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亜鉛の需給動向等

1. はじめに
　亜鉛は、めっき鋼板、伸銅品、ダイカスト、無機薬
品等として自動車や建材をはじめ多様な分野で使用さ
れ、国民生活に必要不可欠な金属資源のひとつである。
一方、国内の供給サイドに目を向けると、国内亜鉛製
錬業は、近年の電力コスト上昇などを受けて、厳しい
経営環境に直面している。
　本稿では、亜鉛の安定供給を図るうえで、①製錬所
への原料供給上の課題は何か、②製錬業を取り巻く経
営環境の変化がもたらす影響およびその対策はどのよ
うなものか、③川下産業の動向とその需要への影響は
どのようなものか、④サプライチェーン上の課題は何
か、という問題意識のもと、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、世界お
よび日本国内の需給動向を概観する。また最後に、そ
れらの情報を踏まえて、将来の亜鉛の安定供給確保に
向けた（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下、
JOGMEC）の支援事業の方向性について言及したい。
　なお、本調査は2013年度に実施したものであり、基
本的に2012年（暦年）までのデータを用いているが、価
格、需給動向など一部のデータについては直近の数値
を使用している。また、特にことわりがない場合には、
鉱石量や地金量は亜鉛純分量を示す。

2. 世界の需給動向
（1）世界消費
　世界の亜鉛地金消費量を図2-1に示す。2012年の世
界の地金消費量は12,344千tで、対前年比3%の減少で
あった。しかしながら、2000年以降の推移を見ると、
消費量は増加傾向にある。特に、中国の消費量が世界
全体の消費量に占める割合は、2000年には16%であっ
たが、2012年には43%まで急増しており、世界全体の
消費量を押し上げている。次いでインドの伸び率が高
く、2012年の消費量は2000年の2.6倍となっている。
両国の経済成長が続けば、今後も世界の亜鉛消費量は
堅調に推移すると思われる。

（2）埋蔵量と生産動向
　国別の埋蔵量を図2-2に示す。亜鉛鉱床は豪州、中国、
ペルー、メキシコなど、複数の国に分散して賦存して
いる。また、近年ではインド、ボリビア、アイルラン
ドなどでも埋蔵量の増加が確認されており、世界全体
の埋蔵量も増加傾向している（表2-1）。
　国別の鉱石生産量を図2-3に示す。2012年の鉱石生
産量は13,615千tであり、2000年以降増加傾向にある。
中国での増産が世界全体の生産量を押し上げているほ
か、ボリビアやインドでの新規鉱山開発や既存鉱山の
拡張により、世界の鉱石生産量は増加している。

出典：国際鉛亜鉛研究会（ILZSG）および世界金属統計局（WBMS）データ 出典：米国地質調査所（USGS）
　　　“Mineral Commodity Summaries”
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図2-1. 世界の亜鉛消費量 図2-2. 国別鉱石埋蔵量（2012年）
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　2012年の生産上位20鉱山の年間生産量を図2-4に、
主要鉱山一覧を表2-2に示す。かつては、北米、欧州、
豪州など古くからの亜鉛生産国に生産量の多い鉱山が
集中していたが、ボリビア・San Cristobal鉱山やペルー・

出典：USGS “Mineral Commodity Summaries”

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
a）埋蔵量世界計

（純分千 t ） 190,000 190,000 200,000 220,000 220,000 220,000 220,000 180,000 180,000 200,000 250,000 250,000 250,000

b）生産量世界計
（純分千 t ） 8,730 8,850 9,010 9,010 9,600 9,800 10,000 10,900 11,600 11,200 12,000 12,800 13,500

a/b）可採年数
（年） 21.8 21.5 22.2 24.4 22.9 22.4 22.0 16.5 15.5 17.9 20.8 19.5 18.5 

鉱山名
（一部で企業合計含む） 国　名 権益保有企業 / 保有率 % 2012 年

生産量（t）
2013 年
生産量（t）増減比 生産開始

（年） 備考

Rampura Agucha ※ インド Hindustan Zinc Ltd. (Vedanta) /100 677,300 652,700 -4% 1991 坑内掘りへ移行予定
Red Dog 米国 Teck Resources Ltd. /100 529,100 551,300 4% 1990
Century 豪州 MMG Ltd. (Minmetals) /100 514,700 488,233 -5% 2000 2015 年に閉山予定
Mt Isa 豪州 Glencore Xstrata Plc. /100 390,400 405,100 4% 2008 拡張計画あり
Kazzinc

