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1. LME価格と在庫（2012年12月～2013年1月）
図1-1に2012年12月～2013年1月のLME銅現物価格と
同在庫の推移を示す。
12月のLME銅相場は7,900US＄/ｔ後半でスタートし、

米国及び中国の経済指標が好調であったこと、欧州中
央銀行及びイングランド銀行が政策金利を過去最低金
利に据え置き、また米連邦準備制度理事会が追加の金
融緩和を決定したことを受けて値を上げ、12月上旬は
8,000US＄/ｔから8,100US＄/ｔの間を推移した。下旬に
かけては、米国の「財政の崖」を巡る問題について与野
党協議が決着せず、一時7,700US＄/ｔ台まで下落した
が、年明け後も協議を継続する経過措置が取られたこ
とから、その後反発して7,900US＄/ｔを超えて越年し
た。
2013年に入り、1月1日に「財政の崖」回避に向けた法

案が上下両院で可決されたことを受けて価格は上昇し、
3日には8,100US＄/ｔ台に乗せた。その後価格は反落す
るも、米国経済を巡っては、新規失業保険申請件数や
PMI等の好調な結果を示し、景気回復への期待感が相
場を下支えした。月末には米FOMCの金融緩和継続か
ら対ユーロで米ドル安が進展したことで8,100US＄/ｔ
台まで再び値を上げた。

LME在庫は、12月初めの24.8万ｔから累増して12月
末には32万ｔと10カ月ぶりに30万ｔを上回った。1月に
入りほぼ横ばいで推移していたが、月末に増加し37万
ｔの高水準となった。

2. 需給
国際銅研究会（ICSG）による2012年11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。
世界の鉱山生産量及び地金生産量は、2012年下期か

ら緩やかに増産傾向にあり、10月及び11月の鉱山生産
は148万ｔ、地金生産は173万ｔでほぼ横ばい推移した。
一方、地金消費量については、10月に170万ｔを割って
169万ｔに減少して地金生産量を下回り、2012年1月か
ら継続していた地金消費量が地金生産量を上回る供給
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１～ 12 月 8,811 7,950 －

不足の状況は10月に供給余剰に転換し需給は緩和して
いる。
中国の需給をみると、鉱山生産量は月ベース15万ｔ、
地金生産量は月ベース50万ｔを維持して推移し、大き
な変動は見られない。地金消費量については10月に大
きく減少し70万ｔを割って68万ｔ、11月に僅かに増加
に転じ73万ｔとなっている。地金消費量は、2012年上
期は80万ｔから70万ｔを割って下落基調にあったが、7
月以降増加に転じ、9月は77万ｔであった。

＜供給・鉱山生産＞
世界の鉱山生産量は、2012年10月は148.9万ｔと前月
から3.3％増、11月は同0.4％減の148.3万ｔとなった。
2012年1-11月累計の世界鉱山生産量は前年同期比4.3％
増の1,518万ｔで、鉱山生産の内訳は、精鉱が同3.8％増
の1,183.7万ｔ、SXEWは同5.8％増加し334.3万ｔであっ
た。主要生産国別の1-11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、ザンビア、DRCコンゴ、
メキシコで、中国、DRCコンゴは20％以上増産した。
チリの増加率が4％に留まったことについては、
Collahuasi鉱 山 の 設 備 故 障 に よ る 操 業 停 止 や
Chuquicamata鉱山の鉱石の低品位化による減産等が要
因として挙げられる。
一方、前年同期比で減少したのは、豪州、カナダ、
インドネシアであった。特にインドネシアは、Grasberg
鉱山での2012年上期のストによる操業停止や坑内採掘
移行に伴う減産のほか、Batu Hijau鉱山でも現ピットの
鉱石の低品位化から減産しており、前年同期比で30％
の減産となった。Batu Hijau鉱山は、2013年には7.7万ｔ

図1-1. 銅：LME価格と在庫の推移（2012年12月～2013年1月）
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にさらに減産する見通しだが、2014年には新たなピッ
トからの鉱石生産を開始する予定で生産量は回復する

としている。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
パンパシフィック・カッパー社は、チリCaserones鉱
山について、2013年2月からSXEW法による電気銅生産
を開始すると発表した。2013年は2.7万ｔの生産を計画
しており、年内に銅精鉱及びモリブデン精鉱の生産も
開始するとしている。

CODELCOは、発電能力780MWに及ぶ3件の天然ガス
火力発電所建設計画の環境許認可を申請した。承認さ
れ次第、開発フェーズについては国際入札を実施する。
当該発電所は、チリ第Ⅱ州北部のMejillones地域に建設
され、CODELCOが操業するChuquicamata鉱山、Goby
鉱山、Radomiro Tomic鉱山及びMinistro Hales鉱山等に
電力を供給するとしている。

Chinalco Peru Copper社は、ペルーToromocho鉱山につ
いて2013年Q4に操業を開始すると発表した。2014年Q3
にフル生産に達し、生産量は銅量25万ｔ/年の見通し。
同社は大手商社のTrafigra社やLouis Dreyfus社、中国系
商社Hongfan International社、中国スメルターのTongling 
Nonferrous Metals社との間でオフテイク契約を締結して
おり、契約量は生産量の6割に当たる。

Antofagasta社は、チリAntucoya鉱山開発プロジェク

図1-2. 世界の銅需給推移〔2009年11月～2012年11月〕
（出典：ICSG）

図1-3. 中国の銅需給推移〔2009年11月～2012年11月〕
（出典：ICSG）

表1-1. 主要生産国別鉱山生産量（1-11月累計）

（出典：ICSG）

（単位：千ｔ）

国別 2011年1-11月 2012年1-11月 増減比

チリ 4,742.1 4,918.0 3.7％

中国 1,173.5 1,481.9 26.3％

ペルー 1,112.2 1,179.8 6.1％

米国 1,041.2 1,082.4 4.0％

豪州 876.3 837.4 -4.4％

ロシア 651.9 658.8 1.1％

ザンビア 611.7 620.6 1.5％

DRCコンゴ 409.7 496.9 21.3％

カナダ 517.0 487.0 -5.8％

メキシコ 403.2 479.6 18.9％

インドネシア 522.6 363.7 -30.4％

世界計 14,559.2 15,179.9 4.3％

うち、精鉱 11,399.9 11,836.6 3.8％

うち、SXEW 3,159.2 3,343.3 5.8％
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トについて、開発コストの高騰を理由に一時中止を決
定したと発表した。Antofagasta社は、2011年12月に同
プロジェクトの開発を正式決定していた。

