内需要量は前年比4％減の106万t、
輸出量は20％減の42万tであった。経済産業省の統計
から、2012年についてはさらに内需が減少し、2009年
の世界金融危機以来の100万t割れの95万tとなる見通
しとなっており、依然として内需の回復が厳しい状況

にある。
また地金内需の内訳では、6割が電線向け、4割が伸
銅品向けとなっている。それぞれの数値は、後述の電
線出荷量、伸銅品出荷量と一致しないが、これは各製
品が地金のほかスクラップを原料としていることによ
るもので、電線は原料の5％程度、伸銅品については
原料の半分以上がスクラップによるものと想定され
る。また伸銅品については、亜鉛、錫等の金属量も含
まれる。

図4-5. 輸入相手国別輸入量の推移

図4-6. 国内地金需要と輸出の推移

図4-7. 2011年内訳

（出典：JOGMEC『鉱物資源マテリアルフロー2012』）

（出典：JOGMEC『鉱物資源マテリアルフロー2012』）
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（4）電線の消費動向
銅の内需は主に電線と伸銅品の2つに分かれる。ま

ず、電線の消費動向について、日本電線工業会による
電線出荷量の2002年から2011年までの出荷量推移を図
4-8に、2011年の内訳を図4-9に、1980年から2011年ま
での長期出荷量推移を図4-10に示した。
2011年の電線出荷量は68万t、うち輸出分を除いた

内需向けは66万tでほぼ前年から横ばい推移した。世
界金融危機以前では80万t水準にあった内需は2009年
の世界金融危機による内需の落ち込みから世界金融危
機以降の超円高と国内家電メーカーの不振が影響し、
2011年に入っても回復していない。

過去30年の電線出荷量の動向を見ると、内需の落ち
込みがより鮮明で、2011年は1990年のピーク時の約半
分にまで落ち込んでいる。その要因として、建設向け
については、設備投資や住宅市場の縮小に伴い減少し
ていると見られ、特に減少幅の大きい電気機械向けに
ついてはメーカーの海外工場移転が進展したこと、電
力向けでは国内の送配電網完備に伴い更新需要のみと
なったこと、通信向けでは光ファイバーに置き換えら
れたことが挙げられる。
電線業界では、内需低迷を受けて新たな市場を海外
に展開するべく、資本力増強に向けた業界再編が活発
化している。

図4-8. 電線出荷量の推移

図4-10. 電線出荷量の30年推移

図4-9. 2011年内訳

（出典：日本電線工業会）

（出典：日本電線工業会）

（653）
2013.3　金属資源レポート

レ
ポ
ー
ト

銅
の
需
給
動
向



18

（5）伸銅品の消費動向
次に伸銅品の国内の消費動向について、日本伸銅協

会による2002年から2011年までの伸銅品出荷量推移を
図4-11に、2011年内訳を図4-12に、1980年から2011年
までの長期生産量推移を図4-13に示した。なお、この
数値はグロス量で銅純分量ではないことを付記する。
2011年の伸銅品出荷量は82万tで、うち輸出分を除

いた内需向けは68万tでほぼ前年から横ばいで推移し
た。世界金融危機以前の出荷量は100万t、内需分は80
万t水準にあったが、世界金融危機で出荷量が急激に
落ち込んで70万tを割り、翌2010年には80万tまで回復
したものの、依然として2008年の水準には回復してい
ない。その背景には、電線と同様に、伸銅品の主力分
野である半導体の国内メーカー不振、エアコン等家電
メーカーの海外工場移転、超円高による国際競争力の
低下と安価な海外製品への切り替えが加速したことが

要因として挙げられる。
2012年の伸銅品生産量については、同協会によると
80万tを割り込んで76万tとの見通しとなっている。
過去30年の伸銅品生産の動向を見ると、ピーク時の
1991年に比べて2011年は6割まで生産が落ち込んでい
る。特に大きく減少している黄銅棒は住宅・建物部材
向けが主力であることから、国内の住宅市場や設備投
資が縮小したことが影響している。次に減少している
銅管は、エアコン等家電メーカーの生産拠点の海外シ
フトがその要因と見られている。
なお伸銅品の出荷量に占める輸出比率は、電線が3％
と低く地産地消とされているのに比べ、17％と高く、
9割以上が中国、東南アジアへ輸出されている。電線
業界同様に伸銅品業界についても業界再編が活発化し
ており、海外展開を目指した動きが見られる。