（Regional Production）カザフスタン Kazzinc Ltd. (Glencore) 301,300 216,200 -28% －

McArthur River 豪州 Glencore Xstrata Plc. /100 202,100 203,300 1% 1995 拡張計画あり
San Cristobal ボリビア Sumitomo Corp. /100 194,000 不明 － 2007
Brunswick カナダ Glencore Xstrata Plc. /100 185,700 56,100 -70% 1964 2013 年に閉山

Antamina ペルー
Glencore Xstrata Plc. /33.75
BHP Billiton Ltd. & Plc. /33.75
Teck Resources Ltd. /22.5
Mitsubishi Corp. /10

184,095 260,444 41% 2001 減産予定

Lisheen ※ アイルランド Sesa Sterlite Ltd. (Vedanta) /100 169,485 151,021 -11% 1999 閉山予定
Tara アイルランド Boliden AB /100 166,021 166,462 0% 2002
Peñoles（Production） メキシコ Industrias Peñoles, S.A. de C.V. 157,224 199,200 27% －
Yauli

（Carahuacra とも） ペルー Volcan Compania Minera S.A.A. /100 153,789 158,650 3% 1943

ZiJin
（Refined Production） 中国 ZiJin Mining Group Co., Ltd. 147,963 181,312 23% －

Peñasquito メキシコ Goldcorp Inc. /100 147,050 126,688 -14% 2010
East Region カザフスタン Kazakhmys Plc. /100 145,500 131,560 -10% 2005
Skorpion ※ ナミビア Sesa Sterlite Ltd. (Vedanta) /100 145,342 124,924 -14% 2003 閉山予定
Perseverance カナダ Glencore Xstrata Plc. /100 125,200 74,500 -40% 2008 2013 年に閉山
Chungar ペルー Volcan Compania Minera S.A.A. /100 99,000 101,800 3% 1950
IMMSA

（Santa-Eulalia 他） メキシコ Southern Copper Corp. 89,913 99,395 11% －
Taxco、Santa  Ba rba ra、Santa 
Eulalia、San Martin、Charcas（いず
れもメキシコ）の合計

Cerro Lindo ペルー Campania Minera Milpo S.A.A.(Votorantim) /100 114,000 155,147 36% 2007
Rosebery 豪州 MMG Ltd. (Minmetals) /100 70,400 88,369 26% 1936
HBMS（777 mine 他） カナダ HudBay Ltd. 80,865 86,527 7% － 777、Laror、Reed（いずれもカナダ）の合計

Antamina鉱山、ナミビア・Skorpion鉱山の生産開始や、
インド・Rampura Agucha鉱山の拡張などにより、新た
に生産量の多い鉱山を有する地域が増え、鉱石生産国
の多様化にも寄与している。

※生産量は当年4月〜翌年3月の12か月間の値

表2-1. 亜鉛の埋蔵量、生産量、可採年数（2000～2012年）

表2-2. 主要鉱山一覧　（灰色網掛けは企業生産量計を示す）

出典：ILZSGおよびWBMSデータ

出典：  各社アニュアルレポート、JOGMEC「鉱業の趨勢2013」、ILZSGデータ、日本メタ
ル経済研究所報告書（2012年4月、No.181）、日刊産業新聞2014年10月22日付報
道をもとにJOGMEC作成

図2-3. 国別亜鉛鉱石生産量（2000～2012年）
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　2012年の生産上位10社の年間生産量と世界の生産量
に占める割合を表2-3に示す。生産量第1位はインド
（英）・Vedanta Resources社である。同社は、英・Anglo 

American社が2010～2011年にかけて亜鉛事業から撤退
する際に、アイルランド・Lisheen鉱山、ナミビア・
Skorpion鉱山をはじめとする同社の資産を取得した1こ
とで、トッププロデューサーとなった。2013年5月には、
スイス・Xstrata社、スイス・Glencore社が合併して設

