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なにやら「自動車」がブームだ。なかでも海外では「電気自動車」と「自律運転」は目玉商品のようで毎日のように
新聞のどこかにニュースを見つけることができる。
前者はあれだけディーゼルエンジンを前面に戦っていた欧州勢がVW問題を機に、ここにきて一気に「EV」を前

面に出してきているのがよくわかる。後者で気になるのは（わが国にいてはなかなか実感がないのだが）、アメリカ
では既に自律運転のUberがテストではなく商用として走り始めたことだろうか。シンガポールでもエリア限定だが
自律運転のタクシーが走り始めたそうだ。
これらの流れが実現するのかどうかは今しばらく静観する必要があるが、業界に大きなイノベーションの波が押

し寄せているのは間違いない。
これらが仮に本当だとすると資源には大きな影響を与えることになるだろう。「電気自動車」ブームは既に「リチ

ウム」の価格を数倍に押し上げている。また、航続距離を競う時代に入り、更なる軽量化が進むことが予見されてお
り、アルミニウムやマグネシウム、CFRPなどの軽量化部材の出番が増える一方で、高級鋼や銅などは反対に代替さ
れる側となる可能性がある。後者はもっとドラスティックだ。交通事故の約9割以上が人為的ミスに起因していると
いうデータから、将来的には自動車に「剛性は不要」との議論もあり、今後は金属以外の素材がボディなどの多く使
用されるとの説もあるようだ。
誰もが「いつかはそうなるかもしれないが、まだまだ先の話だろう」と思う話ばかりではあるが、もしかすると遥

かに早いスピードでその時代は到来するかもしれない。2000年の初頭に誰がこれだけ携帯電話が普及するなど予想
しただろう。開発途上国では固定電話をすっ飛ばして携帯電話が普及した。技術の革新は過去を遡って今を見たとき
のスピードとは明らかに異なるスピードで進んでいる。パソコンのHDDの容量、CPUの速度なども同じである。
これら技術イノベーションの動きと同様にどうにもコントロールできないのが資源価格である。みな価格の動き

に翻弄されてしまう。但し、一度でも「暴騰」とよばれるレベルまで上昇した金属が再び需要家から信用を取り戻す
のは容易ではない。これだけはイノベーションとは異なり、とても時間がかかるもののようである。

さて、メジャーのQ2（2016）だが、全体的に一部の鉱種を除くと縮小傾向なのがわかる。実需を反映してのこと
であると思われ引き続き同じ傾向が続きそうだ。一方で昨今市場をにぎわしている原料炭（鉄鋼原料）の暴騰劇はど
うであろう？　背景にはまたもやメジャーの姿が見え隠れしているように思われるのは気のせいだろうか？　中国に
おける減産幅のインパクトは実需をみても価格を2倍に押し上げるようなものではないと言われているようだが、な
ぜか報道では連日のように高値での取引記録が更新され、市場はそれに追随せねばならなくなっているのだとか。こ
のままだと鉄だけが値上げをしなければならないだろう。ますます代替は進むのか？

� 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
� 調査部　金属資源調査課　中山晴

�
は じ め に
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1．�BHP�Billiton／�
生産レポート（2016年4月～2016年6月）

出所: ��BHP�Billiton�Operational�Review�For�The�Year�Ended�30�June�2016（2016/7/20発表）

JOGMECから一言

6月が決算期である同社にとっては、今期が年間実績のレポートとなる。生産量は一般炭を除き、各部門前期比で
は概ね増加したものの、前年比では総じて減少。開発段階にある4つの主要プロジェクトは計画通り進行中であるも
のの、2016年5月にはSamarcoダム事故に関連する訴訟でブラジル連邦検察より訴えられており厳しい状況が続いて
いる。

事業ハイライト

➢　�石油・銅・原料炭で通年見通しを上回り、Western�Australia� Iron�Ore（WAIO）では年間生産量が過去最多を
記録

➢　�当社主要アセットを通じて単価の通年見通し達成が見込まれ、来年はさらに単価減少が進む見込み
➢　�Shenzi�Northでの年間実績が好調だったことを受け、トリニダード・トバゴとメキシコ湾で石油探査掘削を開

始
➢　�Escondida�Owners�Councilが�Los�Colorados拡張事業を承認、初回生産は2017年度下半期を予定
➢　�開発段階にある4つの主要プロジェクトは計画通り進行中
➢　�2016年上半期末時点で当社の基礎的帰属利益には、最大175mUS$の追加費用が計上される見込み（詳細は2

ページ参照）

BHP�Billitonの最高経営責任者Andrew�Mackenzieは、次のようにコメントしている：
「当社はこれまで安全操業による生産拡大に努めてきたが、次の12か月間で、こうした努力の成果が当社鉱物事業
全体にわたり生産量とコストの両面で顕在化してくると思われる。多大な価値の創出に向けて当社は、一層のコスト
削減を図り、同時に当社アセットが有する潜在能力を活用するとともに低資本事業への投資を行う。こうした取組み
によって来年度は、銅で5％、鉄鉱石で最大4％、原料炭で3％の生産増が見込まれる。」
「石油事業では、在来型資産で好調な実績を収めたほか、キャッシュフローと価値を重視することから米陸上油田
でリグ数を削減し、市況に対応した生産を行ってきた。深海掘削コスト減を活かすとともに、メキシコ湾とカリブ海
での事業を同時進行すべく在来型石油探査プログラムを加速させてきた。中長期的に市場が厳しさを増し、在来型資
源の開発が進むなか、当社はシェールオイル生産を増進する上で優位な立場にある。」

＊�BHP�Billitonの会計年度は7月－翌6月なので、4-6月はQ4となるが、本レポート中では1-12月の会計年度を採用す
る他社と同じく、4-6月をQ2と表記する。
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 総括

操業パフォーマンス
2016年度の生産量と2017年度のガイダンスは下記にまとめたとおりである。

大規模開発プロジェクト
2016年度期末時点では、石油・銅・カリウム部門で計4つの大規模プロジェクトが進行中である。プロジェクト実

施期間を通じた予算総額は6.9bUS$である。
本年度は、North�West� Shelf� Greater�Western� Flank-A石油プロジェクトで初回生産が行われた。�Greater�

Western�Flank-Bプロジェクトでは承認取得を果たした。

企業情報
2016年上半期の基礎的帰属利益には、次の追加費用の計上が見込まれる：
（1）商品価格の若干の回復を受け、前回計上した在庫評価損の戻入益
（2）主に当社事業の簡素化に伴う余剰利益
（3）主に当社石炭事業での減損

BHPグループでは2016年上半期末時点で、グローバル課税項目の特別品目として150～200mUS$の計上を見込ん
でいる。当金額には潜在的な訴訟ならびに租税関連費用が含まれる。
Samarco�Mineração�S.A�（Samarco）、Vale�S.A（Vale）、BHP�Billiton�Brasil�LTDA（BHP�Billiton�Brasil）は2016

年3月2日、ブラジル連邦政府をはじめ、Espírito� SantoとMinas� Gerais両州、その他公的機関（ブラジル当局）との
間で、枠組合意に至った。本枠組は、2015年11月5日に発生したFundão�鉱滓ダム事故に関連する清掃費用と損害賠
償の支払いを目的とする基金設立を求めて同月30日にブラジル当局が行った申し立てに対処するものであるととも
に、Samarcoダム事故で被害を受けた環境および地域の復興を図るためのものである。2016年5月5日、本枠組はブ
ラジル連邦控訴裁判所によって承認された。
ブラジル連邦検察は2016年5月3日、Samarco、�Vale�、BHP�Billiton� Brasilに対し、Samarcoダム事故に関連する

社会経済的補償と環境被害補償として1,550億ブラジルレアルの支払いを求める訴訟を起こした。これと同時に連邦
検察は、ブラジル連邦控訴裁判所による枠組合意承認を不服として控訴。2016年6月30日にブラジル最高裁判所は、
ブラジル当局からの申し立てにおいて、連邦控訴裁判所による枠組合意承認の決定を差し止める仮処分を言い渡し
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た。BHP�Billiton�Brasilとしては、ブラジル最高裁の決定を不服として控訴する予定である。
Samarcoとその株主は引き続き、Samarcoダム事故の被害に対処する上で本枠組が適切かつ長期的な救済・補償枠

組になるとともに、関係当事者間の協力を促す基盤にもなると考えている。本枠組に規定する通り、社会経済面と環
境面で支援プログラムを推進するため、すでに民間独立支援団体「Foundation�Renova」が設立されている。　
Samarcoでは、本枠組に定める支援プログラムを継続的に実施しており、41の規定プログラムのうちすでに90％

が始動している。大きな進展が見られるのは、次の地域である：（1）Mariana地域の家屋・建物のおよそ3分の2で
再建または修復が完了、（2）Doce、Carmo、Gualaxoの3河川沿いに位置する800haにわたる緊急避難エリアで森林
再生、（3）Bento� RodriguesとBarra� Longa両地域の間で10本の支流の河岸（46ha）を清掃し、地表の起伏に従って
道路建設を実施。
2016年上半期末時点では、Samarcoダム事故に伴うBHP�Billiton�Brasilへの潜在的な経済的影響について最新状況

を公表することはまだできないが、今後もSamarcoと緊密に連携し、公表準備が整い次第、最新状況を報告する予
定である。当該事故に関連する潜在的な経済的影響については、それがいかなるものであっても特別品目として分類
する予定である。
重要な情報や事態が生じた場合、本実績レビューに記載される今後の見通しは、当社グループ財務諸表の最終確

定時に更新する。

マーケティング
下表は、当社主要商品の平均実勢価格をまとめたものである。鉄鉱石は概ね出荷月のインデックス価格と連動し、

商品価格の変動は、商品品質の違いに因るものである。輸出用の原料炭と一般炭では、その多くが出荷月のインデッ
クス価格あるいはスポット市場販売価格と連動し、商品価格の変動は、商品品質の違いに因るものである。

