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1. 一般事情 

1-1. 面積  960 万㎢ 

1-2. 人口  12 億 8,543 万人（2002 年現在 日本の約 10倍） 

1-3. 首都  北京 

1-4. 人種  漢民族（総人口の 92％）、55 の少数民族 

1-5. 公用語  漢語（中国語） 

1-6. 宗教  仏教、イスラム教、キリスト教 

1-7. 地勢等   

中華人民共和国(以後中国)は、アジア大陸の東部、太平洋西岸に位置し、我が国とは

海を隔てた隣国である｡東は鴨緑江を境として朝鮮と、南はベトナム、ラオス、ビルマ、

西南と西はインド、ブータン、シッキム、ネパール、パキスタン、アフガニスタン、西

北と東北はロシア、北はモンゴルと国境を接している。中国の国土は約 960 万 km2(日本

の約 26 倍)、アジア大陸の 1/4、全世界の陸地面積のほぼ 1/15 を占め、ロシア、カナダﾞ

に次ぐ世界第三位の国である。 

中国大陸の地勢は、西が高く、東に向かって段階的に傾斜し、大きく三段階に区分さ

れている。東西は、黒竜江省撫遠県境の黒竜江とウスリー江の合流地点から、新彊ウイ

グル自治区烏恰県西のパミール高原まで約 5,200km、南北は、漠河附近の黒竜江より、

南シナ海南沙群島の曽母暗沙まで約 5,500km である｡山岳地帯が多く(全国土の約 1/3 が

山地、約 1/3 が高原)、平原部は少なく(国土の 1/10)、国土の約 1/10 を砂漠が占めてい

る。 

中国の行政区画は 4段階に分かれている。第一級行政区は 4直轄市、23 省、5自治区、

2特別行政区である（日本の都道府県に相当する）。その下に、市、県、区があり、さら

にこの下に、鎮と郷という 小の行政単位がある 
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2. 政治・経済概要 

2-1. 政体  人民民主共和制 

2-2. 元首  胡錦濤（国家主席） 

2-3. 議会  全国人民代表大会 

2-4. 政治概況   

1911 年 辛亥革命により清朝崩壊 

1912 年 中華民国成立 

1921 年 中国共産党創立 

1949 年 10 月 1日 中華人民共和国 成立 

2002 年 11 月第 16 回党大会における党指導部の交代を受け、2003 年 3月に開催された第

10 期全国人民代表大会第 1回会議において、国家主席胡錦濤、総理には温家宝、全人代常

務委員長には呉邦国がそれぞれ選出された。第 16 回党大会では、2020 年までに GDP を 2000

年の４倍増にするとの新目標を設定しており、全人代で選出された新たな指導体制の下で

も、経済発展を最優先課題として取り組んでいる。 

2-5. 主要産業   農業、エネルギー産業、鉄鋼、繊維、食品 

2-6. GDP 約 1兆 4,000 億ドル（2003 年 11 兆 6,694 億元／日本は 4.3 兆ドル） 

一人当たり 1,090 ドル（2003 年／日本は 31,106 ドル＜2002 年＞） 

2-7. 通貨  人民元 

2-8. 為替レート １人民元＝約 13.98 円（2003/05/19 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 8.2795 8.2774 8.2768 8.2773 8.2767 

（International Financial Statistics 2004） 

 

2-9. 貿易 (2003 年) 

輸出 4,384 億ドル：機械電気製品、ハイテク製品、繊維・同製品 

輸入 4,128 億ドル：機械電気背品、ハイテク製品、原油、鋼材 

対日貿易（2003 年 財務省統計 ジェトロによるドル換算） 

 金 額 合 計 主要品目 

輸 出 572 億ドル 電気機器、機械機器、化学製品 

輸 入 752 億ドル 
1,324 億ドル

繊維製品、機械機器、食料品 

 

 

2-10. 経済概況 

2003 年上半期は、中国広東省に端を発した SARS、いわゆる新型肺炎が猛威を振るい、6

月 24 日に WHO が渡航延期勧告の取り下げ及び域内感染地域リストからの北京市の削除を
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発表するまで、多くの産業が経済的痛手を負った。しかし、中国の 2003 年トータルで見る

と実質成長率が 9.1%に達し、中国経済の力強さを世界に見せつけた形となった。SARS の影

響を も受けた産業としては、観光業、飲食業、運輸・航空業関係であり、一方、好結果

となった産業としては医薬品生産、自動車、通信機器・情報関連産業であった。国内総生

産(GDP)は 11兆 6,694億元(約 150兆 2,200億円)となり、2002年の 10兆 4,791億元(約 134

兆 9,000 億円)より 11.4%の増加、一人当たり GDP は 1,090 ドル(約 117,000 円)と、初めて

1,000 ドルの大台を超えた。牽引役となったのは工業生産の大幅な伸びで、電子通信、輸

送、冶金等の産業が好調で、前年比 17%増と 1995 年以降 も高い伸び率を示した。また、

ビル建設や設備投資など、政府と民間を合わせた固定資産投資は 26.7%の大幅な伸びとな

った。貿易面で見ると、輸出が前年比 34.6%増の 4,384 億ドル、輸入が 39.8%増の 4,128

億ドルといずれも 1,000 億ドル以上の増加となった。輸入が急増したことから貿易黒字が

255 億ドルに減少した。 

このような急激な経済成長に伴い、2003 年の中国の非鉄金属産業は 2002 年までと同様

に大きな伸びを示した。米国や欧州では、非鉄金属(銅、鉛、亜鉛、ニッケル)の消費が前

年と比べて横ばいあるいは減っているのに対して、中国の消費の伸び率は 10%を超える高

率であり、世界全体の消費を押し上げる結果となった。10 年前の 1993 年には世界全体の

非鉄金属消費に占める中国の割合は 10%以下であったが、現在では 10%を超え、特に銅、亜

鉛の場合では約 20%を占めるまで消費が伸び、世界の非鉄金属産業において大きなプレゼ

ンスを占めるようになった。このような消費の大きな伸びに対して、非鉄金属の原料とな

る鉱石の中国国内での生産は大きく伸びていないため、中国は世界のマーケットからの原

料調達を増やし、長期にわたって低迷していた非鉄金属価格を 2003 年下半期に大きく上昇

させる大きな要因となった。 

 