Turquoise Hill Resources社が操業するモンゴルOyu 
Tolgoi鉱山は、2012年12月後半に選鉱所が稼働を開始し
た。試験操業による最初の精鉱生産は2013年1月末、商
業生産は3カ月から5カ月後に開始される見通しで、初
期生産量は銅量約15万ｔ/年を予定している。

Freeport McMoRanは、インドネシアGrasberg鉱山の深
部鉱体の採掘能力を5万ｔ/日から8万ｔ/日へ60％増強す
る。これにより銅地金販売量は2012年32.5万ｔから
2013年50万ｔ、金は28tから37tへ増加する見通しとなっ
ている。

GlencoreとXstrataの合併について、南ア規制当局は
2013年1月22日付で本合併による雇用喪失を制限する条
件を付け、承認した。残すところ中国の承認を待つの
みとなっている。GlencoreとXstrataは合併の期日を2013
年1月末から3月15日に延期した。

＜供給・銅地金生産＞
世界の地金生産量は、2012年10月に173.5万ｔと前月
から3.0％増、11月は173.5万ｔと同数であった。1-11月
累計の世界銅地金生産量は、前年同期比2.1％増の
1,830.8万ｔで、うち、再生地金は同2.4％増の328.4万ｔ
であった。主要生産国別の1-11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29％、日本は震災及び補修による操業停
止に伴う減産から回復して15％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
よる操業停止や鉱石の低品位化が生産に影響したと見
られる。

最近の銅地金生産を巡る動向は次のとおり。
TC（溶錬費）/RC（精錬費）のベンチマークとなるパン

パシフィック・カッパーと海外大手鉱山会社による
2013年及び2014年積み銅鉱石買鉱交渉は、TC 70US＄/
ｔ、RC 7¢/lb台で決着したと報じられた。新規鉱山の
生産開始や既存鉱山の拡張により鉱石需給は緩和する
見通しとなっており、2012年のベンチマークであるTC
　63.5US＄/ｔ、RC　6.35¢/lbから10％改善した。
中国の山東方園有色金属集団公司は、東営銅製錬所

の年産能力を2013年末までに40万ｔから60万ｔに増強
するとしている。2011年の生産能力は25万ｔであった。
安泰科によると、中国は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
る見通しとしている。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るもので、各スメルタ
ーの新規建設及び増強計画を積み上げた
南アのスタンダードバンクによれば、2013年の世界

の銅精鉱供給は増加するが、追加供給される精鉱は複
雑鉱が多く、クリーンな精鉱市場は引き続きタイトな
状況が続くと予想されるとしている。

＜需要・銅地金消費＞
世界の銅地金消費量は、2012年10月は168.5万ｔと前
月から3.3％減少したが、11月は170.6万ｔと同比1.2％
増加した。1-11月累計の世界銅地金消費量では1,882.1
万ｔと前年同期比で3.5％増加した。主要消費国別の
1-11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
13.2％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13％減少した。

最近の地金消費を巡る動向は次のとおり。
安泰科によれば、中国の2012年銅消費は768万ｔ、

2013年は前年比5.5％増の810万ｔと予想している。国
内地金生産は、2012年は560万ｔ、2013年には前年比9％
増の610万ｔとなる見通しで、地金輸入量は2012年340
万ｔから2013年には280万ｔから290万ｔに減少すると
している。2012年の地金輸入量は史上最大値を更新し

（単位：千ｔ）

表1-2. 主要生産国別地金生産量（1-11月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1-11月 2012年1-11月 増減比

中国 4,744.2 5,207.5 9.8％

チリ 2,822.2 2,645.2 -6.3％

日本 1,208.9 1,386.9 14.7％

米国 935.5 906.8 -3.1％

ロシア 833.6 804.5 -3.5％

インド 610.0 636.0 4.3％

ドイツ 656.2 626.6 -4.5％

韓国 537.3 570.9 6.3％

ポーランド 522.3 515.3 -1.3％

豪州 436.0 442.2 1.4％

ザンビア 471.7 488.8 3.6％

DRCコンゴ 319.6 412.4 29.0％

世界計 17,926.9 18,308.2 2.1％

うち再生地金 3,207.8 3,284.1 2.4％

（単位：千ｔ）

表1-3. 主要消費国別地金消費量（1-11月累計）

（出典：ICSG）

国別 2011年1-11月 2012年1-11月 増減比

中国 7,088.1 8,022.7 13.2％

米国 1,628.0 1,636.0 0.5％

ドイツ 1,177.2 1,042.1 -11.5％

日本 936.1 909.0 -2.9％

韓国 702.0 665.4 -5.2％

インド 549.8 576.4 4.8％

ロシア 674.9 585.9 -13.2％

世界計 18,186.5 18,820.9 3.5％
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ているが、2012年12月の中国の銅地金及び銅製品輸入
量は、前月比6.6％減の34.1万ｔ、前年同月比で33％減
少した。安泰科によると、国内の地金生産の更なる増
加が予想されているため、輸入減と輸出増は在庫削減
や国内価格の上昇に貢献するとしている。
日本伸銅協会によると、2013年の国内伸銅品生産量

は80万ｔ台を回復するという見通しを出した。円安進
行による国際競争力向上への期待や被災地の復興も本
格化すると予測している。2012年生産量は76万ｔで世
界金融危機以来となる80万ｔ台を割っていた。
銅取引を巡る動きとしては、金融大手JPモルガンや
資産運用大手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た件につい
て、SECはBlackRockについても2013年2月25日までに
上場を承認した。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、JPモルガンについては昨年末に承認を得ていたが
上場は遅れている。

＜需給バランス＞
2012年11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たが、10月に地金消費量が減少して
地金生産量を下回ったことによりプラスに転じた。1-11月
累計では51.2万ｔでマイナス幅は依然として大きい。

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ICSGが発行するCOPPER BULLETIN 2013年2
月号による2012年1月-11月実績値を表1-4に示す。2012
年予測値と2012年1月-11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、11月末時点の実績値で51.2万ｔと上回っているも
のの、月ベースでみると10月にプラスに転じ、需給は
緩和している。

ICSGによる2013年の見通しについては、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
過剰と4年ぶりに供給不足から供給過剰に転ずるとして
いる。
各金融機関による銅需給予測について、ドイツ銀行

によれば、世界の銅地金需給は2012年の32万ｔの供給
不足から2013年は33万ｔの供給過剰になると予想して
いる。また、Goldman Sachsによると、2013年の銅需要
については、建設向けはひと段落するとしながらも家
電製品向けにシフトすると見ており、中国以外の景気
も緩やかに回復するため、世界の銅需要は増加し、加
速的な供給増加を相殺するとし、LME銅価格について
も引き続き堅調に推移するとしている。LMEリング会
員であるトライランド・メタルズ社の見通しでは、銅
の地金消費は前年比3.2％増の2,085万ｔ、地金生産は同
4.1％増の2,090t、供給余剰幅は5万ｔとしており、実質
的には需給は均衡すると予測している。