当社グループの2016年6月30日時点での銅の売掛債権は316ktあり、1lbあたりの加重平均価格は2.20US$であっ
た。最終販売価格は2017年度にむけて確定する。さらに2015年度に販売した銅の内363ktに関しては、今期中に価格
の最終調整を行った。上述の暫定価格設定と最終調整により、2016年度のEBITは260mUS$減少する。
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銅

銅：2016年度の銅総生産量は8％減の1.6mtとなった。これは各地で実現した操業改善がEscondidaでの品位を要
因とする生産減に相殺されたためである。2017年度の総生産量は1.7mtに増加する見込みである。
Escondidaでは、2016年度の銅生産量が20％減の979�ktとなった。カソード生産量と原料採鉱量がともに過去最多

を記録し、Organic�Growth�Project� 1が2016年6月期にフル稼働状態に達したが、予想通り、28％の品位低下がそう
した生産増要因を相殺する以上の影響を及ぼした。操業実績が好調だったことを受けて、Escondidaの単価は、2016
年度の見通し1.21US$／lbを若干下回る見込みである。Escondida� Bioleach� Pad拡張プロジェクトでは、その一環と
してリーチパッド（野積集積場）の4層拡張工事が行われるが、本プロジェクトは2016年3月期に完了し、操業コス
ト改善にも寄与した。
Escondida�Owners�Council�は2016年6月、Los�Colorados�拡張プロジェクトへの180mUS$（100％基準）の資金投

入を承認した。初回生産は2017年度下半期を予定しており、短期的にはおよそ200ktpaの生産増が見込まれる。
Escondida�水供給プロジェクトが2017年度下半期に始動し、これにより3か所の選鉱場の稼働が可能となることか
ら、2017年度の銅生産量は1,070ktに達する見込みである。
Pampa�Norteでは、2016年度の銅生産量が1％増の251ktとなった。Spenceで鉱石切削量が過去最多を記録したほ

か、品位上昇に支えられた結果である。Spence回収率最適化（Spence� Recovery�Optimisation,� SRO）プロジェクト
は、200ktpa規模のタンクハウスのフル稼働を実現するものであるが、本プロジェクトが完了する2017年度には銅生
産量の増加が見込まれる。SROでは2016年9月期にランプアップを実施し、同年12月期より年間200ktペースでの生
産が可能となる。一方Spence�Growth�Optionは、採鉱年数を50年以上延長するとともに、採鉱量をおよそ200ktpa
上昇させる可能性があるとして、引き続き実現性のあるオプションである。取締役会の最終評価は2017年下半期を
予定。
Olympic�Damでは、2016年度の銅生産量が63％増の203ktとなった。この好業績は、昨年Svedalaで発生したミル

故障後の品位上昇と、製錬所ならびにミルでの稼働率向上とを反映する結果であるとともに、2016年6月期に同製錬
所で計画保守点検を実施したにもかかわらず達成することのできた成果でもある。2017年度の生産量は、2016年度
と概ね同水準になる見込みである。
Antaminaでは、鉱石品位と鉱石処理量の上昇を受けて、2016年度の銅生産量が36％増の146ktと過去最多を記録

した。2017年度はおよそ130ktに減少する見込みだが、これは、採鉱計画に準じて亜鉛含有レベルの高い鉱化帯で採
鉱を進めるためである。2017年度の亜鉛生産量は55ktからおよそ90ktに増加する見込みである。

開発事業
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鉄鉱石

鉄鉱石：2016年度の鉄鉱石総生産量は、過去最多を記録したWestern�Australia� Iron�Ore（WAIO）での生産が
Samarcoでの操業休止を相殺したため、227mtと概ね変化せず。2017年度の生産量は、228～237mtに増える見込み
である（Samarcoでの生産を除く）。
2016年度のWAIO生産量は2％増の257mt（100％基準）で過去最多を記録した。Jimblebar採鉱ハブがフル稼働し

たほか、Newman鉱石処理工場の稼働率が向上したためである。2015年12月期に発生した偶発事故に伴う稼働問題
や悪天候、2016年上半期に始動した鉄道網リニューアル保守点検プログラムの影響は、そうした生産増要因により
十二分に打ち消される形となった。雨季の影響から大幅に回復したのを受けて、WAIOでは2016年6月に年間275mt
のペースで生産を行った。
2017年度のWAIO生産量は265～275mt（100％基準）に増加する見込みである。24か月に及ぶ鉄道網リニューア

ル保守点検プログラムは、統合サプライチェーンの長期信頼性を支える基盤として、スケジュール通りの進捗を見せ
ている。Jimblebar採鉱ハブの生産性とランプアップに注力することにより、2019年度には290mtpaへのシステム能
力が向上する。同ハブでの新規プライマリー粉砕機の設置と運搬機能の拡充は、2016年12月期に完了予定。
Samarcoでは、2016年度の生産量が11mt（100％基準）となった。2015年11月5日に発生したFundão�鉱滓ダムと

Santarém水ダムでの事故を受けて、採鉱・処理作業は現在も休止状態にある。備蓄分ペレットの最終出荷売上は
2016年6月期に計上されている。

石炭
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原料炭：2016年度の原料炭生産量は1％増の43mtと過去最多を記録した。2017年度にはIndoMet� Coalの売却が予
定されてはいるが、生産量は44mtに増加する見込みである。
Queenslandでは横ばいの結果となった。これは、工場と設備の可用性ならびに稼働率向上に支えられて5炭鉱で過

去最多の生産量を記録し、Crinumでのロングウォール採鉱完了やBroadmeadow炭鉱でのコンバージェンス、悪天
候の影響を相殺する形となったためである。四半期生産量は、2016年3月期から14％増の過去最多となった。
Queenslandでの2017年度の生産量は44mtに増加する見込みである。生産増を支える要因となるのは、洗炭プラン

トと輸送トラックの稼働時間拡大であり、これがCrinum閉鎖に伴う生産減を相殺する以上の効果をもたらしたため
である。2016年9月期には、Broadmeadowでロングウォール移設が、Sarajiで洗炭プラント閉鎖が予定されている。
2016年度にはインドネシアのHaju炭鉱で初回生産が行われた。BHP�Billitonは2016年6月7日、IndoMet�Coalに対

する自社権益の75％を共同出資企業であるPT�Alam�Tri�Abadi�（Adaro）に売却する契約を締結した。売却の実施
は、通常通り、規制当局からの承認取得を条件とする。

一般炭：2016年度の生産量は16％減の34mtとなった。2017年度は、New� South�Wales� Energy�Coal�の生産性向
上がNew�Mexico�Coal�の当社資産売却を一部相殺するため、32mtに減少する見込みである。
New� South�Wales� Energy�Coalでは、2016年度の一般炭生産量が13％減少した。豪雨の影響を受けたほか、剥土

比が高い鉱化帯で採炭を進めたこと、各ピットの採算性に基づいて採炭計画を変更したことに起因する。Cerrejón
では生産量が11％減少した。これは本年度の最初に干ばつが9か月間続き、2016年6月期には豪雨に見舞われ、生産
が妨げられためである。
Navajo� Coalでは、2016年度の生産量が顧客需要の低下により18％減少した。Navajo�Transitional� Energy�

Company� へのNavajo� Coal経営権・操業権の移転は、2016年12月31日の実施に向けて順調に進行中である。
Westmoreland�Coal�CompanyへのSan�Juan炭鉱売却は、2016年1月31日に完了している。

その他

ニッケル：Nickel�Westでは、2016年度の生産量が10％減の81ktとなった。これは2015年12月期にKalgoorlie製
錬所とKwinana精錬所で行われた計画保守点検に伴う大規模な操業停止と、Kambalda選鉱場への第三者鉱石供給減
を反映した結果である。2016年6月期のニッケルマット生産増は、第三者精鉱の追加購入に支えられた結果である。
2017年度のニッケル生産量はおよそ10％増加する見込みである。Keith山での品位上昇のほか、Leinseter�で2016

年2月から行われているランプアップが、Kalgoorlie製錬所とKwinana精錬所での稼働率上昇を支える要因となるた
めである。
 
カリウム事業

�
鉱物探査

2016年度の鉱物探査費用は175mUS$にのぼり、このうち157mUS$はすでに費用計上済み。グリーンフィールド
（未開発地域）の探鉱は、チリ、ペルー、カナダ、米国南西部での銅ターゲット探査を中心に展開する。
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2．��Rio�Tinto／�
2016年Q2（4～6月）生産レポート

出所: ��Rio�Tinto�Second�Quarter�Operations�Review�（2016/7/19発表）

JOGMECから一言

原料炭とチタン鉱石部門を除いて概ね生産が増加し、とりわけ、Pilbaraについては販売量が生産量を上回った。
Pilbaraの鉄鉱石については、2016年4月にSinosteel� Corporationとの鉄鉱石供給について合意したことを受けて今後
も好調な業績が続くことが予想される。2016年6月に同社は、組織の改編を発表。従前は銅・石炭部門が存在した
が、銅と石炭は分離され、銅は「銅・ダイヤモンド部門」として組織されることとなった。本年3月にはBengalla炭
鉱権益の40%を売却していることからも、主力事業への注力化が顕著になっている様相が見て取れる。

事業ハイライト

Rio�Tintoの最高経営責任者Jean-Sébastien�Jacquesは次のように述べている：
Rio�Tintoは今期も堅調な操業実績を収めた。今後も当社アセットの価値とキャッシュフローの最大化に注力するが、