立されたGlencore Xstrata社2（現、Grencore社）がトップ
プロデューサーとなった。同社の2013年の亜鉛鉱石生
産量は1,531.8千tであり3、同年の世界生産量の11%を
占める4。なお、世界最大の銅プロデューサーである
チリ銅公社 （Codelco） の2013年の銅鉱石生産量シェア
は10%である5。亜鉛鉱石生産においてもメジャー企
業による寡占化の傾向が窺われる。

（3）主な鉱山プロジェクト動向と世界需給見通し
　表2-2に示すように、今後、2012年の鉱石生産量上
位20位に入る複数の鉱山の閉山が予定されている。
2013年には、加・Brunswick鉱山および加・Perseverance
鉱山が閉山した。2015年には豪・Century鉱山の閉山が
計画されているほか、アイルランド・Lisheen鉱山、
ナミビア・Skorpion鉱山も閉山予定である。また、ペ
ルー・Antamina鉱山で減産が予定されているほか、印・
Rampura Agucha鉱山は今後坑内掘りへの移行に伴う生
産量の減少が予想される。

　一方、2013年にはブルキナファソ・Perkoa鉱山が開
山した。また、拡張計画がある鉱山として豪・Mt.Isa
鉱山、豪・Brocken Hill鉱山が挙げられる。近年で最
も大幅な拡張が行われているのは豪・McArthur River
鉱山である。Glencore社が権益100%を保有する同鉱山
は、2013年6月に北部準州政府に拡張計画の承認を得
た。拡張後には、鉱石処理能力、精鉱生産量は現在の
2.2倍の年間550万tおよび80万t（いずれも亜鉛純分でな
いグロス量）となり、鉱山寿命は9年延長され2036年ま
でとなる計画である（図2-5）。

表2-3. 鉱石生産上位10社の年間生産量（2012年）

出典：各社ホームページおよびアニュアルレポート、
　　　（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）「世界の鉱業の趨勢2013」

出典：各社アニュアルレポート、JOGMEC「鉱業の趨勢2013」、USGS “Mineral Commodity Summaries 2013”

e：推定値

図2-4. 生産上位20 鉱山の年間生産量（2012年）

企業名 生産量
（亜鉛純分：千ｔ） シェア

1  Vedanta Resources Plc. 印（英） 1,117.7 8.28%
2  Xstrata Plc. スイス 981.9 7.27%
3  China Minmetals Corp. 中国 622.5 4.61%
4  Teck Resources Ltd. カナダ 597.9 4.43%
5  Glencore International Plc. スイス 534.4 3.96%
6  Votorantim Industrial S.A. ブラジル 389.3e 2.88%
7  Volcan Compañia Minera S.A.A. ペルー 296.5 2.20%
8  Nyrstar N.V. スイス 283.0 2.10%
9  Boliden AB スウェーデン 271.2 2.01%
10 Sumitomo Corp. 日本 197.6 1.46%

上位 10 社 計 5,292.0 39.20%
世界 計 13,500.0
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　国際鉛亜鉛研究会（ILZSG）による亜鉛鉱石生産量、
地金生産量、地金消費量の実績（2000～2013年）および
予想（2014年）を図2-6に示す。前述の通り、鉱石生産
量は増加の傾向にあり、2014年も中国および豪州での
増産を背景に、前年比2.6%増の13,570千tと予想され
ている。地金の需給バランスを見ると、2003～2007年
にかけては、供給不足であったが、その後2012年まで
は供給過剰の状態が続いていた。2013年にはそれが若
干の供給不足に転じた。2014年も前年に引き続き供給
不足となり、不足幅は117千tに拡大すると予想されて
いる。