図1-4. 銅需給バランス（2008年1月～2012年11月）

表1-4. 銅需給の実績と予測

2011年実績
2012年実績
（1-11月期）

2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 16,019千ｔ 15,180千ｔ 16,479千ｔ 17,533千ｔ

地金生産量（a） 19,651千ｔ 18,308千ｔ 19,950千ｔ 21,140千ｔ

地金消費量（b） 19,865千ｔ 18,821千ｔ 20,376千ｔ 20,682千ｔ

需給バランス（a-b） ▲214千ｔ ▲512千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12月～2013年1月）
図2-1に2012年12月～2013年1月のLME鉛現物価格と
同在庫の推移を示す。
12月のLME鉛相場は、2,200US＄/ｔ台から一時
2,100US＄/ｔ台に下落するも、年末に向けて2,300US＄/

ｔ台へ緩やかに上昇基調となった。中国及び米国の経
済指標が好調であったことや米国の新車自動車販売台
数が11月、12月と前年同月比で増加したことも相場を
押し上げた。
2013年1月は、1日に米国の「財政の崖」回避に向けた

法案が上下両院で可決されたことを受けてベースメタ
ル全般で価格は上昇し、鉛価格についても2011年9月以
来となる2,400US＄/ｔを上回った。その後2,250US＄/ｔ
台へ反落したものの、好調な米国の経済指標が下支え
し、月末には米FOMCの金融緩和継続から対ユーロで
のドル安が進展し、再び2,400US＄/ｔ台まで値を上げ
た。

LME在庫は、11月末にかけて36万ｔまで急増したが、
12月に入ると緩やかに減少基調となり、4カ月ぶりに30
万ｔを割って1月末には29万ｔまで減少した。

2. 需給
国際鉛亜鉛研究会（ILZSG）による2012年12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月から減少傾向にあり、12月に
かけて月ベースで40万ｔ前半まで減少した。地金生産
及び消費量についてはほぼ93万ｔを横ばいで推移し、
需給はタイト化した状況が継続している。
中国については、鉱山生産量は11月、12月と減少し、
月ベースでは12月に25万ｔを下回った。地金生産量に
ついては月ベース42万ｔを横ばい推移した。地金消費
量については2012年下期から減少傾向にあり、10月以
降地金生産量を下回り、12月には40万ｔを割って39万

ｔ台に減少した。

＜供給・鉱山生産＞

世界の鉱山生産量は、2012年11月は前月比1.2％減の
43.8万ｔ、12月は更に減少して42.9万ｔとなった。2012
年の鉱山生産量は517.8万ｔと前年比で11.5％増加した。
主要生産国別の2012年鉱山生産量を表2-1に示す。

前年比で増加しているのは、生産上位から中国、ペ
ルー、メキシコ、ロシアで、中国は前年から20％増加し、
今や世界の鉱山生産の5割以上を占めている。ペルー、
ロシアでは前年比1割程度の増加となった。一方、前年
比で減少したのは豪州、米国、インドであった。

<月間平均値（US＄/ｔ）>

2011 年 2012 年 2013 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

2,602
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
2,276

2,340
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

１～ 12 月 2,398 2,061 －

図2-1. 鉛：LME価格と在庫の推移（2012年12月～2013年1月）

国別 2011年 2012年 増減比

中国 2,358 2,838 20.4％

豪州 531 527 -0.8％

米国 342 340 -0.6％

ぺルー 230 249 8.3％

メキシコ 224 236 5.4％

ロシア 123 138 12.2％

インド 115 112 -2.6％

ボリビア 100 100 0.0％

世界計 4,645 5,178 11.5％

（出典：ILZSG）

（単位：千ｔ）

表2-1. 主要生産国別鉱山生産量
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最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
Xstrataは、豪州のMt Isa鉱山及びMcArthur River鉱山
の増産により、2013年3月末に鉱量枯渇により閉山予定
のカナダBrunswick鉱山の減産分を相殺し、同社の2012
年鉛生産量は前年から8.7％増加し24.5万ｔとなったと
発表した。Mt Isa鉱山の2012年鉛生産量は15.3万ｔ、
McArthur River鉱山は4.0万ｔ、Brunswick鉱山は4.6万ｔ
であった。

BHP Billitonは、豪州Cannington鉱山の2012年鉛生産
量について前年比20％減の9.8万ｔと発表し、2012年下
期からの鉱石の低品位化を減産の主な要因としている。

Teckは、米国Red Dog鉱山について2012年鉛生産量を
前年比11％増の9.5万ｔと発表した。実収率が向上した
ことにより増産したとしている。2013年生産量は8.5万
ｔから9万ｔを予定している。

Vedanta社インド現地法人のHindustan Zinc社は戦略計
画を発表し、既存鉱山の複数の拡張プロジェクトを実
施するとした。これにより鉛及び亜鉛の生産能力を金
属量で120万ｔ/年に増強するとしている。拡張事業は6
年間にわたって実施され、3年目から地金生産が増加さ

れるとし、1年当たり平均2.5億US＄が投じられる。具
体的には、Rampura Agucha鉱山、Sindesar Khurd鉱山、
Zawar鉱山、Rajpura Dariba鉱山、Kayad鉱山について拡
張するとし、Rajpura Dariba鉱山近郊のBamnia Kalan地
域の小規模な新規鉱山開発も実施するとしている。

＜供給・鉛地金生産＞

世界の地金生産量は、2012年11月は前月比1.1％増の
92.4万ｔ、12月は92.6万ｔとなった。2012年の地金生産
量では、1,061.7万ｔと前年比では0.2％の微増に留まっ
た。主要生産国別の2012年地金生産量を表2-2に示す。
前年比で増加しているのは、生産上位から米国、イ
ンド、韓国、ドイツ、英国で、インド、韓国、英国で
は1割の増加となっている。インドでは新規製錬所がフ
ル生産に達したことが増産に寄与した。一方、前年比
で減少したのはメキシコ、カナダ、日本で、日本につ
いては鉛地金の生産を停止した播磨製錬所の影響によ
り前年から減少した。また中国については前年とほぼ
同じ生産量となった。

図2-3. 中国の鉛需給推移〔2009年12月～2012年12月〕
（出典：ILZSG）

図2-2. 世界の鉛需給推移〔2009年12月～2012年12月〕
（出典：ILZSG）
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最近の地金生産を巡る動向は次のとおり。
ペルーLa Oroya製錬所の鉛部門について11月末まで
に操業を開始するとされていたが、2012年末に順調に
生産を開始し、現在フル生産に達していると現地メデ
ィアが伝えた。同製錬所については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り、電力不足や低品位鉱石
もネックとなっていた。同製錬所の2008年の鉛生産量
は11.4万ｔであった。