そのための手段として、商業面と操業面との双方で卓越した実績を収め、同時に投資方針の厳格な適用も継続してい
く。こうして株主にとり魅力的なリターンを着実に生み出す上で、それに適した企業体制を築くことが可能となる。

➢　�Pilbaraでは、2016年第2四半期の鉄鉱石販売量が通年見通し並みで推移し、330mtpa（100％基準）に近い稼働
率を達成した。販売量が今期生産量を上回ったため、今年第1四半期に積み上がった在庫の一部が一掃される形
となった。

➢　�ボーキサイトの生産量は、前年上半期比9％増、第三者向け販売量で5％増を実現した。
➢　�2016年上半期のアルミニウム生産量は前年上半期比10％増を達成した。Kitimat製錬所が近代化・拡張工事を経

て今年第1四半期に公称能力で稼働を実現したためである。
➢　�銅の採鉱量は2015年上半期並みで推移した。Kennecott�とOyu�Tolgoiでの好業績のほか、Grasbergでの生産増

がEscondidaの業績悪化を相殺したためである。
➢　�Rio�Tintoとその提携企業ならびにモンゴル政府とTurquoise�Hill�Resourcesは2016年5月6日、�Oyu�Tolgoi�開発

が新たな段階に入ると発表。坑内掘事業の承認を受けて、4bUS$を上回る事業融資が決定した。
➢　�Rio�Tintoは2016年6月21日、組織再編を発表。当社グループは今後、「アルミニウム」「銅・ダイヤモンド」「エ

ネルギー・鉱物」（Iron�Ore�Company� of� Canadaを含む）「鉄鉱石」の4部門で組織されるが、新たに立ち上げる
「成長・イノベーション」部門は、将来的資産と技術支援に特化し、当社グループを補完する存在となる。
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鉄鉱石

Pilbara生産量
Pilbaraでは、2016年上半期の生産量が前年上半期比10％増の160.8mt（Rio�Tinto持分：131.3mt）、2016年第2四

半期の生産量が前年同期比8％増の80.9mt（Rio�Tinto持分：66.3mt）、前期比1％増となった。天候の影響が最小限
に抑えられたほか、Pilbara全域の拡張・新規鉱山が操業改善とランプアップに成功したことに起因する。

Pilbara販売量
2016年上半期の販売量は前年上半期比8％増の158.9mt（Rio�Tinto持分：129.8mt）となった。輸送鉄道網の運転が

好調だったほか、昨年とは対照的に深刻な異常気象に見舞われることがなかったためである。2016年第2四半期の販
売量は前年同期比6％増の82.2mt（Rio�Tinto持分：67.3mt）、前期比7％増となった。
上半期販売量のおよそ21％は、前期平均価格指数を1カ月遅れで適用し値決めされた。残りは今期もしくは当月平

均価格またはスポット価格を基準に販売された。
取引条件は、上半期販売量のおよそ61％がCFR（運賃込み条件）、残りはFOB（本船渡条件）であった。
上半期の1wmtあたりの平均FOB価格は44.5US$であった（ウェットベース。ドライベースでは48.4US$に相当）。

Pilbara事業
高品位でリン含有量の低い鉱石「Pilbara� Blend」を供給するNammuldi� Incremental�Tonnes（NIT）プロジェクト

が継続した。本プロジェクトの第1段階では年間採鉱量を5mtpaとし、2015年第4四半期に生産を開始した。第2段
階では年間採鉱量を10mtpaに引き上げ、2016年第4四半期に生産を開始する予定。Silvergrassプロジェクトについ
ては、今年下半期に投資判断を行う見込みである。

2016年度　通年見通し
Rio�Tintoの2016年度�Pilbara鉄鉱石予想出荷量は、天候の影響を受けて、およそ330mtとなる見込みである

（100％基準）。今年第1四半期に発表したように、AutoHaul®に遅れが出ているため、2017年度�のPilbara生産量は
330～340mtとなる見込みだが、予想量は最終的な生産性と資本支出計画によって変動する可能性がある。
�

アルミニウム

ボーキサイト
2016年上半期の生産量は前年上半期比9％増となった。Weipaで3％増、�Goveで23％増、ギニアのSangarediで

22％増となったのが主因である。こうした生産増を受けて、第2四半期生産量は前年同期比13％増となった。
第三者販売量は前年上半期比5％増の13.9mtとなった。



10

Amrunプロジェクト（ボーキサイト）
2015年11月の承認を受けて、設計と建設の両面でAmrunプロジェクトが進行中である。現在、現地施設の建設が

計画通り進められており、その第1段階である宿泊施設の建設は既に完了、川沿いの係留地も順調に建設が進み、
40kmにわたるアクセス道用地が既に整備されている。

アルミナ
2016年上半期の生産量は前年上半期比6％増となった。Yarwunでは設計・処理改善計画を積極的に実施したため、

第2四半期の実績が好調であった（前年同期比18％増）。

アルミニウム
2016年上半期の生産量は前年上半期比10％増の1.8mtとなった。Kitimat製錬所が近代化・拡張工事を経て今年第

1四半期に公称能力で稼働を実現したためである。

2016年度　通年見通し
Rio�Tintoの予想持分生産量は、ボーキサイトで45mt、アルミナで7.8mt、アルミニウムで3.6mtに据え置く。

銅

Kennecott
2016年上半期の銅採鉱量は、高品位鉱区での採掘が進んだため、前年上半期の実績を大幅に上回った。
上半期は引き続き、Bingham�Canyonの東壁の重量負荷低減と排水、南壁のプッシュバックの開発に重点を置い

た。
銅の精錬量は、昨年上半期に発生した在庫が減少した結果、2016年第2四半期が前年同期比26％減、今年上半期が

前年上半期比36％減となった。
Kennecottでは、製錬効率の最適化を目指して第三者からの委託製錬を継続しており、2016年上半期�の委託製錬

数量は199ktとなった。委託精鉱は製錬の上、顧客に返納されているため、委託製錬数量は本レポートの生産量から
除外するものとする。

Escondida
2016年上半期の銅採鉱量は、品位低下が主因となり、前年上半期比23％減となった。品位低下は、新規選鉱場

（OGP1、152ktpd規模）の処理量上昇によって一部相殺される形となった。始動した選鉱場では、公称能力までラン
プアップを継続する。
各Escondida所有企業は2016年6月、Los�Colorados選鉱場のアップグレードを承認、関連インフラと合わせて寿

命年数の長期化を図ることとなった。このアップグレードによりEscondidaでは、短期間で3つの選鉱場の稼働が可
能となる。

Oyu Tolgoi
2016年上半期の銅採鉱量は、鉱石品位と処理量上昇が要因となり、前年上半期比23％増となった。2016年第2四半

期は、品位低下が主因となり、前期比10％減。
2016年上半期の金採鉱量は71,400ozで、今年下半期は生産減とフェーズ2のコア掘り減が見込まれる。
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Oyu Tolgoi坑内掘開発プロジェクト
Rio�Tintoとその提携企業ならびにモンゴル政府とTurquoise�Hill�Resourcesは2016年5月6日、�Oyu�Tolgoi�開発が

新たな段階に入ると発表。坑内掘事業の承認を受けて、4bUS$を上回るプロジェクトファイナンスが決定した。本
プロジェクトを開始するにあたり、まず設計・調達・建設管理（EPCM）契約を締結。目下、動員作業を進めている。

Grasberg
Freeport-McMoRan� Inc.（Freeport）との合弁事業契約によりRio�Tintoは、1988年以降Grasbergで進めてきた設

備拡張と開発による増産分のうち40％の権益を所有するRio�Tintoの上半期持分は、銅が17,100t、金が29,400ozと
なった。

暫定価格
2016年6月30日現在、当社グループの銅の推定販売量は189mlb、暫定価格は1lbあたり214US¢である。最終販売

価格は2016年下半期に決定予定。これに対して2015年12月31日時点の公表出荷量は252mlb、暫定価格は1lbあたり
217US¢であった。

ダイヤモンド
Argyleでは、2016年上半期の生産量が前年上半期比4％増となった。坑内掘鉱山で継続的ランプアップを行った結

果、鉱石処理量が上昇したことによるものだが、処理量増は品位低下によって一部相殺された。
Diavikでは、品位低下を受けて、2016年上半期の回収量が昨年を下回った。回収量減は鉱石供給量増により一部

相殺された。2016年第2四半期は、生産量が前期比16％減となった。回収品位が低下したほか、計画保守点検に伴う
操業停止により鉱石供給量が若干減少したことが主因である。
　

2016年度　通年見通し
2016年の銅持分採鉱量は575～625kt、精錬量は220～250ktと、いずれも前回の見通しを据え置く。組織再編に伴

いダイヤモンド部門が編入されたのを受けて、銅の算定方法に従ってダイヤモンド生産量を予測すると、2016年は
18～21mctとなる見込みである（前回の通年見通しは21mct）。

エネルギー・工業用鉱物資源

石炭
ハード原料炭の生産量は、2016年上半期が前年上半期比8％減、第2四半期が前年同期比14％減となった。Kestrel

でのロングウォール変更時期が主因。
セミソフト原料炭の生産量は、2016年初頭のCoal�&�Allied�組織再編のほか1、Hunter�Valley�Operations�と

Mount�Thorley�Warkworthでの生産シーケンシング（優先順位）を反映し、2016年上半期が前年上半期比8％増、一
般炭を優先するHunter�Valley�Operationsのシーケンシングを反映し、第2四半期が前年同期比13％減となった。
一般炭生産量は、2016年上半期が概ね前年上半期並み、第2四半期が前年同期比6％増（Bengalla事業売却に伴う

調整後は23％増）となった。雨量が非常に少なかったことが影響したほか、Hail�Creekの現行生産シーケンシングと
一般炭生産増が要因となった。

Iron Ore Company of Canada（IOC）
IOCでの精鉱とペレットの生産量は、設備資産の信頼性と性能向上に後押しされ、2016年上半期が前年上半期比