3. 価格
　亜鉛を含むベースメタルは、英国のロンドン金属取
引所（London Metals Exchange: LME）で取引されてお

り、LMEでの取引価格が国際指標となっている。2001
年以降のLME価格（Cash）と地金の需給バランスを図
3-1に示す。同価格は、世界的な経済成長や資源投資
ブームを背景に、2006年11月に4,620US$/tまで高騰し
たものの、リーマンショックを受けて反落し、2008年
末には1,000US$/t近くまで下落した。その後、徐々に
価格は回復し、値動き幅も縮小して、2,000～2,500US$/t
の間で推移するようになっている。
　しかし、最近の亜鉛価格に注目すると、2012年以降
おおよそ1,800US$/tから2,200US$/tの間で推移してい
た亜鉛価格は、2014年になって2,400 US$/tまで上昇し
ている（図3-1、3-2）。図3-1に示すように2014年初頭か
ら地金の需給バランスは供給不足が続いており、2013
年までに1,200千tまで積みあがった在庫も、2014年7月
までのおよそ1年半でほぼ半減した。

出典：  ”McArthur River Mine, Phase 3 Development Project 
Factsheet”他、Glencore Xstrata Plc. 公表資料。鉱山位
置図についてはmining technology.com公表資料に加筆。 出典：ILZSG データ

出典：ロンドン金属取引所 (LME)、ILZSG データ

図2-5. 豪・McArthur River 鉱山拡張プロジェクトの概要

図2-6. 鉱石生産量、地金生産量、地金消費量動向

図3-1. LME 価格動向と亜鉛地金の需給バランス（2001～2014年）
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4. 国内のマテリアルフローと需給動向
（1）マテリアルフロー
　本節ではマテリアルフロー（図4-1）に沿って国内の
需給の概要を示し、詳細について次節にて説明する。
　亜鉛は、鉱石、地金・合金、くずや製品として海外
から輸入されている。輸入量の9割以上（亜鉛純分）を
鉱石が占め、これを原料として、国内製錬所で地金が
生産されるとともに、副産物としてインジウム、ガリ
ウム等のレアメタルが回収されている。
　2012年の亜鉛の内需は357千tであり、亜鉛めっき鋼
板を主体とするめっき用途のほか、伸銅品、ダイカス

ト、無機薬品等に使用されている。最大の用途である
亜鉛めっき鋼板は、その5割近くが自動車・輸送機器
に使用される。地金の生産量は内需を上回り、その一
部は、主に地金や合金地金として輸出されている。
2012年の地金生産量は再生亜鉛もあわせて603千tであ
り、うち162千tが輸出された。
　リサイクル率は年により変動があるが、おおむね20
～30%である6。自動車、建材、家電製品等のスクラ
ップからの再生のほか、めっき工程で発生するドロス・
滓類や製鋼用電炉ダストからの再生、伸銅品からの回
収が行われている

出典：JOGMEC「鉱物資源マテリアルフロー2013」、JOGMEC「メタルマイニング・データブック2013」

出典：LME、ILZSG データ

図4-1. 日本の亜鉛マテリアルフロー（2012年）

図3-2. 亜鉛LME価格およびLME在庫（2013年10月～2014年9月）
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（2）需給動向
　Ⅰ. 需給バランス
　　 　統計資料に基づき作成した国内の需給推移を図

4-2に示す。2012年の供給は633千t、需要は534千t
であり、供給が需要を100千t近く上回る。しかし
ながら、その傾向は毎年認められ、かつ在庫増減
量は毎年30千t以下であることから、地金等の購
入者が在庫を年々積み上げているとは現実的に考
えにくく、本統計に計上されない用途不明量が存
在すると推定される。

　Ⅱ. 需要
　　 　2012年の亜鉛の内需は357千tであり、近年では

減少傾向にある（図4-2）。その用途は亜鉛めっき
鋼板が49%、次いでその他のめっきが15%を占め
る。その他、伸銅品、ダイカスト、無機薬品等に
使用されており、近年ではその用途構造に大きな
変化はない（図4-3）。最大の用途である亜鉛めっ

き鋼板は、主に自動車・輸送機器（50%）、建築・
土木（20%）、電気機器（15%）に使用される7。

　　 　輸送用機器向け亜鉛めっき鋼板の消費量と本邦
企業の自動車生産台数を図4-4に示す。亜鉛めっ
き鋼板の輸送用機器向け消費量は国内自動車生産
台数とよく相関している。2009年から自動車の海
外生産台数が国内生産台数を上回り、国内生産台
数は減少傾向にあり、亜鉛めっき鋼板輸送用機器
向け消費量が減少している。亜鉛めっき鋼板の最
大用途である自動車産業の海外拠点化が、亜鉛の
内需減少につながっていると考えられる。また、
従来亜鉛ダイカストが使用されていた部材におい
て代替材料の使用が進んだことも、亜鉛内需の減
少要因と考えられる。国内製錬所は内需を上回る
生産能力を保持しており、稼働率を保つため生産
量を維持していると推察される。したがって、内
需減少に伴い過剰生産分が輸出されているとみら
れ、近年では輸出量がやや増加している（図4-2）。