Nyrstarは、豪州Port Pirie製錬所について3.5億A＄を
投じて再建するとしている。これにより、Nyrstarが全
世界で操業する亜鉛製錬所で発生する残渣のほか、他
社の残渣、複雑精鉱、電子廃材等についても処理が可
能となる。同製錬所の2012年の鉛生産量は15.8万ｔで、
2012年Q3に操業を一時停止したことに伴い前年比で
19％の減産となっていた。
ボリビアKarachipampa鉛銀製錬所について、ボリビ
ア鉱山公社（COMIBOL）は1月に操業を開始した。生産
能力は鉛2.1万ｔ/年、銀163t/年で、同製錬所は1980年半
ばにCOMIBOLが建設していたが精鉱不足のため操業さ
れていなかった。
車載鉛バッテリー生産大手の米Johnson Control社は、
米国サウスカロライナ州のFlorence地域の再生鉛製錬所
の生産能力を13万ｔ/年に増強すると発表した。また新
たな鉛バッテリープラントを中国に建設するとしてい
る。

＜需要・鉛地金消費＞

世界の地金消費量は、2012年11月は前月同の92.8万
ｔ、12月は微増し93.2万ｔとなった。2012年の地金消
費量は1,055.3万ｔと前年比で1.3％増加した。主要消費
国別の2012年地金消費量を表2-3に示す。
前年比で増加しているのは、上位から米国、インド、
韓国、ドイツ、日本、メキシコで、特にインドについ
ては15％以上の増加となっている。一方、減少したの

は中国、ブラジル、スペインで、世界消費の4割を占め
る中国が僅かながらも前年を下回ったため、世界全体
の消費の伸びも1.3％と微増となった。
安泰科は、中国の2013年鉛地金消費は前年比8.8％増
の487万ｔと予測し、消費用途の8割以上を車載（電動自
転車を含む）バッテリー向けが占めるとしている。一方
で、中国国内で鉛地金の在庫が積み上がっているとい
う報道もあり、電動自転車に搭載される鉛蓄電池のリ
サイクルが進展していること、コスト削減のため最新
の電動自転車の鉛使用量が削減されていることが背景
にあるとされる。

＜需給バランス＞

2012年12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。11月及び12月はマイナスに転じ、
2012年下期の需給はタイト化している。

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ILZSGのMonthly bulletin　2013年2月号によ
る2012年実績値を表2-4に示す。2012年については地金
生産及び地金消費ともに予測をおよそ30万ｔ下回る結
果となった。需給バランスについては、余剰幅が6.4万
ｔと予測の10.8万ｔより僅かに減少し、需給はややタ
イト化している。
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。

LMEリング会員であるトライランド・メタルズ社の

表2-3. 主要消費国別地金消費量

（出典：ILZSG）

国別 2011年 2012年 増減比

中国 4,632 4,628 -0.1％

米国 1,531 1,589 3.8％

インド 452 522 15.5％

韓国 425 426 0.2％

ドイツ 372 382 2.7％

日本 236 265 12.3％

ブラジル 263 260 -1.1％

メキシコ 227 244 7.5％

スペイン 265 228 -14.0％

世界計 10,418 10,553 1.3％

（単位：千ｔ）

国別 2011年 2012年 増減比

中国 4,648 4,646 0.0％

米国 1,247 1,294 3.8％

インド 426 464 8.9％

韓国 422 456 8.1％

ドイツ 429 430 0.2％

メキシコ 348 345 -0.9％

英国 275 312 13.5％

カナダ 287 282 -1.7％

日本 253 252 -0.4％

世界計 10,594 10,617 0.2％

（出典：ILZSG）

（単位：千ｔ）

表2-2. 主要生産国別地金生産量
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見通しでは、鉛の地金消費は前年比6.3％増の1,143万ｔ
で中国のバッテリー需要増に伴って増加するとし、地

金生産は同5.2％増の1,140万ｔに留まるため、3万ｔの
供給不足になると予測している。

図2-4. 鉛需給バランス（2008年1月～2012年12月）

表2-4. 鉛需給の実績と予測

2011年実績 2012実績 2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 4,696千ｔ 5,178千ｔ 5,210千ｔ 5,356千ｔ

地金生産量（a） 10,598千ｔ 10,617千ｔ 10,904千ｔ 11,322千ｔ

地金消費量（b） 10,442千ｔ 10,553千ｔ 10,796千ｔ 11,148千ｔ

需給バランス（a-b） +156千ｔ +64千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12月～2013年1月）
図3-1に2012年12月～2013年1月のLME亜鉛現物価格と

同在庫の推移を示す。
12月のLME亜鉛相場は、2,000US＄/ｔから2,050US＄/ｔ

の間を大きな値動きなく推移した。2013年1月1日に米国
の「財政の崖」回避に向けた法案が上下両院で可決された
ことを受けてベースメタル全般で価格は上昇し、亜鉛に
ついても2,100US＄/ｔ近くまで値を上げた。その後
1,950US＄/ｔを下回って下落したものの、好調な米国の経
済指標により上昇基調を維持し、月末には米FOMCの金
融緩和継続から対ユーロでのドル安が進展し、再び
2,100US＄/ｔ台まで値を上げた。

LME在庫は、2012年12月に120万ｔ台まで増加し、1月
末にかけて在庫量は変化なく同水準で推移した。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需給は
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12月までの世
界の亜鉛需給の推移を図3-2に、うち中国について図3-3
に示す。
世界の鉱山生産量は2012年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いる。地金生産
は9月以降増産が継続しており、12月には1年ぶりに114万
ｔを生産した。消費量については、11月に102万ｔに減少
し、12月には110万ｔ近くまで持ち直したものの、2012年
を通して100万ｔから110万ｔの間を推移し、前年の消費
量を下回った。なお、中国を除いた世界の消費量は2012
年を通して変化がなく、月当たり60万ｔを挟んで推移し
た。
中国については、11月の鉱山生産は前月から横ばい、
12月は僅かに増加した。地金生産については、9月以降右
肩上がりで増産傾向となったが、2012年の生産量では前
年を下回った。地金消費については、11月に減少し、12
月に持ち直して50万ｔ近くまで増加したが、2012年の消
費量では前年を下回った。地金生産及び消費が前年から
減少するなか、鉱山生産量の増強が目立っている。