6％増の8.5mt（Rio�Tinto持分：5.0mt）となった。第2四半期は前年同期並みの4.4mt（Rio�Tinto持分：2.6mt）だが、
前期比では6％増となった。�
こうした生産増は販売量も押し上げ、今年上半期は前年上半期比17％増の8.6mt（Rio�Tinto持分：5.0mt）となっ

た。第2四半期は特に好調で、精鉱販売量が前年同期比13％増の2.1mt、ペレット出荷量が前年同期比5％増の2.4mt
となった。
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鉱物
硼酸塩（Borate）の生産量は、2016年上半期と第2四半期でいずれも前年並みとなった。

工業塩
2016年上半期の生産量は概ね前年上半期並みとなった。

Rio Tinto Iron and Titanium （RTIT）
二酸化チタンスラグの生産量は、2016年上半期が前年上半期比23％減、第2四半期が前年同期比22％減となった。

需要低迷を踏まえた生産調整を継続しているため、Rio�Tinto� Fer� et�Titaneでは9基の炉うち2基が、Richards� Bay�
Mineralsでは4基のうち1基が休止している。

ウラン
Energy�Resources�of�Australia�（ERA）では、引き続き既存在庫の処理を進めており、ミルの処理量と回収量の上

昇に伴い、2016年上半期の生産量は前年を上回った。第2四半期の生産量は、計画保守点検に伴うミル停止により、
前年同期比17％減となった。
Rössingでの2016年上半期の生産量は前年上半期を上回った。2015年2月に最終製品回収プラントで発生した火災

により、昨年上半期の業績が悪化したのが主因である。今年第2四半期も、同じく火災の影響により、前年同期比
29％増となった。

2016年度　通年見通し
2016年の予想持分生産量は、一般炭が17～18mt（前回見通しは16～17mt）、セミソフト原料炭が3.3～3.9mt、

ハード原料炭が7～8mt、鉄鉱石（精鉱とペレット）が12mt（100％基準で20mtに相当）、二酸化チタンスラグが
1mt、酸化ホウ素当量が0.5mt、ウランが5～6mlbである。

企業情報

Rio�Tintoは、2016年4月と6月の2度にわたる自社債買い戻しにより、それぞれ負債総額を額面価格1.5bUS$と
3bUS$削減することに成功した。早期償還により上半期収益はおよそ125mUS$減となる。

探査・評価

税引前資産売却前収支に加算された2016年上半期の探査・評価費用は267mUS$（うち139mUS$は第2四半期）と
なった（昨年上半期は243mUS$）。
上記費用のうち、およそ38％は「エネルギー・鉱物」部門に、28％は主要探査案件に、25％は「銅・ダイヤモン

ド」部門に、残りは「アルミニウム」と「鉄鉱石」両部門に使用された。
今期中、特記すべき主要探査案件の売却はなかった。
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探査事業ハイライト
Rio�Tintoは17カ国、約8製品にわたる探査プロジェクトポートフォリオを有している。今期の探査費用は、銅

ターゲットを中心に次の国々での活動に使用された：豪州、ボツワナ、チリ、カザフスタン、メキシコ、ナミビア、
ペルー、ロシア、米国、ザンビア。鉱山リースによる探査は、次の企業を含むRio�Tinto企業が引き続き実施してい
る：Pilbara�Iron、Rio�Tinto�Coal�Australia、Richards�Bay�Minerals、Oyu�Tolgoi、Kennecott、Weipa。
今期探査活動の概要は、以下の通りである：
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3．��Anglo�American／�
2016年Q2（4～6月）生産レポート

出所: ��Anglo�American�plc�Production�Report�for�the�second�quarter�ended�30�June�2016（2016/7/20発表）

JOGMECから一言

鉄鉱石のMinas-Rioにおいてランプアップが継続している他、Barro�Altoの復調が引き続いている。また、主力事
業の一つであるプラチナ事業については、本年第1四半期の未納在庫品について今期精錬が実施された。未だ残って
いる在庫の精錬についても第3四半期中には完了する計画であるが、今期のプラチナ鉱石生産量も前年同期比並みで
あることから、来期も今期並みの水準で精錬所を操業できるかが注目されるところである。

事業ハイライト

Anglo�Americanの最高経営責任者Mark�Cutifaniは、次のように述べている：
「2016年第2四半期業績は、銅の実績では前年同期並みである。プラチナ精錬量が回復し、Minas-Rioと�
Grosvenor、Barro�Altoでのランプアップが続くなか、当社は目下、第1四半期の操業改善基調を一層推し進めてい
る。さらに、高利益・低コスト資産に注力し、当社の主要市場、とりわけダイヤモンドとプラチナ両部門において
も、引き続き厳格な資本統制を行っていく。昨年、De�Beersが徹底した措置を講じたことで2016年上半期の取引状
況が正常化に向かい、結果的に販売量が増加したが、引き続き今後の動向を注視する。」

➢　�ダイヤモンド生産量は、2015年下半期の取引状況に応じた減産決定を反映し、19％減の6.4mctとなった。
➢　�プラチナ生産量（精鉱）は1％増の585,700oz、精錬量は33％増の747,600ozとなった。2016年第1四半期に貴金属

精錬所（PMR）で定期棚卸作業と安全確認に伴う操業停止後の再稼働を反映した結果である。
➢　�銅の持分生産量（2015年9月1日付で売却されたAA�Norteアセットを除く）は、8％減の144,200tとなった。想
定していた品位低下と豪雪によりLos�Broncesの操業に影響が出たが、Collahuasi工場の安定性向上により一部
相殺された。

➢　�ニッケル生産量は、2015年にBarro�Altoの電炉再建が成功したのを受け、76％増の11,100tとなった。
➢　�Kumba鉄鉱石の生産量は15％減の8.9mtとなった。これは、Sishen工場での再編（規模縮小）と、低コストピッ

ト構造への移行によるものである。
➢　�Minas-Rio鉄鉱石の生産量は、ランプアップが継続しているため、91％増の3.5mtとなった（ウェットベース）。
➢　�輸出用原料炭の生産量は4％増の5.5mtとなった。これは、5月にGrosvenorでロングウォールによる初回生産が

行われたほか、昨年Grasstreeでロングウォール移設が行われたことに起因するものだが、こうした生産増が、
今年第1四半期のロングウォール移設後にランプアップを実施していたMoranbah�での生産減を相殺する形と
なった。

➢　�輸出用一般炭の生産量は6％減の8.1mtとなった。これは、2016年後半に採掘作業が終了するDraytonでのラン
プダウンと、Cerrejónでの計画減産を要因とするものだが、South�African�Exportの大半の操業地で生産量が上
昇したため、生産減が一部相殺された。
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ダイヤモンド

De Beers：ダイヤモンド生産量は、2015年下半期の取引状況に応じた減産決定を反映し、19％減の6.4mctとなっ
た。
Debswana（ボツワナ）では、生産量が12％減の5.2mctとなった。Orapaでは27％減。Damtshaaは、2016年1月1

日以降保存整備下に置かれている。
DBCM（南アフリカ）では、生産量が26％減の0.8mctとなった。主因は、2016年1月に発表されたKimberley鉱山

売却の完了である。
Namdeb�Holdings（ナミビア）では、生産量が31％減の0.3mctとなった。Debmarine�Namibia�では、Mafuta船の

湾内計画保守点検が延長され生産減、Namdebの陸上操業では、品位低下が見られた。
カナダでは、Snap� Lakeが2015年12月以降保存整備下にあることが要因となり、生産量は71％減の0.1mctとなっ

た。Victorの生産量は2015年第2四半期並みとなった。
ダイヤモンド原石の2016年第2四半期連結販売量（3サイト分）は、前年同期の4.9mct（2サイト分）から9.6mctに

増加した。1サイト分の増加以外に考えられる要因としては、低水準であった昨年の在庫レベルが中間在庫の補充に
より上昇したことが挙げられる。2016年上半期連結販売量は、前年上半期の13.3mctから17.2mctに増加した（両年
とも5サイト分）。
2016年上半期ダイヤモンド概算価格指数は、前年上半期比で平均16％減となった。平均実勢価格はカラットあた

り177US$で、前年上半期比14％減となった。

年間見通し
生産量の年間見通し（100％基準）は26～28mctに据え置くが、取引状況によって変動する可能性がある。

プラチナ及びその他PGM

プラチナ：生産量（精鉱）は1％増の585,700ozとなった。
Mogalakwenaでの生産量は3％減の98,800ozとなった。選鉱量は6％増であったが、今期は品位低下が再び常態化

し、これが3％減という結果につながった。
Amandelbultでの生産量は1％増の106,200ozとなった。採掘実績は好調だったが、2016年4月26日に発生した死亡

事故に伴う操業停止と18kozの生産損失により概ね相殺される形となった。
Unkiでの生産量は12％増の17,800ozとなった。坑内採掘効率の向上により切削量が上昇し、これが9％の品位上

昇に補完される形となった。
独立管理下の生産量（第三者からの精鉱購入分を除いた採掘済みと販売済み）は、9％増の203,200ozとなった。

Mototolo、Modikwa、BRPM、Kroondalでの生産実績が好調だったことによるものだが、Bokoniの実績により一部
相殺された。
Rustenburg（Western� Limb尾鉱再処理プラントの操業を含む）では、生産量が8％減の112,300ozとなった。死亡

事故の発生と地盤条件の悪い鉱区での採掘、わずかな品位低下の影響を受けた結果であるが、尾鉱再処理による生産
増により一部相殺された。　
労働組合による大規模な組織再編を受けて、最適化した採鉱計画に準じて操業改善が進み、生産量は31％増の