出典：経済産業省「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計」、日本鉱業協会「鉱山」
　　　在庫増加については、当該年の月末（12月）在庫から月初（1月）在庫を減じて算出した。

出典：経済産業省「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計」、日本鉱業協会「鉱山」

図4-2. 国内の亜鉛需給（2003～2012年）

図4-3. 用途別亜鉛内需（2000～2012年）
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　Ⅲ. 供給
　　 　鉱石輸入相手国を図4-5に示す。2012年の鉱石

輸入量は470千tであり、輸入先は豪、ボリビア、
ペルー、米国、メキシコと多角化されている。近
年ではボリビアからの輸入が増加しており、2000
年と比較するとその量は約6倍となっている。

　　 　日本企業が権益を保有する鉱山には、ボリビア・
San Cristobal鉱山、ペルー・Huanzala鉱山、ペルー・
Antamina鉱山、豪・Endeavor鉱山、メキシコ・
Tizapa鉱山などがあり、多様な地域に分散してい
る。2012年時点において、日本企業の権益保有分
に当たる鉱石量は318千t程度と推定され8、国内
の電解4製錬所の製錬能力495.6千t/年（次章参照）
の6割超に相当する。

5. 国内製錬業
（1）国内亜鉛製錬所概要
　亜鉛地金は電気亜鉛、蒸留亜鉛、精留亜鉛の三種
類に分類される。電気亜鉛は湿式法（電解法）、蒸留
亜鉛は乾式法（ISP法）で製造される。精留亜鉛は、蒸
留亜鉛（亜鉛純分98.6％）から不純物を除去し、電気亜
鉛と同等の亜鉛純分99.99％まで高純度化したもので
ある。日本国内には、現在6か所の亜鉛製錬所があり、
うち4か所（飯島、安中、彦島、神岡）で湿式法を、2
か所（八戸、播磨）で乾式法を採用している。各製錬
所の生産能力は表5のとおりであり、国内の生産能力
は電気亜鉛が495t/年、蒸留亜鉛が208 t/年で合計703 t/
年である。なお、播磨製錬所は、現在はリサイクル
原料を扱って再生地金を製造しているが、2015年9月
末をもって蒸留亜鉛やその他の亜鉛合金等の製造を
終了する予定である9。

（2）国内製錬所の経営環境の現状
　国内の亜鉛製錬所は、以下に示すようにさまざまな
側面により経営環境が左右される。
　①　 電力コスト：　亜鉛の電解採取には電気亜鉛1t

あたり3,200～3,500kWhの電力を要し、これは
銅の電解精製に要する275kWh/tよりも高い10。
電気亜鉛の国内生産能力は495千t/年であるの
で、たとえば2円/kWhの値上げにより、国内4製
錬所全体では約40億円のコストアップとなる。

　　　 　アルミニウムの電解工程では約15,000kWh/t11と
亜鉛の四倍もの電力を消費する。かつては国内
需要の大半が国内精錬所で製造された地金によ
り賄われていたが、1973年、1979年の二回のオイ
ルショックに伴う電力コスト高騰により、国内の
ほとんどの精錬所が閉鎖された経緯がある。