＜供給・鉱山生産＞
世界の鉱山生産量の11月と12月の値は、それぞれ116.9
万ｔ、119.8万ｔで、11月は前月比0.1％増となった。2012
年の鉱山生産量は1,360.4万ｔと前年比で5.1％増加した。
主要生産国別の鉱山生産量を表3-1に示す。

前年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。特に、中国は前年から
14％以上増産した。

最近の鉱山生産を巡る動向は次のとおり。
DOWAホールディングスは、製錬事業会社のDOWAメ

タルマインが加Constantine Metals社の保有する米アラス
カ州Palmer亜鉛・銅探鉱プロジェクトに参入したと発表
した。2016年12月末までに探鉱費2,200万US＄を負担する

<月間平均値（US＄/ｔ）>

2011 年 2012 年 2013 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

2,372
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
2,038

2,033
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

１～ 12 月 2,191 1,946 －

表3-1. 主要生産国別鉱山生産量

（出典：ILZSG）

国別 2011年 2012年 増減比

中国 4,308 4,930 14.4％

豪州 1,472 1,492 1.4％

ペルー 1,256 1,281 2.0％

インド 835 786 -5.9％

米国 769 732 -4.8％

メキシコ 632 645 2.1％

カナダ 612 613 0.2％

カザフスタン 462 443 -4.1％

世界計 12,948 13,604 5.1％

（単位：千ｔ）

図3-1. 亜鉛：LME価格と在庫の推移（2012年12月～2013年1月）
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産量を表3-2に示す。

前年比で増加しているのは、生産上位から韓国、日本、
メキシコ、ペルーで、日本は震災に伴う減産から回復し
たものの、夏場の操業停止等により増加幅は限定的であ
った。一方、減少したのは、中国、インド、カナダ、ス
ペイン、豪州で、世界の約4割を生産する中国の減産は国
内需要の低迷が影響していると見られる。

ことにより権益の49％を取得することができる。
Xstrataは、豪州Lady Loretta鉱山について、粗鉱年産能

力を120万ｔから160万ｔへ33％引き上げるとしている。同
鉱山は2012年9月に生産を開始し、2013年半ばに商業生産
に移行する見通しとなっている。
ブルキナファソPerkoa鉱山開発プロジェクトについて、

Blackthorn Resources社は2月末までに完了し、2013年Q2
に出荷を開始すると発表した。
中国五鉱集団公司の豪州子会社Minerals and Metals 

Group（MMG）は、豪州QL州のDugald River鉱山開発計画
を正式決定した。2015年に生産開始を予定しており、鉱
量枯渇で閉鎖されるCentury鉱山の後継鉱山とされる。
Dugald River鉱山の年産能力は亜鉛20万ｔから25万ｔ、鉛
2.7万ｔから3万ｔの見通しで、Century鉱山の年産能力は
亜鉛50万ｔ、鉛2.5万ｔであった。
加Gordcorp社は、2013年の亜鉛生産量について12.9万

ｔから13.8万ｔとの見通しを発表した。当該生産量は同社
が操業するメキシコPenasquito鉱山からの生産によるも
の。同鉱山の2012年の亜鉛生産量は18.8万ｔと想定され、
2013年は減産される見通しである。

＜供給・亜鉛地金生産＞
世界の地金生産量は、11月は前月比2.7％増の110.5万ｔ、

12月は114.7万ｔとなった。2012年の地金生産量は1,266万
ｔと前年同期比で3.5％減少した。主要生産国別の地金生

図3-2. 世界の亜鉛需給推移〔2009年12月～2012年12月〕

図3-3. 中国の亜鉛需給推移（2009年12月～2012年12月）

（出典：ILZSG）

（出典：ILZSG）

表3-2. 主要生産国別地金生産量

（出典：ILZSG）

国別 2011年 2012年 増減比

中国 5,222 4,829 -7.5％

韓国 828 887 7.1％

インド 800 758 -5.3％

カナダ 662 644 -2.7％

日本 545 571 4.8％

スペイン 524 521 -0.6％

豪州 515 498 -3.3％

メキシコ 322 329 2.2％

カザフスタン 320 320 0.0％

ペルー 314 319 1.6％

世界計 13,120 12,660 -3.5％

（単位：千ｔ）
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＜需要・亜鉛地金消費＞
世界の地金消費量は、11月は前月比4.0％減の102.4万ｔ、

12月は109.3万ｔとなった。2012年の世界地金消費量は
1,239.5万ｔと前年比で2.8％減少した。主要消費国別の地
金消費量を表3-3に示す。

前年比で増加しているのは、上位からインド、韓国、
ブラジルで、その他の主要国では軒並み減少した。特に、
世界消費の4割を占める中国の減少が世界全体の減少に
大きく影響している。
中国の消費予測について、安泰科によると、2012年亜
鉛地金消費は前年比3.4％増の543万の見込み、2013年に
ついては前年比5.5％増の571万ｔとの見通しを出してい
る。亜鉛消費の6割を占めるめっき鋼板用は電力、鉄道向
けに増加すると見込まれるが、建設や自動車向けは限定

的な増加に留まるとしている。

＜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。2012年7月から9月にかけて僅かながらもマイナスと
なっていたが、10月以降、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ILZSGが発行するMonthly bulletin　2013年2月号
による2012年実績値を表3-4に示す。2012年の需給バラン
スは26.5万ｔのプラスと予測を上回り、亜鉛地金消費の落
ち込みが顕著となった。
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。

LMEリング会員であるトライランド・メタルズ社の見
通しでは、亜鉛の地金消費は前年比3.1％増の1,280万ｔ、
地金生産は同3.2％増の1,305万ｔ、2012年と同じ規模の25
万ｔの供給余剰になると予測している。

表3-3. 主要消費国別消費量

（出典：ILZSG）

国別 2011年 2012年 増減比

中国 5,468 5,291 -3.2％

米国 928 899 -3.1％

インド 533 623 16.9％

韓国 545 573 5.1％

日本 501 484 -3.4％

ドイツ 509 473 -7.1％

ベルギー 395 372 -5.8％

イタリア 338 262 -22.5％

ブラジル 237 247 4.2％

世界計 12,754 12,395 -2.8％

（単位：千ｔ）

図3-4. 亜鉛需給バランス（2008年1月～2012年12月）

表3-4. 亜鉛需給の実績と予測

2011年実績 2012年実績 2012年予測 2013年予測

鉱山生産量 12,950千ｔ 13,604千ｔ 13,596千ｔ 13,959千ｔ

地金生産量（a） 13,131千ｔ 12,660千ｔ 12,862千ｔ 13,479千ｔ

地金消費量（b） 12,753千ｔ 12,395千ｔ 12,709千ｔ 13,186千ｔ

需給バランス（a-b） +378千ｔ +265千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12月～2013年1月）
図4-1に2012年12月～2013年1月のLME価格と同在庫
の推移を示す。