図4-11. 伸銅品出荷量の推移

図4-12. 2011年内訳

（出典：日本伸銅協会）（注）グロス量（銅純分量ではない）

図4-13. 伸銅品生産量の30年推移
（出典：日本伸銅協会）
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（6）電線と伸銅品の今後の見通し
今後の見通しについて、日本電線工業会及び日本伸
銅協会による2016年の見通しを紹介する。日本電線工
業会による電線出荷見通しを図4-14に、日本伸銅協会に
よる2016年までの伸銅品出荷見通しを図4-15に示す。
電線の見通しについて、日本電線工業会によると、
2016年の電線出荷量は70万t、うち内需は68万t、輸出
2万tの見通しで、2012年からほぼ横ばいで推移すると
している。首都圏を中心に再開発や耐震化工事が進展
するとし、建設用電線は引き続き堅調と見ている。

伸銅品の見通しについて、日本伸銅協会によると、
2016年の伸銅品出荷量は80万tの見通しで（内需、輸出
分の内訳はなし）、伸銅品についても2012年からほぼ
横ばいで推移するとしている。銅板条の半導体向けは
低水準が続くという見通しながらも、自動車向け端子
材には国内メーカーに技術的優位性があるとして期待
感が高く引き続き堅調としている。
また2012年末からの円安進行は電線、伸銅業界とも

に国際競争力の回復・向上に繋がり業界にとって大き
なプラス要因である。

図4-14. 電線出荷2016年見通し

図4-15. 伸銅品出荷2016年見通し

（出典：日本電線工業会）

（出典：日本伸銅協会）
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5. 中国の需給動向
これまで見てきたとおり、中国は2011年の鉱山生産

において世界2位（全体に占める比率8％）、地金生産は
世界1位（同25％）、地金消費も世界1位（同41％）とサプ
ライサイド、デマンドサイドともにその存在感は強大
で、中国の動向に左右される状況にある。一方で、中
国の統計情報については不透明感が高く、正確な数値
を把握することは困難であり、世界の需給見通しを考
える上では大きな懸念事項となっている。これを念頭
に置いて、中国の政府系調査機関の北京安泰科のレポ
ートによる中国の需給動向を概観することとしたい。
2011年中国のマテリアルフローを図5-1に、同国の

需給見通しを図5-2に示した。詳細については『金属資
源レポート2013.1 Vol.42 No.5－中国の非鉄金属需給動
向』において報告がなされているので参照いただきた

い。
安泰科によると、2011年に中国は520万tの地金を生

産し、284万tの地金を輸入している。地金生産に要し
た製錬原料は、4割がスクラップ、3割が輸入精鉱、2
割が国内鉱山による精鉱で、スクラップの比率が日本
の9％と比較すると非常に大きいことが特徴的である。
地金輸入相手国については、45％がチリ、9％がインド、
日本が7％となっている。国内地金消費量は733万tで、
銅線その他向けに46％、銅板22％、銅管15％、銅棒
15％、の比率で消費されており、最終用途としては、
58％が電力向け、16％が家電等の軽工業、13％が建設
向け、7％が自動車を含む機械製造向け、6％が半導体
等の電子情報向けとなっている。電力向けが6割と国
内の送配電インフラ需要が依然として大きいことが分
かる。

図5-1. 2011年中国マテリアルフロー
（出典：JOGMEC『金属資源レポート 2013.1』, 北京安泰科, WBMS）
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図5-2では、2004年から2011年までの地金生産量、
輸出入量、地金消費量及び鉱山生産量の実績値と2012
年から2013年にかけてのそれぞれの見通しを示した。
地金消費は拡大を続けており、安泰科の予測によると、
2012年は前年比4.8％増の768万t、2013年は同5.5％増
の810万tとしている。2012年9月に政府が承認した1兆
元のインフラ投資計画により、需要は堅調と見ている。
一方で、地金生産と輸入地金を合計した供給量と地
金消費量との間には大きな差が見られ、国内では供給
過多の状態が続いている。特に、輸入地金は2009年以
降大幅に増加し、余剰幅もそれに併せて拡大している。
この背景には、中国では銅が金融取引の手段として利
用されており、上海証券取引所（SHFE）とLMEとの価