　②　 精鉱品質：　処理困難な微粉精鉱や水銀などの
不純物を含む精鉱が増加傾向にある。

　③　 製錬費（TC）：　LME価格を指標として、同価

出典：  日本自動車工業会公表データ、経済産業省「鉄鋼・非鉄
金属・金属製品統計」年報および月報

亜鉛純分換算（鉱石品位：50.6%）

出典：財務省貿易統計

図4-4.   本邦企業の自動車生産台数と国内の亜鉛めっき
鋼板（輸送用機器向け）消費量（2000～2012年）

図4-5. 亜鉛鉱石の輸入相手国（2000～2012年）

表5

出典：JOGMEC「メタルマイニング・データブック2013」

企業名 所在地
製錬能力（千t/年）

備考
電解 蒸留

秋田製錬㈱ 飯島（秋田県） 200 - 株主：DOWA メタルマイン㈱、三菱マテリアル㈱、住友金属鉱山㈱
東邦亜鉛㈱ 安中（群馬県） 139 -
彦島製錬㈱ 彦島（山口県） 84 - 株主：三井金属鉱業㈱
神岡鉱業㈱ 神岡（岐阜県） 72 - 株主：三井金属鉱業㈱
八戸製錬㈱ 八戸（秋田県） - 118 株主：三井金属鉱業㈱、東邦亜鉛㈱、日曹金属化学㈱
住友金属鉱山㈱ 播磨（兵庫県） - 90

全国計 495 208
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格から製錬費（TC）を差し引いた価格にて製錬
所は鉱石を購入するため、製錬費が製錬所の取
り分となる。第一には、製錬費は鉱石需給関係
により決まる。また、Glencore社のようなメジ
ャー企業による鉱石供給の寡占化が進展する
と、鉱石生産者側の交渉力が強まり、鉱石購買
条件が製錬所側にとって厳しいものとなる。
2000年以降、製錬費自体は大きくは変化してい
ないが、製錬所の取り分の割合は減少傾向にあ
る（図5）。

　④　 為替：　製錬費（TC）はドル建てであり、円高
では国内製錬所にとって不利となる。

（3）国内製錬所の対応
　上記のように様々な要因により経営環境が左右され
るなか、国内製錬所は以下のようにそれぞれの強みを
生かして対応を行っている。
　①　 技術力を生かし、亜鉛製錬と併せてレアメタル

や貴金属等の有価物の回収率を向上させる：例
えば秋田製錬㈱飯島製錬所では、ヘマタイト法
という独自の技術により亜鉛残渣からの有価金
属の高い回収率を実現しているほか、銅製錬や
鉛製錬を行うグループ会社と残渣や中間生成物
をやり取りすることにより資源ネットワークを
構築し、有価金属の高い回収率を誇っている12。

　②　 上流資源事業への積極投資：上流事業への参入
により自主開発比率を上げることで、製錬所へ
の安定的な原料確保を維持するもの。例えば、
東邦亜鉛㈱は2010年に豪・CBH Resources社を
完全子会社化し13、同社製錬所で使用する亜鉛
精鉱の70～80%を同子会社から調達している。
また、鉱山業の収益力を高めることにより、製
錬業における製錬費低下等のリスクヘッジを行
い、資源事業全体として安定した収益を確保す
る戦略がとられている。例えば、三井金属㈱で
は、必ずしもグループ製錬所向けの原料供給に
はこだわらず、海外資源開発において鉱山の収
益力を最重要視している14。

　③　 リサイクル原料の活用：一次鉱石原料の調達が、
精鉱品質の低下や製錬所の取り分低下、為替に
よるリスクなどの課題を抱える中、より安価な
リサイクル原料を使用することにより対応す
る。乾式製錬のISP法は、湿式製錬より不純物
を含む多様な原料を扱いやすい。その強みを生
かして、ISP炉を保有する三井金属鉱業㈱八戸
製錬所や住友金属鉱山㈱播磨製錬所では多様な
リサイクル原料を使用している。播磨製錬所で
は、2012年4月以降、全量をリサイクル原料に
切り替えた15。

（4）国内製錬所の重要性
　国内製錬所の重要性は、第一に国内産業への亜鉛地

金供給にある。また、前節の製錬所の対応を通して、
そのほかの役割も見えてくる。すなわち、亜鉛製錬所
は、副産物であるインジウム、ガリウムといったレア
メタル回収の機能も有する。また、銅製錬所、鉛製錬
所との連携による効率的なレアメタル回収およびゼロ
エミッションの一翼を担う、リサイクルの拠点でもあ
る。以上のように、国内に亜鉛製錬所を有することは、
亜鉛以外のベースメタル製錬およびレアメタル回収と
の関わり、資源循環型社会の実現の上でも重要である。