41,200ozとなった。主因は、坑内採掘効率の向上と選鉱場の安定性向上である。
プラチナ精錬量は、2016年第1四半期の未精錬鉱石を精錬した結果、33％増の747,600ozとなった。未精錬の要因
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は、貴金属精錬所（PMR）において定期棚卸作業を実施したほか、Section54の操業停止で12日間にわたりPMRを閉
鎖し、その後37日間にわたって生産ラインが多大な影響を受けたことである。残りの未精錬分は今年第3四半期に精
錬達成の見込みである。

年間見通し
生産量（精鉱）の年間見通しは2.3～2.4mozに据え置く。

銅

銅：持分生産量（2015年9月1日付で売却されたAA�Norteアセットを除く）は、前年同期比8％減の144,200t、前
期比2％減となった。
Los�Broncesでの生産量は22％減の75,600tとなった。想定していた品位低下のほか、季節外れの豪雪により第2四

半期の操業が妨げられ、高品位鉱化帯へのアクセスに制約が生じたことが主因だが（0.98％から0.62％へ）、2015年
上半期の生産量に影響を及ぼした水量制限が解除されたため、これが生産減を一部相殺する形となった。
Collahuasiでは、帰属分の生産量が14％増の56,200tとなった。2015年に行われた修繕作業後にプラントの安定性

と稼働時間が改善されたほか、品位が上昇したことにも起因する（1.15％から1.21％へ）。
El� Soldadoでは、生産量が24％増の12,400tとなった。採鉱計画の修正を受けて高品位鉱石の供給量が増加したの

が要因である。2016年7月8日には、団体交渉プロセスの一環として当社が提示したオファーを労働組合側が拒否、
ストライキを実施した。
2016年上半期末時点の当社保有量は155,300t、暫定価格は1lbあたり220¢である。最終販売価格は2016年下半期に

決定予定。上半期の実勢価格は1lbあたり215¢。

年間見通し
Los� Broncesでは今期を通じて悪天候であったことから、鉱山採収と高高度・高品位フェーズからの採掘に制約が

生じたため、年間見通しを次の通り下方修正した：
2016年：570～600kt（修正前：600～630kt）
2017年：570～600kt（修正前：590～620kt）
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ニッケル

ニッケル：�Barro�Altoの電炉2基の再建が成功したのを受け、生産量は前年同期比76％増の11,100tとなった。両
炉は目下、公称能力で生産している。Codeminでは、生産量が前年同期並みの2,300tとなった。

年間見通し
生産量の年間見通しは45～47ktに据え置く。

ニオブ

ニオブ：下流製錬設備計画の実施に向けて5月に行った計画操業停止が要因となり、生産量は25％減の1,200tと
なった。その後のプラント操業は順調に推移し、6月には月ベースで過去最多を記録した。

リン

リン：精鉱生産量は、プラントへの原料供給緩和が要因となり、18％増となった。肥料生産量は4％増で、主因
は、造粒プラントの操業が好調だったほか、プラント条件が良好だったため1月と3月の保守点検プログラムを一括
して行ったことである。リン酸の生産量は、両プラントの安定性と設備稼働率の向上が要因となり、18％増となっ
た。DCPの生産量も、安定した処理とリン酸供給を受けて、7％増加した。
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鉄鉱石・マンガン

Kumba鉄鉱石：生産量は15％減の8.9mtとなった。
Sishen工場での生産量は21％減の5.7mtとなった。廃棄物処理量は、2015年第2四半期の58mtから31mtに減少し

た。生産量と廃棄物量の減少は、低コストピット構造に移行した結果であるが、大規模な鉱山再編と最大31％の人
員削減が要因となり、今期運転率は予想を下回った。生産減のさらなる悪化を招いた要因は、通常レベルを上回る雨
量と安全確認に伴う操業停止である。対策を講じた結果、6月の採掘柔軟性と主要パラメータに見る運転率とが改善
傾向を見せており、最大27mtの年間見通し並みで推移している。
Kolomelaでは、プラント処理量の向上が要因となり、10％増の3.2mtとなった。
Thabazimbiでは、2015年9月30日に採掘作業が、2016年3月31日に処理作業が終了しているため、今期は生産実

績がない。閉鎖作業は計画通り進行中である。　
輸出販売量は、減産が要因となり、26％減の8.7mtとなった。最終製品の総在庫量は、年末時点で4.7mtだったが、

一層の在庫最適化を図ったため2.3mtに減少した。

年間見通し
Sishen工場の年間見通しは、生産量を最大27mtに、廃棄物量を135～150mtに据え置く。Kolomelaでは、生産量

最大12mtの達成に向けて順調に推移し、廃棄物量は46～48mtとなる見込みである。

ブラジル鉄鉱石：�Minas-Rioでは、ランプアップの継続により、2016年第2四半期の生産量が前年同期比91％増の
3.5mt（ウェットベース）、前期比4％増となった。ピット制限が生じているほか、ライセンシングプロセスが進行中
であるため、品質面で予想を下回る粗鉱が採掘される結果となった。2016年7月7日に次のライセンシングフェーズ
に進む暫定許可が下りたため、埋蔵鉱量の次のトランシェに速やかにアクセスすることが可能となった。

年間見通し
ブラジル鉄鉱石の年間見通しは、ピット制限が要因となり、15～17mtに下方修正された（修正前：15～18mt）

（ウェットベース）。

マンガン鉱石：生産量は、ほぼ2015年第2四半期並みとなった。

マンガン合金：市況を要因とするSouth�Africa�Manganeseの再編を受けて、生産量は45％減となった。2015年5
月には、Metalloys（南アフリカ）にある4基の炉のうち3基が運転を休止した。
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石炭

豪州：輸出用原料炭の生産量は4％増の5.5mtとなった。これは、5月にGrosvenorでロングウォールによる初回生
産が行われたほか、昨年Grasstreeでロングウォール移設が行われたことに起因するものだが、こうした生産増が、
今年第1四半期のロングウォール移設後にランプアップを実施していたMoranbah�での生産減を相殺する形となっ
た。
輸出用一般炭の生産量は17％減の1.1mtとなった。ニューサウスウェールズ（NSW）州政府の計画評価委員会が

Drayton�South�プロジェクト却下を勧告し、これを受けてDraytonが2016年後半の採掘作業終了に向けてランプダウ
ンを行うためである。

南アフリカ：輸出用一般炭の生産量は8％増の4.7mtとなった。生産性の向上により、ほぼすべての操業地で生産
増を達成したことによる。
Eskom関連の生産量は概ね変化せず。
Eskom以外の国内生産は15％増の1.8mtとなった。主因は、ZibuloとLandauからの輸出品で国内市場にリダイレ

クトされる製品の利益率が上昇したことである。

コロンビア：Cerrejónでは、持分生産量が21％減の2.3mtとなった。5月と6月の豪雨が影響したほか、市況対策
として最もコストが高い設備の排除により計画減産を進めていることに起因する。

年間見通し
輸出用原料炭の年間見通しは21～22mtに据え置くが、資産売却の進捗によって変動する可能性がある。
南アフリカとコロンビアからの輸出用一般炭は28～30mtに据え置く。

探査・評価

2016年第2四半期の探査・評価費用は35％減の総額45mUS$となった。内訳は、探査費用が31％減の24mUS$、評
価費用が40％減の22mUS$である。
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4．�Vale／�
2016年Q2（4～6月）生産レポート

出所: ��VALE�PRODUCTION�IN�2Q16（2016/7/21発表）

JOGMECから一言

輸送効率の向上とN4WS鉱山・N5S鉱山の拡張により鉄鉱石は前年同期比、前期比ともに増加。ニューカレドニ
アでのランプアップが継続しているニッケル事業も好調である。一部の部門については昨年からの事業見直しがよう
やく効を奏し始めた兆しのする当社であるが、5月には豪州・Carborough�Downs原料炭鉱山にて天井崩落事故が発
生しフォース・マジュールを申告。Samarcoプロジェクトにおける事故の後処理も残る中、さらなる懸念材料の発生
した第2四半期となった。

事業ハイライト

2016年7月21日、リオデジャネイロ：Vale� S.A.（Vale）の2016年第2四半期の鉄鉱石生産量は1、北部システムの好
業績が主因となり、前期比9.3mt増の86.8mtとなった。
Carajásでの2016年第2四半期の生産量は、第2四半期ベースで過去最多の36.5mtに達し、前年同期比4.9mt

（15.5％）増となった。輸送車両の総合設備効率向上のほか、N4WSとN5S両鉱山の拡張ピットランプアップが主因
である。
2016年第2四半期のペレット生産量（Samarcoに帰属する生産量を除く）は、前期比12.4％減、前年同期比17.9％

減の10.0mtとなった。主因は次の2つである：（i）�Fábricaペレット工場が、隣接鉱山の拡大に要する環境承認の取
得に遅れが出たため操業を停止、（ii）� 今年第2四半期にTubarãoプラントが定期保守点検に伴い操業を停止。
Tubarão�8�の生産量は、今年5月に月ベースで過去最多の637ktに達した。
総回収量に対する最終生産量の割合を示すGlobal� Recovery（GR）は、2013年が39％、2014年が41％、2015年が

46％であった。四半期ベースで見ると、2015年第2四半期が45.4％であったのに対し、今年第2四半期には46.1％に
上昇した2。
2016年第2四半期のニッケル生産量は、第2四半期ベースで過去最多の78,500tに達し、前年同期比11,400t増と

なった。主因は、PTVIでの操業実績アップのほか、Long�HarbourとVale�New�Caledonia�（VNC）でのランプアッ
プ継続である。
2016年第2四半期の銅生産量は、第2四半期ベースで過去最多の107,400tに達し、前年同期比2,500t増となった。