LMEニッケル価格は、11月後半に中国PMI指数や米
国失業率の改善、ユーロ諸国のギリシャ追加支援合意
などが好感され17,000US＄/ｔ圏に上昇した後、ユーロ
圏2013年GDP成長率の下方修正で一旦は下落したもの
の、米中の好調な経済指標に支えられ、12月前半には
17,705US＄/ｔへ上伸した。後半は、米国「財政の崖」問
題に市場の注目が再び集まり、与野党間協議の難航が
報じられると、これを受けて1週間で700US＄/ｔ近く値
を下げ、その後もクリスマス休暇による薄商いから横
ばいで推移し、この問題に対する懸念を抱えながら
17,085US＄/ｔで年を越した。
2013年1月は、元旦の米国「財政の崖」回避のニュース
が好感され17,425US＄/ｔでスタート。その後、中旬ま
で17,000US＄/ｔ前半を推移し、20日に中国の第4四半
期GDP成長率が8期ぶりに前期を上回る＋7.9％との発
表（但し2012年通年は＋7.8％で1999年以来の低水準）
や、12月鉱工業生産及び小売売上高も同国経済の堅調
ぶりを示す結果となった一方で、米国債務上限引き上
げ問題が不安材料として上値を抑え、17,000US＄/ｔ半
ばでもみ合いが続いた。月末に米国の第4四半期GDP成
長率が前期比-1.1％と2009年第2四半期以来の低迷が明
らかとなったことを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）
が量的緩和策（QE3）の継続を決定すると、経済の更な
る回復による需要増大が期待され価格は急伸、
18,205US＄/ｔで越月した。

LME在庫は、2011年9月末（9.7万ｔ）から増加を続け、
2012年12月初めには13.8万ｔ、1月末には15.0万ｔを計
上した。その後も増加傾向に歯止めがかからず、2010
年の過去最高水準に迫りつつある。キャンセルワラン
ト比率は、12月初めには12.6％にあたる1.7万ｔであり、
2013年1月末には16.1％にあたる2.4万ｔとなり、全体の
在庫の増加分に対し、キャンセル分の比率が若干増加
した。

<月間平均値（US＄/ｔ）>

2011 年 2012 年 2013 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

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
17,407

17,465
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

１～ 12 月 22,831 17,536 －

2. 需給
国際ニッケル研究会（INSG）による2012年12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、インドネシアにおける2012年5
月からの鉱石供給禁止規定（2012年2月に公布された鉱
物資源高付加価値義務化に関する大臣令。実際には輸
出許可制となる）を受け、駆け込み輸出を意図した同国
からの産出が2倍に跳ね上がったが、その後は全体で16
万ｔ台を横ばい推移し、11月・12月は連続で微減とな
った。
一次ニッケル生産は2012年初から暫く14万ｔ前後で

横ばい状態が続いた後、7月から中国での生産量が徐々
に増加し、特に11月・12月は鉱石在庫調整の動きから
前月比それぞれ11.6％、21.1％増加の15.3万ｔ、16.6万
ｔとなった。一方、一次ニッケル消費は中国でも12月
に消費が横ばいとなったことで、当月の世界消費量は
14.4万ｔ、需給バランスは前月9,100ｔの供給過剰から
2.2万ｔの供給過剰と過剰幅が拡大した。
2012年1-12月累計では、鉱石生産が前年同期比5.0％

増の202.9万ｔ、一次ニッケル生産が同8.4％増の174.8
万ｔ、一次ニッケル消費が3.4％増の166.1万ｔであり、
需給バランスは8.7万ｔの供給過剰であった。詳細は後
述する。
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、一次ニッケル生産は2010年後半から緩やかだ
った増加幅が、2012年7月以来5か月連続で急増した。

図4-1. ニッケル：LME価格と在庫の推移（2012年12月～2013年1月）
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＜供給・鉱山生産＞
世界の鉱山生産量は、2012年11月は前月比1.3％減の

17.1万ｔ、12月は同4.0％減の16.4万ｔ、2012年1-12月累
計では前年比5.0％増の202.9万ｔとなった。主要生産国
別の2012年1月-12月累計ニッケル鉱山生産量を表4-1に
示す。

前年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、
中国であった。特にインドネシア、フィリピン、豪州、
ブラジルは前年比2桁増加となっている。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。
BHP Billitonとコロンビア政府は2012年末、Cerro 

Matosoフェロニッケル鉱山製錬所の操業許可を更新す
ることに合意した。新たな契約の下で、従来7～12％で
あったロイヤルティは12％に設定され、2029年末にか
けて14％に引き上げられる。加えて、同社は周辺社会
プロジェクトに毎年2,500万US＄、地域開発プロジェク
トに3年間で1,000万US＄を拠出する。さらに、旧契約
の下で履行されていない2,000万US＄を拠出し、製品の
高付加価値化のために4,000万US＄を投資する。契約更
改により同社は最短でも2029年、最長2044年まで操業
を継続することができる。なお、同鉱山では、団体協
約の違反があったとして労組がストライキを検討して
いるとの報道もあったが、現在のところ続報はない。
なお、同社は豪・WA州Perseverance鉱山付近で高品位
ニッケル鉱床'Venus'を発見したと報じられている。ニ

表4-1. 主要生産国別鉱山生産

（出典：INSG）

国別 2011年 2012年 増減比

インドネシア 297.0 335.0 12.8％

フィリピン 275.6 304.7 10.5％

ロシア 270.0 270.0 0.0％

豪州 215.0 238.7 11.0％

カナダ 219.6 203.2 -7.5％

ニューカレドニア 131.1 132.1 0.8％

ブラジル 91.0 109.0 19.8％

中国 89.8 92.8 3.3％

世界計 1,932.3 2,029.4 5.0％

（単位：千ｔ）

図4-2. 世界のニッケル需給推移〔2009年12月～2012年12月〕

図4-3. 中国のニッケル需給推移〔2009年12月～2012年12月〕

（出典：INSG）

（出典：INSG）
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ッケル市況の低迷と豪ドル高の影響で、2012年には
Nickel West鉱山などの豪州ニッケル事業において同社
は2.05億US＄損失を計上していた。従って、市場では
同社がニッケル事業の縮小や売却を検討しているとの
見方が浮上していたが、このVenus鉱床の発見によって
「将来の収益性と事業方針の変更（reshape）が有りうる」
とされている。アナリストらは、同社ニッケル部門の
現在の資産価値を35億US＄～45億US＄に上るとしてい
る。
豪・Albidon社は、ニッケル市況低迷を理由にザンビ

