プラチナ展望
投資需要の増大で、プラチナ不足は継続か
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、我々が 5 月 18 日付で発表
した今年度のプラチナ余剰量、7.7 トンがさらに増えるのではないかと
危惧する投資家筋もあるようだが、プラチナ現物市場を見る限りその心
配はないようだ。反対にリースレートの上昇 (左下図参照)、フォワー
ド価格カーブに見るバックワーデーション(右下図参照)などによって市
場でプラチナが不足していることがわかる。リースレート、すなわち市
場価格に対するメタルの貸借コストは供給過剰市場では下がり、供給不
足市場では上がるが、プラチナ１ヶ月物リースレートを見ると 3 月 24
日から 4 月 16 日の間に、0.2 % から 6.7 % (年間) に急上昇し、平均
約 3%となっている。今までのプラチナの１ヶ月リースレートは マイ
ナス 0.2 % から 0 %であった。
市場で現物が不足する要因はいくつかあり、１つは 80 日間にわたるア
ングロアメリカン・プラチナムのコンバータープラント(ACP)の修復を
受け、3 月 6 日に発表された今年度のプラチナ供給量は約 17.1 トンの
減少となったこと。さらに新型コロナウイルス感染症の拡大阻止のた
め、3 月 26 日から 4 月 30 日まで南アフリカの鉱山が完全に閉鎖された
影響で 6.2 トン以上の精製プラチナ生産が減少し、6 月 1 日にやっと全
面的に稼働が再開されたことなどが挙げられる。
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プラチナ１ヶ月物リースレート（年間）は３月終わり
より高止まり

NYMEX の短期プラチナフォワードカーブは今年第 2 四半
期のほとんどの間バックワーデーション

資料:ブルームバーグ, WPIC リサーチ

資料:ブルームバーグ, WPIC リサーチ

民間機に頼る貴金属のグローバルな流通は新型コロナウイルス感染症拡
大の影響を大きく受けた。生産、精製、輸出ルートが制限され、ブリオ
ンバンクによる NYMEX 先物の裏付けとなるプラチナ現物の調達に支障を
きたした。さらにマーケットメーカーの参加が減ったことで EFP 取引の
流動性が低下して、現物に対する先物価格のプレミアムが異常に上がっ
たため、投資家の多くは高いプレミアムを払うリスクを負う代わりに、
スイスの精製所から 50 オンスのプラチナ地金バーを買って先物の決済に
当てた。7 月だけでも 5.9 トンもの 50 オンスプラチナ地金バーが NYMEX
の指定倉庫に入り、現物不足をいくらか緩和することになった。
消費者の購買意欲の高まりもプラチナ不足を助長した面がある。中国の
プラチナ輸入量は今年 5 月までに過去最高となり前年比 30% 増の 40.4
トン。これは製造業者や宝飾業者らが供給への不安と有利な価格に押さ
れて在庫を増やしている結果で、我々のプラチナ展望 ６月号と７月号で
は、中国のトラック業界、地金バーとコインの世界的な需要増について
報告した。さらに機関投資家の需要回復、主に米国のファンドの貴金属
への需要増で ETF の買い越しは 5 月 12 日以来 12.7 トン増加した。

現物不足から銀行間の EFP 取引と先
物プレミアム高騰で、5.9 トンが
NYMEX 指定倉庫へ

５月半ば以来、機関投資家による貴
金属取引増で、プラチナ ETF 需要は
12.7 トン増

投資資産としてのプラチナの魅力:

- 新たな PGM 鉱山への投資は限定的で、供給は比較的制限されている。
- プラチナ価格は金との比較では過去最低価格に近い。パラジウムとの比較では史上最低レベルにある。
- PGM 全体の需要は排ガス規制の厳格化により今後も成長
- プラチナとパラジウム市場の需給バランスと価格のミスマッチはプラチナへの代替を加速
- プラチナの低価格と良好なファンダメンタルズへの展望で機関投資家需要は急増
図 1: アングロプラチナムの ACP 事故と新型コロナ対策
で 2020 年度のプラチナ供給は 23.4 トンの減少

図 2: 南アのロックダウンで世界平均を上回る航空便が
キャンセルされ、金属の輸出を直撃

資料: SFA (オックスフォード社) (2018 年まで), メタルズフォーカス社 (2019 年以降), WPIC リ

資料: Airports Company South Africa 社, WPIC リサーチ, 2020 年６月３０日現在

サーチ

図 3: 北米のプラチナ現物不足で NYMEX 指定倉庫での保
管が大幅増加

図 4: ６月以降に米国の指定倉庫に流れた金属はスイス
から

資料: NYMEX, WPIC リサーチ, 2020 年７月２７日現在
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図 5: 中国のプラチナ輸入 2020 年 5 月までに過去最高に

図 6: 2020 年のプラチナ ETF 保有量５月中旬の低迷から
の 12.7 トン増、7.4 トンは米ファンドから

資料: 中国税関, WPIC リサーチ, 2020 年５月３１日現在
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