Sudburyでの操業実績向上とSaloboでのランプアップ成功が主因である。
2016年第2四半期の金生産量は、第2四半期ベースで過去最多の109koz�に達した。
2016年第2四半期の石炭総生産量は、前期比9.5％減、前年同期比25.2％減の1.5mtとなった。地質安定性の問題に

直面したCarborough�Downs�での生産減が主因である。
2016年6月のモザンビークでの総採炭量は、設備生産性の向上と新規鉱区の開発が要因となり、月ベースで過去最

多の12.7mtとなった。今後、Moatize�II石炭処理・選炭プラントへは、新たに開発された鉱区からフィードされるこ
ととなる。Moatize� IIの試運転は概ね完了、8月初旬までに操業を開始する。同プラントのランプアップにより、向
こう数四半期をかけて生産増、コスト減を実現する。

1� Excluding�Samarco’s�attributable�production�and�including�iron�ore�acquired�from�third�parties
2� Due�to�external�factors,�such�as�seasonal�weather�conditions,�the�comparison�should�always�be�made�on�a�year�
-on-year�basis.
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鉄鉱石

生産概況
Valeの2016年第2四半期の鉄鉱石生産量は3、北部システムで季節性の天候に恵まれ、生産性も向上したことから、

前期比9.3mt増の86.8mtとなった。前年同期比では2.5mt減となり、主因は次の2つである：（i）�利益の低い操業地を
対象にわずかな量の減産を図る戦略的判断とその他措置、（ii）�Samarcoへの供給停止。
同様に利益最適化基準を2016年上半期生産量と下半期予想生産量に適用し、季節調整を行った結果、2016年の年

間生産量は当初見通し340～350mtの下限値にとどまる見込みである。
2016年第2四半期は、ブラジルとアルゼンチンからの鉄鉱石とペレットの出荷量が、ロジスティクスのボトルネッ

ク解消を進めているため、前期比5.6mt増、前年同期比2.6mt増の77.2mtとなった。鉱山で保有する在庫は、沖合い
でのブレンディングと商業的柔軟性の向上を目的に、海外の物流センター（DC）に移動させた。鉱山とブラジル国
内の港にある在庫量は、今年第2四半期に前年同期比4mt減となった一方、中国とマレーシアにある在庫量は同じく
第2四半期に2mt増となった。こうした動きは、2016年末までに総在庫量を削減し、これと同時にサプライチェーン
上にある製品在庫の下流シフトを図るという当社目標に沿う結果である。
サプライチェーン最適化に向けたこうした取組みは2017年にも継続して行う。これは、南部システムで重要視す

る在庫削減が実現し、当社生産量が2015年Valeデー発表値の380～400mt�以下に抑えられたためである。

3� 第三者からの購入分を含み、Samarco社に帰属する生産量を除く。�
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利益最適化に向けた当社戦略と相まって、鉄含有量は今年第1四半期が64.3％であったのに対し、第2四半期には
63.6％と若干の低下を見せた。南東部システムでは鉱滓ダムの必要性を抑え、これを機にシリカ含有量の高い製品に
対してデメリットの少ない値引きを行うため、一部選鉱プラントにおいて湿式から乾式に処理方式を変更したが、こ
れが鉄含有量減の要因となった。

北部システム
Carajásでの2016年第2四半期の生産量は、第2四半期ベースで過去最多の36.5mtに達し、前期比12.7％増、前年同

期比15.5％増となった。前期比増の主因は、降雨の影響が少なかったほか、総合設備効率が向上したことである。一
方、前年同期比増の主因は、既報の生産性向上のほか、N4WSとN5S両鉱山での拡張ピットランプアップである。
こうした要因が、前年同期よりも雨量が増した影響を相殺する以上の効果をもたらした。

南東部システム
Itabira、Minas� Centrais、Marianaの3つの採掘ハブを擁する南東部システムでは、2016年第2四半期の生産量が

前期比2.6mt増の25.2mtとなったが、Samarcoへの供給停止が主因となり（2.9mt）、前年同期比では4.0mt減である。

南部システム
Paraopeba、Vargem�Grande、Minas� Itabiritoの3つの採掘ハブから成る南部システムでは、利益の少ない操業地

に対する減産決定が要因となり、2016年第2四半期の生産量が前期比11.5％増、前年同期比10.0％減の24.6mtとなっ
た。

中西部システム
UrucumとCorumbáの2つの鉱山から成る中西部システムでは、利益最適化に向けた社内戦略により、2016年第2

四半期の生産量が前期並み、前年同期比0.7mt減の0.6mtとなった。

ペレット

生産概況
2016年第2四半期のペレット総生産量（Samacro社に帰属する生産量を除く）は、前期比12.4％減、前年同期比

17.9％減の10.0mtとなった。主因は次の2つである：（i）�Fábricaペレット工場が、隣接鉱山の拡大に要する環境承認
の取得に遅れが出たため操業を停止、（ii）今年第2四半期にTubarãoプラントが計画保守点検に伴い操業を停止。
Valeでは現在、Samarco操業停止に伴う供給不足を補うため、Tubarãoペレット工場（Tubarão1�と2）の再稼働

を検討中。

南東部システム
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Tubarãoペレット工場（Tubarão� 3～8）での2016年第2四半期の生産量は、計画保守点検に伴う操業停止が主因と
なり、前期比7.8％減、前年同期比7.5％減の6.7mtとなった。Tubarão� 8の生産量は、今年5月に月ベースで過去最多
の637ktに達した。

南部システム
Fábricaペレット工場は、隣接鉱山の拡張に要する環境承認の取得に遅れが出ているため、今年3月28日をもって

操業を休止していたが、7月2日の承認取得に伴い操業を再開。8月までには公称能力に達する見込みである。
Vargem�Grandeペレット工場では、ペレットフィード減少が主因となり、2016年第2四半期の総生産量が前期比

5.1％減、前年同期比7.4％減の1.5mtとなった。

オマーンでの操業
オマーンのペレット工場では、今年5月から6月にかけて生産ラインの1つで計画されていたコールド保守点検に伴

い操業を停止したため、2016年第2四半期の生産量が前期比4.5％減、前年同期比23.9％減の1.8mtとなった。

Samarco社
2015年11月5日に発生したFundão鉱滓ダムの事故を受けてSamarcoは操業を休止。具体的な時期は確定していな

いが、2017年までには操業再開の予定である。

マンガン鉱石・マンガン合金鉄

生産概況
2016年第2四半期のマンガン鉱石生産量は、前期比7.3％減、前年同期並みとなった。
Barbacenaプラントは、エネルギースポット価格の低下を受け、2月に操業を再開した。一方Minas�Gerais�にある

Ouro� Pretoマンガン合金鉄プラントは、操業を再開するには市場の需要が未だ不十分であることから、現在も閉鎖
中である。

マンガン鉱石
Azul鉱山では、プラントの物理的稼働率が低下したため、2016年第2四半期の生産量が前期比8.6％減の397ktと

なった。前年同期比では、高品位鉱石の供給により14.7％増となった。
Urucum鉱山では、採掘切羽の可用性が低下したことから、2016年第2四半期の生産量が前期比3.9％減、前年同期

比25.0％減の156ktとなった。

マンガン合金鉄
2016年第2四半期のマンガン合金鉄生産量は、Barbacenaプラントがエネルギー価格の低下に後押しされ2月に操

業を再開したことから、前期比15.3％増の28,630tとなった。前年同期比では、Simões� Filho�プラントの効率低下が
要因となり、8.0％減となった。
生産量内訳は、フェロシリコンマンガン合金鉄（FeSiMn）が20,090t、高炭素マンガン合金鉄（FeMnHC）が

6,640t、中炭素マンガン合金鉄（FeMnMC）が1,900t�である。
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ニッケル

生産概況
2016年第2四半期のニッケル生産量は、第2四半期ベースで過去最多の78,500tに達し、前期比6.8％増となった。

Thompson、Indonesia（PTVI）、Onça�Pumaでの好業績が主因である。前年同期比では17.0％増となった。

カナダ
Sudbury鉱山では、2016年第2四半期の生産量が前期並みの18,900tとなった。昨年第2四半期にマット処理プラン

トで電気系統の火災が発生したため、前年同期比では61.5％増である。
Thompson鉱山では、2016年第2四半期の生産量が前期比30.6％増、前年同期比15.7％増の8,100tとなった。冬場

の悪天候によりVoisey’s� BayからThompson精練所への精鉱出荷に遅れが出たため、Thompson産鉱石の使用が優先
された。Thompsonでは、8月に3週間にわたって年次保守点検に伴う操業停止を行い、この期間中に製錬所をはじ
め、精錬所と電力設備を対象に年に一度の予防保守を実施する予定である。
Voisey’s� Bay�鉱山では、2016年第2四半期の生産量が前期比3.7％増の11,300tとなった。前年同期比では25.7％減

となり、これは冬場の悪天候のほか、ロジスティクスの制約がVoisey’s� Bay産鉱石に悪影響を及ぼしたためである。
現地では向こう数四半期分の在庫積み上げとなった。
Long�Harbour処理プラントでは、2016年第2四半期の生産量が前期比72.5％増、前年同期比154.8％増の3,800tと