ア・Munaliニッケル鉱山を無期限休止とし、労働者を
ほぼ全員解雇することを正式決定した。年産能力は
10,500ｔ、2011年生産量は3,200ｔであった。なお、同
社は中国・金川集団公司の子会社。
カナダ・First Quantum社はザンビア・Enterpriseニッ
ケル鉱山開発を間もなく開始する。同鉱山はTrident鉱
山プロジェクトの一部であり、Sentinel銅プロジェクト
も進行中。2015～2016年に生産開始の見通しで、ニッ
ケル年産能力は当初2.8万ｔ、3年後には3万ｔに増強す
る計画。
カナダ・Barrick Gold社は、タンザニア・Kabangaプ

ロジェクトの権益50％の売却を検討している。Kabanga
鉱床は未開発のニッケル硫化鉱としては世界トップク
ラスとされているが、タンザニア北西部、ブルンジと
の国境近くの内陸に位置しているため、輸送コストが
懸案事項となっている。

Rio Tintoは、米国・Eaglesプロジェクトについて2013
年後半生産開始、年産ニッケル1.6万ｔ、銅1.3万ｔを予
定していると発表したが、一部報道では現在の市況低
迷により生産開始は2014年遅くになるとの見方もある。

Norilskは、Lake Johonston鉱山をはじめとする豪州資
産の一部閉鎖もしくは売却を検討している。Lake 
Johonston鉱山は、2009年以来操業を停止していたが、
2011年第2四半期に生産を再開していた。現在、複数社
が同鉱山に関心を持っているとのことであるが、売却
が成立しなかった場合は2013年4月22日から休止する予
定。同山の2012年生産量は9,000ｔであった。同社はよ
り大きなグリーンフィールド案件に焦点を定めていく
としている。

＜供給・一次ニッケル生産＞
世界の一次ニッケル生産量（INSGによる"Primary"）
は、2012年11月は前月比11.6％増の15.3万ｔ、12月は同
21.1％増の16.6万ｔ、2012年1-12月累計では前年比8.4％
増の174.8万ｔとなった。主要生産国別の2012年1-12月
累計一次ニッケル生産量を表4-2に示す。
前年比で増加したのは中国、日本、豪州、ブラジル、

コロンビア、ニューカレドニア、イギリス。特に中国
での2桁成長が全体量の増加を牽引している。前年比で
減少したのはロシア、カナダ、ノルウェー、フィンラ
ンドであった。
最近の一次ニッケル生産を巡る動向は次のとおり。
UzuralのOrskフェロニッケル製錬所は10月から生産
を停止している。年産能力はニッケル純分1.7万ｔ。同
社は老朽化したシャフト炉を直流電気炉に入れ替える

為、2011年10月、実証試験炉を導入した。フェロニッ
ケル生産能力4,500ｔ/月（ニッケル品位20％）で、3基を
追加導入する計画だが、工事は開始されていない。

ValeはLong Harbour製錬所プロジェクトが稼働を開始
することや、原材料供給を効率的に配分することを理
由にカナダ・Copper Cliffニッケル製錬所の2炉のうち1
炉を休止し、2016年からは1炉体制とする計画。これに
よりSudbury事業所全体として精製ニッケル生産が影響
を受けることはない。同社は2012年、市況変動やコス
ト高騰に対応するため、ベースメタル事業の見直しを
行うと発表していた。同製錬所の1炉休止により、2012
年発表したクリーンエア（大気汚染削減）プロジェクト
の必要投資額は当初見込み20億US＄から10億US＄に半
減する。クリーンエア・プロジェクトは2012年10月、
キャッシュフローの問題から延期中と発表されていた。
同社のブラジル・Onça Pumaフェロニッケル製錬所は
電気炉2基の操業トラブルのため、2012年6月から操業
が停止されている。このうち1基を再開する決定が下さ
れ、2013年第4四半期に再開する計画。所要コストは
1.88億US＄。同案件の資産評価額は2012年9月時点で
37.78億US＄であったが、このうち28.48億US＄を特損
処理する。同社は2012年、ニューカレドニア・VNC（旧
Goro）鉱山・製錬所においてもHPAL工程や硫酸プラン
トでのトラブルで供給障害に見舞われたが、これらに
対処し2013年は増産を目指す。
インドネシアでは、2014年1月から実施される見込み

の鉱石禁輸措置への対応として、製錬所建設計画が度々
報じられている。以下に同国におけるニッケル製錬所
の建設計画について記す。
国営鉱山会社PT Antamは、自社のPomalaaフェロニッ
ケル・プラントでの第4生産ライン建設に着手する。投
資額は約1億US＄、建設期間は27か月を予定し、日本
の川崎重工と地元PT Wijaya Karya社がEPC契約により
建設を請け負う。
住友金属鉱山は、南東部Sulawesiにおいてニッケル鉱
山・HPAL製錬所計画のプレFS及び環境影響分析調査を

表4-2. 主要生産国別一次ニッケル生産

（出典：INSG）

国別 2011年 2012年 増減比

中国 435.2 519.2 19.3％

ロシア 265.7 252.5 -5.5％

日本 157.3 168.8 7.3％

カナダ 142.4 139.8 -1.9％

豪州 110.2 131.1 19.0％

ノルウェー 92.4 91.7 -0.8％

ブラジル 30.8 53.5 73.6％

コロンビア 37.8 51.6 36.4％

フィンランド 48.5 45.5 -6.2％

ニューカレドニア 40.0 45.4 13.4％

英国 37.4 38.6 3.2％

世界計 1,612.7 1,747.8 8.4％

（単位：千ｔ）
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行っていると発表。PT Vale Indonesia Tbk（PTVI、住友
金属鉱山20.09％、Valeカナダ59.28％、その他20.63％）
との合弁であり、プレFSは2013年4月に完了する見込み。
同社にとりフィリピン・Coral Bay、Taganitoに次いで3
番目のHPALプラントとなる。

POSCOはGwangyangフェロニッケル・プラントの拡
張に着手している。2014年末には稼働を開始し、フェ
ロニッケル年産能力を3万ｔから5.4万ｔに拡大する。
中国は、他国企業に比べ特に数々の製錬所建設計画

を発表している（これまでの計画についてはJOGMECニ
ュース・フラッシュで報告しているとおりである）。最
近の動きは以下のとおり。中国鉄鉱石資源企業の中国
罕王持株有限公司（China Hanking Holdings）は、インド
ネシアに3つのニッケルプロジェクトを保有する
Northeastern Lion社の株式70％を取得しニッケル市場に
進出した。鉱山開発を進めるほか、2016年末までにニ
ッケル年産能力4万ｔの製錬所を建設する。この他、福
建泛华矿业股份有限公司（Fujian Pan Chinese Mining Co）
は、北Maluku州では地元企業との合弁による製錬所建
設を開始したとのこと。また、中央Sulawesiでのインド
ネシア地元企業による計画では、中国からの全面的な
技術サポートが受けられるとしている。