格差を利用した金融取引のための輸入地金が積み上が
ったことが影響していると見られる。そのため、国内
には相当数の在庫があることが想像される。
また安泰科によると、長期的な国内需要の伸びを見

据えた製錬所の増強が進展しており、地金生産能力は
2012年には796万t、2013年には976万tへ拡大される見
通しとなっている。この数値は2012年、2013年の地金消
費量の予測値を大幅に上回っており、過剰設備と前述
の過剰在庫は世界の需給に大きく影響すると見られる。
このような状況下で、中国国家備蓄局によるベース
メタル備蓄の再開がなされたとの報道が2012年後半に
相次いだ。積み上がる在庫を国が引き取ることで、製
錬メーカーを救済する目的があると考えられる。

6. 世界の需給バランスと価格の見通し
最後に、ICSGによる需給予測を紹介する。図6-1は、
世界の鉱山生産、地金生産、地金消費について2002年
から2011年までの実績値及び2012年から2014年までの
予測値を示したもので、地金生産と鉱山生産との空白
地はスクラップ原料を示している。2012年から2014年
にかけて鉱山生産及び地金生産が急増する一方で地金
消費の増加は緩やかで、2013年には地金生産が地金消
費を上回り、供給不足から供給余剰に転じることが分
かる。図6-2は地金生産と地金消費の差分を需給バラ
ンスとして示したもので、新規鉱山の立ち上がりや労
働争議はサプライサイドの不確定要因としてあるもの
の、2013年の供給余剰分は46万t、2014年は78万tとな
っている。
2013年の価格見通しについては、各金融機関や調査
会社によると7,600US＄/tから8,300US＄/tとバラつき

がある。供給が需要を超過する状況下ではあるものの、
2012年に落ち込んだ米国や中国の需要回復への期待感
があり、また各国が金融緩和政策を継続することによ
り、投機資金の流入が価格を下支えすると見られる。
一方で、中国の過剰在庫や実需の不透明感から上値は
重く推移するという見方が支配的である。
最近のニュースとしては、資産運用会社のJPモルガ
ンやBlackRockが銅の現物を担保とする上場投資信託
（ETF）の上場を米国証券取引委員会（SEC）に申請し、
JPモルガンについては2012年 末 に 承認され、
BlackRockについては承認が保留となっている。IWCC

はETF承認が銅価格のボラティリティを高めるとして
SECへ反対意見書を提出しており、このような金融商
品化により投機が加速し、相場を押し上げる可能性も
高い。

図5-2. 中国の需給見通し

（出典：JOGMEC, 北京安泰科, WBMS）
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7. まとめ
これまでの内容を総括すると、サプライサイドでは、
新規鉱山の生産開始と既存鉱山の拡張により生産量は
増加する見通しとなっている。ただし、鉱石の低品位
化や開発コストの高騰、電力問題や労使問題等のネガ
ティブ要因も引き続き多く存在する。
デマンドサイドでは、主要消費国である米国や欧州、
日本の消費が落ち込むなかで中国が台頭し、世界消費
を牽引した。2011年には世界消費の4割を中国が占め
るに至っているが、同国の実需の不透明感が懸念事項
となっている。2013年は米国の需要回復、中国の大型

インフラ投資への期待感が高まっている。銅は幅広い
分野で使用されており、長期的には需要は堅調に拡大
すると見られ、新たな需要先として、世界的な再生可
能エネルギーの進展もプラスに働くと見られる。
価格見通しについては、新規鉱山による供給増加や
中国の過剰在庫が価格を押し下げる要因となる一方
で、主要国の金融緩和政策の継続が投機資金の流入を
招き、相場の上昇要因となり得ると想定される。その
ため、今後も銅価格は世界の経済動向に連動する状況
が継続すると考えられる。

（2013.2.1）

図6-2. ICSGによる需給バランスとLME価格
（出典：ICSG）

図6-1. ICSGによる需給見通し
（出典：ICSG）
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