なった。同プラントでは、製品品質がニッケル（精錬）の業界標準規格ASTM�B39-79を上回った。

インドネシア（PTVI）
PTVI�では、2016年第2四半期のニッケル最終製品生産量が前期比16.3％増、前年同期比54.5％増の20,700tとなっ

た。昨年第2四半期と今年第1四半期に行った計画保守点検が主因である。

ニューカレドニア（VNC）
VNCでは、2016年第2四半期の最終製品生産量が第2四半期ベースで過去最多の8,400tに達し、前期比13.4％減、

前年同期比75.0％増となった。VNC産鉱石での生産量には、SUMICとのオフテイク契約終了が影響を及ぼした。
VNCの持分生産量は、これまでSUMIC向け販売量として計上されていたが、今後はValeのDalian精練所で追加処
理されることになるためである。今年第2四半期は、同精錬所での追加処理に伴う遅延により、VNC産鉱石での生産
量が減少したが、向こう数四半期で増加すると思われる。酸化ニッケル（NiO）と水酸化ニッケルケーキ（NHC）は
2016年第2四半期の生産量が8,400tとなり、NiOはVNCの今期現地生産量の79.8％、NHCは20.2％となった。ニュー
カレドニアでは今年7月、年次保守点検に伴い3週間にわたって操業を停止し、この期間中に汚れた配管の一部交換
と年に一度のスケール除去を完了させる予定である。

ブラジル（Onça Puma）
Onça� Puma�では、2016年第2四半期の生産量が第2四半期ベースで過去最多の6,400tに達し、前期比14.3％増、前

年同期比8.5％増となった。焼成処理の改善とキルン容量増がプラスに影響したためである。
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銅

生産概況
2016年第2四半期の銅生産量は4、第2四半期ベースで過去最多の105,600tに達し、前期比3.9％減、前年同期比

3.4％増となった。前期比減の主因は第三者からのフィード減、前年同期比増の要因はSudburyとSaloboでのランプ
アップによる生産増である。

ブラジル
Sossego鉱山では、2016年第2四半期の銅精鉱総生産量が前期比5.8％増、前年同期比18.6％減の23,600tとなった。

前年同期比減は、品位低下が主因である。
Salobo�鉱山では、2016年第2四半期の銅精鉱総生産量が第2四半期ベースで過去最多の40,700tとなり、前期並み、

前年同期比7.1％増となった。今年5月には月ベースで過去最多の14,600tを達成したが、6月の計画保守点検により今
年第2四半期の総生産量にマイナス影響が及んだ。今年下半期には月ベースでフル稼働状態に達する見込みである。

カナダ
Sudbury�鉱山では、2016年第2四半期の銅生産量が28,900tで、低品位銅スラグの再利用に向けた取組みにより前

期比6.5％減となったが、前年同期比では、2015年5月にマット処理プラントで発生した火災が主因となり、29.0％増
となった。
Voisey’s� Bay�鉱山では、2016年第2四半期の銅生産量が7,300tで、Voisey’s� BayからSudburyへの銅精鉱供給減が

要因となり、前期比6.4％減となった。前年同期比では、昨年第2四半期にVoisey’s� Bayで行った年に1度の予防保守
が要因となり、23.7％増となった。

アフリカ（Lubambe）
Lubambe社の銅精鉱生産量は100％基準で4,300tとなった（帰属する生産量は1,700t）。

ニッケル・銅の副産物

コバルト

2016年第2四半期のコバルト総生産量は、前期比6.3％減、前年同期比16.9％増の1,312tとなった。SudburyとNew�
Caledoniaでの生産増によるものである。

4� Lubambeに帰属する生産量を除く。�
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オンタリオ州（ON州）での生産量は、�今年第1四半期が173t、昨年第2四半期が97tであったのに対し、今年第2四
半期には225tに達した。Voisey’s� Bayでは、前期比33.8％増の194tとなった。VNCでは、ランプアップ継続により、
第2四半期の生産量が682tに達した。

プラチナ・パラジウム

プラチナ生産量は49koz、パラジウム生産量は前期比6.5％増、前年同期比5.0％減の95kozとなった。

金
2016年第2四半期の金生産量は、第2四半期ベースで過去最多の109kozとなった。

石炭

生産概況
2016年第2四半期の石炭総生産量は、地質安定性の問題に直面したCarborough�Downs�での生産減が主因となり、

前期比9.5％減、前年同期比25.2％減の1.5mtとなった。

豪州
Carborough�Downs鉱山では、2016年第2四半期に操業面の問題に見舞われ、生産量は前期比66.7％減、前年同期

比65.8％減の254ktとなった。同鉱山では、今年5月のロングウォール移設後の稼働時に天井崩落事故が発生。目下、
天井の強化と総合的な復旧作業を進めており、坑内採掘作業が停止している。この生産停止に伴い、複数の販売契約
に基づく義務事項の履行が困難となったため、今年7月8日に不可抗力事由の発生を申告するに至った。

モザンビーク
Moatize鉱山での2016年第2四半期の生産量は1,251ktで、原料炭と一般炭のいずれにおいても前期比増となった。

同鉱山では、保守点検に伴う操業停止と廃棄物除去作業が今年第1四半期の生産量に影響を及ぼしたが、その後、生
産量は回復している。
原料炭の生産量は前期比34.0％増となったが、前年同期比では8.8％減である。一般炭は、前期比49.2％増、前年

同期比15.4％増となった。
2016年6月のモザンビークでの総採炭量は、設備生産性の向上と新規鉱区の開発が要因となり、月ベースで過去最

多の12.7mtとなった。今後、Moatize�II石炭処理・選炭プラントへは、新たに開発された鉱区からフィードされるこ
ととなる。Moatize� IIの試運転は概ね完了、8月初旬までに操業を開始する。同プラントのランプアップにより、向
こう数四半期をかけて生産増、コスト減を実現する。
Nacara� Logistics� Corridorのランプアップは計画通り進行し、2016年第1四半期の鉄道輸送量が761ktであったの

に対し、第2四半期には1,655mtに上昇。前期出荷回数が13回（982kt）であったのに対し、今期出荷回数は19回
（1,567mt）となった。
事故が原因で今年6月8日以降運転を中断しているSena-Beira鉄道について、不可抗力事由発生の申告がなされた。
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肥料原料

カリウム
2016年第2四半期のカリウム総生産量は、前期比9.1％減、前年同期比9.8％減の101ktとなった。生産減の要因は、

Taquari-Vassouras選鉱プラントでの計画外保守点検に伴う操業停止と鉱石品位の低下である。

リン
2016年第2四半期のリン鉱石生産量は、前期比11.8％増の1.8mtとなった。ブラジルでの生産増が要因だが、ペ

ルー（Bayóvar）での生産減によって一部相殺された。前年同期比では、ブラジルとペルーでの生産減が要因となり、
14.6％減となった。
ブラジルでは、2016年第2四半期の生産量が前期比38.1％増の969ktとなった。今年第1四半期にAraxáプラントが

計画保守点検に伴い操業を停止し、その後再開したほか、第2四半期にTapiraプラントが計画外保守点検により操業
を停止したものの、生産量が増加したことが要因である。一方、前年同期比では12.1％減となった。今年第2四半期
にCatalão、Tapira、Cajatiの3プラントが計画外保守点検に伴い操業を停止したほか、昨年7月以降Patos� de�Minas
プラントが操業を停止していることが要因である。計画外保守点検を行った上記プラントは、その後すべて操業を再
開している。
ペルー（Bayóvar）では、2016年第2四半期の生産量が前期比8.5％減、前年同期比17.4％減の836ktとなった。選

鉱プラントでの計画外保守点検に伴う操業停止が要因である。

MAP
2016年第2四半期のMAP（リン酸モノアンモニウム）総生産量は、前期比9.1％減、前年同期比18.2％減の235ktと

なった。今年6月にCubatãoプラントが計画保守点検に伴い操業を停止したほか（その後操業を再開）、市況に鑑み
UberabaプラントがTSPを優先的に生産した結果である。

TSP
2016年第2四半期のTSP（重過リン酸石灰）総生産量は、前期比15.2％増、前年同期比2.5％増の246ktとなった。

Uberabaプラントでの生産性が向上したほか、市況に鑑みMAPよりもTSPの生産にリン酸を優先的に使用した結果
である。

SSP
2016年第2四半期のSSP（過リン酸石灰）総生産量は、前期比39.4％増の454ktとなった。今年第1四半期にAraxá

とCubatão、Catalãoの3つのプラントが計画保守点検に伴う操業停止を行い、その後操業を再開したことが要因であ
る。一方、前年同期比では3.4％減となった。Cubatão�での生産調整と、Araxáでの計画外保守点検に伴う操業停止
が要因である。

DCP
2016年第2四半期のDCP（リン酸二カルシウム）総生産量は、Uberabaプラントが生産調整を実施したため、前期

比7.0％減の114ktとなった。前年同期比では、昨年第2四半期にCajati�プラントが行った計画保守点検に伴う操業停
止が要因となり、35.1％増となった。
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5．��Glencore／�
2016年Q2（4～6月）生産レポート

出所: ��Glencore�2016�Half-Year�Production�Report（2016/8/11発表）

JOGMECから一言

ニッケルの今年度上半期生産量は前年比17%の増加を見せているものの、豪州とペルーを中心に実施された亜鉛
の減産などをはじめとして、銅や鉛の部門においても引き続き積極的な減産を実施。好調な亜鉛の市況を受けて各社
が増産を発表する中、規模の大きい同社の亜鉛事業の今後の方向性が注目を集めている。

事業ハイライト

➢　�積極的減産を発表し、現在もそれを継続する商品部門（銅・亜鉛・鉛・石炭・石油）では、予想通り、前年上半
期から生産量が減少した。

➢　�銅の自社生産量は前年上半期比4％減の703ktとなった。アフリカの操業地を対象に発表した減産が要因だが、
南米全体で品位上昇があったことから、これに一部相殺される形となった。�

➢　�亜鉛の自社生産量は前年上半期比31％減の506,500tとなった。豪州とペルーを中心に発表・実施された減産を要
因とするものである。

➢　�ニッケルの自社生産量は17％増の57,100tとなった。2015年にSudbury製錬所が操業を計画停止したが、その
後、自社フィードの処理量が増加したためである。