＜需要・一次ニッケル消費＞
世界の一次ニッケル消費量は、2012年11月は前月比

1.4％増の14.4万ｔ、12月は横ばい、2012年1-12月累計
では前年比2.1％増の136.3万ｔとなっている。主要生産
国別の2012年1月-12月累計一次ニッケル消費量を表4-3
に示す。

前年比で増加しているのは、中国、米国、韓国、イ
タリア、インド、スペインで、日本、ドイツ、台湾は
減少した。インドは、世界消費に占める割合は小さい
ものの、増加率は前年比23.6％と堅調である。
ニッケル需要の約65％を占めるステンレス鋼の動向
については以下のとおり。
2012年 末 に フ ィ ン ラ ン ド・Autokumpuと 独・

ThyssenKruppのステンレス部門であるInoxumの統合が
完了、ステンレス年産能力は350万ｔと世界最大となっ

た。統合条件であるイタリア・Terniプラントの売却に
ついて、ルクセンブルク・Aperam（ArcelorMittal系列）、
イタリア・Marcegaglia及びArvediの3社による合弁で同
プラントの入札に臨む意向。
2012年の中国ステンレス粗鋼生産量は、中国特殊鋼
企業協会ステンレス分会によると前年比14.2％増の
1,609万ｔであった。消費については、同国の2012年
GDP成長率（＋7.8％）は鈍化したものの、自動車や家電
などの需要増大により1,287万ｔと同16.4％増加した。
2013年も、国内都市化の実現に向けた大型インフラ整
備が進むと考えられている。ただし、同国では価格の
安い200系（マンガン系）ステンレスの割合増加の動きが
ある。2012年の300系（ニッケル系）生産割合は49.7％で
あったが、全体の伸びに比してその割合は2008年比ほ
ぼ横ばい、200系は22.6％から30.8％へ拡大、400系（ク
ロム系）は13.0％から16.9％へ縮小した。
世界でもステンレス鋼種の多様化やニッケル価格の
激しい変動により、300系の割合は2002年（71.3％）から
2011年（56.4％）にかけ縮小した。

＜需給バランス＞
2012年12月までの世界のニッケルの需給バランスと

LME現物価格及びLME在庫の推移を図4-4に示す。需給
バランスは2011年後半から供給過剰の状況が継続して
いる。

3. 今後の需給見通し
各金融機関による需給予測について、Bank of 

America Merrill Lynchは、中国の第4四半期ニッケル需
要は増加したものの、国内でのニッケル銑鉄（NPI）生産
の増加で世界市場への影響は限定的であり、この傾向
は今後も継続するとの見通しを示した。更に、欧州の
リセッションや米国の財政問題先送りの状況から、ニ
ッケル市場は盛り上がりに欠けるとし、2013年のニッ
ケル価格を第1四半期は17,500 US＄/ｔ、第2四半期は
18,000US＄/ｔと予想している。また、Goldman Sachsは、
ベースメタル全般としては経済回復による需要増大と
価格上昇を予想しているが、ニッケルについては、現
在の価格水準から上昇する要因は見当たらないと悲観
的な見方をしている。
住友金属鉱山は、2013年も新規プロジェクトからの

供給増加により5.8万ｔの供給過剰になると予測してい
る。
一方、Metal Bulletin Researchは、後半には供給過剰
幅が減少し、上昇に転ずるとして19,750 US＄/ｔと高め
の予想を発表した。
2012年末には、第1四半期中にステンレス鋼が在庫積
み増し局面入りすればニッケル価格は上向くとの期待
も市場には見られたが、欧州市場においては需要回復
の動きが鈍く、米国ステンレス市場は横ばい推移とな
っており、積み増し需要は今のところ乏しい状況であ
る。
2012年は世界消費量における中国消費量の割合が
46.3％（2011年43.8％）と50％に迫る勢いとなった。日米
欧の需要が横ばいまたは減少したことで、相対的に中

表4-3. 主要消費国別一次ニッケル消費

（出典：INSG）

国別 2011年 2012年 増減比

中国 704.0 770.0 9.4％

日本 152.2 134.8 -11.4％

米国 132.4 135.6 2.4％

ドイツ 92.5 87.7 -5.2％

韓国 66.2 67.0 1.2％

イタリア 54.5 55.3 1.5％

台湾 49.0 44.6 -9.0％

インド 34.8 43.0 23.6％

スペイン 32.0 34.5 7.8％

世界計 1,606.7 1,661.3 3.4％

（単位：千ｔ）
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国の割合が拡大した。
欧州では債務危機問題から波及したユーロ圏全体の
経済・政局不安により景気回復が遅れ、米国では回復
基調とされながらも、当面は「財政の崖」問題が不安材
料となっている。この傾向は2013年前半まで続くと見
られる中、需給を考えるにあたり中国の動向が益々重
要になってきている。
中国・第12期全国人民代表大会（全人代）では、正式

に習近平氏が国家主席に選出され、習近平体制が本格
発足する。温家宝現首相は、冒頭の政府活動報告で、
2013年GDP成長率目標を7.5％と発表した。欧米経済が
前述のような状態にある中、この目標の達成には「相当

な努力が必要」としたが、今後の施策として地域発展総
体戦略の踏み込んだ実施を明言しており、インフラ開
発による国内需要増大の期待が見込まれる。いずれに
せよ、今後の需給見通しは、中国の政権交代後の動向
次第と言える。
なお、表4-4にINSGの2012年及び2013年の需給予測

（秋季会合時点）と2012年実績値を掲載する。2012年は
鉱山生産量、一次ニッケル生産量、一次ニッケル消費
量いずれも予測値を上回った。生産量に比べ消費量の
伸びが鈍く、需給バランスは予測を超える供給過剰幅
であった。

（2013.3.6）

表4-4. ニッケル需給の実績と予測

2011年実績 2012年予測 2012年実績 2013年予測

鉱山生産量 1,902千ｔ 2,011千ｔ 2,029千ｔ 2,115千ｔ

一次ニッケル生産量（a） 1,589千ｔ 1,687千ｔ 1,748千ｔ 1,780千ｔ

一次ニッケル消費量（b） 1,587千ｔ 1,645千ｔ 1,661千ｔ 1,707千ｔ

需給バランス（a-b） +1.8千ｔ +42.8千ｔ +86.5千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12月〕
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