6. JOGMECの支援事業
　JOGMECでは、亜鉛鉱石の日本への安定供給を目指
し、自主開発比率の向上、調達先の多角化の観点から、
海外鉱山会社等との共同探鉱や日本企業に対する探鉱
出融資等の金融支援を行ってきた。これらのうち開発
に至ったプロジェクトとして、ペルー・Huanzala鉱山、
ペルー・Palca鉱山、メキシコ・Tizapa鉱山、豪・Rasp
鉱山などが挙げられる。また、製錬所が抱える課題の
一つである極微細亜鉛精鉱の酸化焙焼に係る造粒鉱供
用技術等の開発を行い、微粉鉱使用比率100%に対し
ても安定的に酸化焙焼可能な技術を構築し、実操業プ
ロセスへの導入を実現している。
　国内において亜鉛製錬所が果たす役割の重要性を踏
まえ、Glencore社などのメジャー企業による寡占化が
進展すると同時に、大型鉱山の閉山が予定されている
中、需要動向、鉱石の供給動向、価格動向等に引き続
き注視しつつ、JOGMECは以下のような方法で、国内
製錬業への支援を引き続き行っていく方針である。
　◯　 各社の戦略（鉱山権益獲得やレアメタル回収な

ど）や製錬所の原料嗜好に応じた探鉱案件を形成
　◯　 中期的な供給タイト化を視野に入れての積極的

な探鉱を実施
　◯　�コスト低減、レアメタル回収技術等、製錬所の

国際競争力を高める技術開発を支援
　また、本調査では、世界および国内の需給動向と国
内マテリアルフローを概観したが、特に川下産業の動

出典：Wood Mackenzie データをもとにJOGMEC作成
図5. 亜鉛価格と製錬費（TC）の推移
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向やリサイクルなどの調査は不十分であり、サプライ
チェーン全体の把握にはまだ至っていない。引き続き
調査を行う中で、サプライチェーン上の課題抽出を正
確に行い、JOGMECが行うべき効果的な支援が何であ
るか検討していきたい。

1  Anglo American社　2010年12月6日付、2011年2月15日付プレスリリース
2  Glencore社　2013年2月5日付プレスリリース
3  Glencore Xstrata社　アニュアルレポート2013
4  2013年の鉱山生産量世界計は13,500千t （USGS “Mineral Commodity Summaries 2013”） として算出。
5  Codelcoの2013年生産量を1,792千t（2014年4月28日プレスカンファレンス決算報告資料）、鉱山生産世界計を17,900千t 
（USGS “Mineral Commodity Summaries 2013”） として算出。
6  （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構　「マテリアルフロー2013」
7  一般社団法人日本鉄鋼連盟　ウェブサイト
8  各社アニュアルレポート、各社ウェブサイト、JOGMEC「鉱業の趨勢2013」から推定。一部の鉱山については、鉱石
品位を49.2%（JOGMEC「マテリアルフロー2013」）として、精鉱生産量から亜鉛生産量を算出した。
9  住友金属鉱山㈱　2014年10月20日付プレスリリース
10  社団法人日本金属学会「講座・現代の金属学 製錬編2 非鉄金属製錬」
11  “World Aluminium” International Aluminium Instituteウェブサイト、“Primary Aluminium Smelting Energy Intensity”
12  DOWAホールディングス㈱　CSR報告書2013　「DOWAメタルマイン」
13  東邦亜鉛㈱　2010年9月24日付プレスリリース
14  日刊産業新聞　2014年9月12日付、2014年9月29日付報道
15  住友金属鉱山㈱　2011年7月8日付プレスリリース

　最後に、鉱種戦略チーム電線・伸銅等グループの調
査業務において、貴重な情報をご提供いただいた関係
企業、関連団体の皆様に厚くお礼申し上げる。
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Webサイト

Webサイトをぜひご活用ください！

http://mric.jogmec.go.jp/

　JOGMEC調査部では、金属資源に関する様々な情報をWeb上で提供しております。
　様々な金属資源関連情報、セミナー・講演会の案内など、お役立ち情報満載です。
　「金属資源情報Webサイト」を毎日の情報収集にぜひご活用ください。