➢　�石炭の生産量は14％減の58.8mtとなった。減産のほか、Optimum�Coalの処分、2炭鉱の計画閉鎖、コロンビア
での一部生産減と生産制限を反映した結果である。

➢　�石油のGlencore持分生産量は18％減の4.4mbblで、予想資源枯渇率をはじめ、価格差益環境の改善に向けた資
源保全を反映した結果である。

➢　�農産物の処理・生産量は43％増の6.4mtとなった。2015年下半期に圧搾工場2か所を買収し、アルゼンチンでは
圧搾量が増加、ブラジルではサトウキビ処理が早期に開始されたためである。

➢　�2016年度の生産見通し（詳細）は後述。
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銅
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銅の自社生産量は前年上半期比27,900t（4％）減の703ktとなった。KatangaとMopaniでそれぞれ発表された生産
休止と減産を反映する結果である。Antapaccayでの切削率上昇のほか、特にCollahuasi、Alumbrera、Antaminaで
の品位を要因とする生産増により、生産減が一部相殺される形となった。

アフリカ
Mutandaでは、2016年上半期の銅生産量が前年上半期比3,400t（3％）増の108,900tとなった。コバルト生産量は、

プラント最適化プロジェクトにより浸出回収量と処理量が上昇した結果、昨年上半期が6,300tであったのに対し、
10,900tに上昇した。
Mopaniでは、主要アップグレードプロジェクト期間中の稼働率を下げて操業を続けているため、自社生産量が前

年上半期比28,500t（57％）減の21,300tとなった。

Collahuasi（チリ）
銅金属と銅精鉱のGlencore持分生産量は、鉱石品位と切削率上昇を反映し、前年上半期比12kt（13％）増の

107,300tとなった。

Antamina（ペルー）
Glencore持分生産量は、銅が前年上半期比20,100t（35％）増の76,900t、亜鉛が13,400t（38％）減の21,800tとなっ

た。これは現在採掘が進んでいる鉱区で想定される品位変動が要因である。2016年下半期の亜鉛生産量は、採鉱計
画に基づき高品位鉱区で採掘が進むため、生産増が見込まれる。

その他南米事業
南米の他の操業地では、銅生産量が前年上半期比37,500t（25％）増の185,400tとなった。2015年5月にAntapaccay

（ペルー）でTintaya選鉱場が再稼働したほか、Alumbrera（アルゼンチン）で品位が上昇した結果である。金生産量
は、主にAlumbrera�での品位上昇により、前年上半期比47koz（38％）増の171kozとなった。

豪州
豪州の操業地では、自社生産量が前年上半期比2,200t（2％）減の124,600tとなった。2015年12月にMount� Isa鉱山

とTownsville精錬所とを結ぶ路線で脱線事故が発生し、これが短期的影響を及ぼしたことが要因だが、Cobarでの品
位上昇と回収量・処理量向上によって一部相殺される形となった。

カスタムスメルター
カスタム銅カソード生産量は、Pasarで製錬所のアップグレード後にランプアップを行ったことから、前年上半期

比24,700t（11％）増の241,600tとなった。
一方アノード生産量は、Altonorte（チリ）での設備性能の向上とHorne製錬所（カナダ）での処理量上昇を反映

し、前年上半期比20,200t（8％）増の265,100tとなった。
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亜鉛・鉛

亜鉛

鉛



32

亜鉛の自社生産量は前年上半期比223,800t（31％）減の506,500tとなった。以前発表された豪州とペルーを中心と
する減産が要因である。鉛の自社生産量は前年上半期並みの145,300tとなった。

Kazzinc
亜鉛の自社生産量は、運転中断を最小限に抑えて安定した操業を行ったことから、前年上半期並みの89,200tと

なった。
鉛の自社生産量は前年上半期比23,900t増の31,900tとなった。昨年上半期に行った保守点検後の製錬性能向上と、

2014年に買収したZhairem鉱山での生産増を要因とするものである。
銅の自社生産量は、保守点検作業の影響を受けた昨年上半期から1,100t（5％）増の25,100tとなった。
金の自社生産量は、定期棚卸作業に伴う金精錬所の一時操業停止が要因となり、前年上半期比4koz（2％）減の

243kozとなった。

豪州
2015年10月に発表された減産を受けて、亜鉛の生産量は前年上半期比162,300t（41％）減の231,700t、鉛の生産量

は20,400t（19％）減の88,400tとなった。

北米
亜鉛の生産量は前年上半期並みの58,300tとなった。銅の生産量は、Matagami�鉱山で鉱区へのアクセスが向上し、

Kidd鉱山で切削率が上昇したことから、前年上半期比3kt（14％）増の24ktとなった。

その他地域
ペルーのIscaycruz鉱山（Los�Quenualesに属す）での操業休止が主因となり、亜鉛の生産量は前年上半期比

49,200t（32％）減の105,500tとなった。鉛の生産も同様の影響を受けた。

カスタムスメルター（欧州）
欧州での亜鉛の生産量は前年上半期並みの394,900tとなった。一方、鉛の生産量は前年上半期比15,800t（17％）増

の110,300tとなった。英国Northfleetでの実績が好調だったほか、イタリアPortovesmeにある鉛製錬所で昨年上半
期に行った定期保守点検が生産に影響を及ぼしたためである。

ニッケル

ニッケルの自社生産量は前年上半期比8,200t（17％）増の57,100tとなった。これは、昨年上半期にSudbury製錬所
の操業停止により影響を受けたINOで自社フィードの処理量が上昇したためである。当社ニッケルアセットでの銅
の自社生産量は、Nickel� Rim� South（Sudbury）での銅の品位上昇と自社フィードの処理量上昇が要因となり、前年
上半期比3,100t（12％）増の28,600tとなった。
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Integrated Nickel Operations （INO）
ニッケルの自社生産量は前年上半期比7,500t（29％）増の33,800tとなった。これは、昨年同期にSudbury製錬所の

計画停止により影響を受けたINOで自社フィードの処理量が上昇したためである。総生産量は、第三者からの原料
を含めると、前年上半期並みとなった。
銅の自社生産量は、Nickel�Rim�Southでの銅の品位上昇と自社フィードの処理量上昇が要因となり、前年上半期比

3,100（12％）増の28,600tとなった。

Murrin Murrin
ニッケルの自社生産量は前年上半期並みの17,700tとなった。総生産量は、第三者からの原料を含めると、好調な

操業実績を反映して、前年上半期比1kt（5％）増となった。
コバルトの自社生産量は、精錬所で複数の問題が発生したことから、前年上半期比200t（13％）減の1,300tとなっ

た。現在、問題の解決に取り組んでいる。

Koniambo
再建後のDC電気炉1で試験運転とランプアップが進行中であることから、生産量は5,600tとなった。

合金鉄他

フェロクロム
Glencoreに帰属するフェロクロム生産量は前年上半期並みの762ktとなった。

白金族金属（PGM）
2015年10月にElandを保存整備下に置く計画が調整されたのを受けて、Mototoloでの4元素生産量は、前年上半期

が50kozであったのに対し、今年上半期は56kozに上昇した。
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バナジウム
五酸化バナジウムの生産量は前年上半期並みの10.1mlbとなった。

マンガン
マンガンの生産量は、年次保守点検の実施タイミングと期間を反映し、前年上半期比7kt（6％）減の117ktとなっ

た。

石炭

石炭の総生産量は前年上半期比9.9mt（14％）減の58.8mtとなった。2015年第3四半期に事業救済手続きに入る前
にOptimum�Coalが一部閉鎖になったことが主因である。

豪州原料炭
Oaky�Creekで地質問題が発生したほか、ロングウォール選炭作業によりTahmoorでの生産が一時遅延したため、

生産量は前年上半期比0.7mt（26％）減の2.0mtとなった。

豪州一般炭・セミソフト
昨年上半期は、Bulga坑内掘鉱山の地盤条件が悪く、Ulan�Westでのロングウォール移設により生産量に影響が出

たが、今年上半期は、総生産量が前年上半期比1.8mt（6％）増の29.5mtとなった。

南アフリカ一般炭
Optimum�Coalでの一部生産休止のほか、Middelkraal�と�South�Witbank両炭鉱の閉鎖が主因となり、生産量は前

年上半期比8.2mt（37％）減の14.1mtとなった。

Prodeco
市況に鑑み積極的な減産を行ったことが主因となり、生産量は前年上半期比1.8mt（18％）減の8.3mtとなった。

Cerrejón
帰属生産量は前年上半期比1.0mt（17％）減の4.9mtとなった。主因は、粉塵対策改善を目的に導入された環境規

制と5・6月の異常豪雨である。
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2016年度生産見通し

2014 年度 2015 年度 2016 年度上半期 2016 年度見通し

銅 kt 1,546 1,502 703 1,410  ± 25

亜鉛 kt 1,387 1,445 507 1,095  ± 25

鉛 kt 308 298 145 285  ± 10

ニッケル kt 101 96 57 116  ± 4

フェロクロム kt 1,295 1,462 762 1,575  ± 25

石炭 mt 146 132 59 125  ± 3

石油－ entitlement interest basis kbbl 7,351 10,569 4,350 8,000  ± 300

前回の通年見通しからの変更点
－銅：複数のアセット（Collahuasiを含む）を通じて年間実績が好調だったことから、20kt増の1,410kt（±25kt）
－石炭：南アフリカでの産出量減とコロンビアでの天候を要因とする生産減により、5mt減の125mt（±3mt）
－�石油：チャドでの改修作業減のほか、基準となる現在の低価格、価格差益環境改善に向けた資源保全対策を反映
し、200kbbl減の8,000kbbl（±300kbbl）
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【添付資料】
金

銀
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コバルト
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