3. 鉱業概要 

中国では経済成長に伴い、非鉄金属の需要が増大しており、銅を始めとして非鉄金属の

輸入が拡大している。中国政府は外資への資源開発の開放や 2001年から始まった第 10次

五ヵ年計画で西部地域における資源開発を推進しているほか、国外での供給ソースの確保

を進めている。 

3-1. 鉱物資源埋蔵量 

中華人民共和国には多くの鉱物資源が賦存しており、特にアンチモン、ビスマス、カド

ミウム、鉛、マグネシウム、モリブデン、希土類、錫、タングステン、バナジウム、イッ

トリウム、亜鉛の埋蔵については世界第 1位、銀、インジウムが第 2位、銅、リチウムが

第 3位またその他鉱物資源の賦存ランキング・占有率についても高い位置を占める等世界

でも有数の資源保有国である。内蒙古自治区の Bayan Obo鉱山は世界 大の希土類埋蔵量

を有するものと考えられている｡ 
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第 3-1表 中華人民共和国の鉱物資源埋蔵量 

鉱 種 中国（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

銅（千 t） 63,000 940,000 6.7 3 

鉛（千 t） 36,000 140,000 25.7 1 

亜鉛（千 t） 92,000 460,000 20.0 1 

ニッケル（t） 7,600,000 140,000,000 5.4 9 

ボーキサイト（千 t） 2,300,000 33,000,000 7.0 5 

金（t） 4,100 89,000 4.6 4 

銀（t） 120,000 570,000 21.1 2 

アンチモン（t） 2,400,000 3,900,000 61.5 1 

ビスマス（t） 470,000 680,000 69.1 1 

カドミウム（t） 380,000 1,800,000 21.1 1 

インジウム（t） 1,300 6,000 21.7 2 

リチウム（t） 1,100,000 11,000,000 10.0 3 

マグネシウム（千 t） 860,000 3,600,000 23.9 1 

マンガン（千 t） 100,000 5,000,000 2.0 4 

モリブデン（t） 8,300 19,000 43.7 1 

希土類（t） 89,000,000 150,000,000 59.3 1 

錫（t） 3,500,000 11,000,000 31.8 1 

タングステン（t） 4,200,000 6,200,000 67.7 1 

バナジウム（t） 14,000,000 38,000,000 36.8 1 

イットリウム（t） 240,000 610,000 39.3 1 

ジルコニウム（百万 tZrO2） 3.7 72 5.1 7 

鉄鉱石（百万 t） 15,000 150,000 10.0 4 

出典：Mineral Commodity Summaries 2004 

3-2 非鉄金属の生産量 

生産量についてもアルミニウム地金、アンチモン鉱石、錫鉱石、鉛地金、錫地金、亜鉛

鉱石、亜鉛地金、マグネシウム地金、マンガン鉱石、タングステン鉱石、バナジウム、希

土類が世界第 1位、銅地金、鉛鉱石、カドミウム地金、モリブデン鉱石が第 2位等世界に

おける非鉄金属の主要生産国であり、特に希土類、タングステン、アンチモンについては

世界供給の 8割以上を占める寡占的供給国である。 

中国の非鉄金属の生産は、中国特有の 10種常用非鉄金属(銅、アルミ、鉛、亜鉛、ニッ

ケル、錫、水銀、マグネシウム、チタン、アンチモン)の生産量としての統計値でみると、

2002年が 1,012.0 万 tであったものが 19.07%増加し、2003年では 1,205.0万 tに達した。 

個別に見ると銅地金の生産量は 184.0 万 t、前年比 12.71%の増加となった。アルミ地金
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の生産量は 556.34 万 t、前年比 26.85%の増加となった。亜鉛の生産量は 229.20 万 tで、

前年比 8.84%の増加となった。鉛の生産量は 157.76 万 t、前年比 22%の増加となった。ニ

ッケルの生産量は 6.47 万 t、前年比 20.89%の増加となった。錫の生産量は 10万 t で、前

年比 16.5%の増加となった。水銀の生産量は 610t、前年比 23.23%の増加となった。マグネ

シウムは 33.94 万 tで、前年比 46.46%の増加となった。スポンジチタンの生産量は 4,118t

で、前年比 12.88%の増加となった。アンチモンの生産量だけが下がり、10.16 万 t、前年

比 17.95%の減少となった。アルミとマグネシウムは増加率の も高い鉱種となっている。

2003 年のアルミ生産量は前年より約 105 万 t多く、前年より 23%増加し、マグネシウムに

至っては 10万 t多く、前年より 43%の急増となった。 

レアアースについては、2003 年の中国レアアース産業は他の非鉄金属同様、急速に成長

する経済発展にともなって、勢いこそ他の非鉄金属ほどの勢いはないが、全体的に安定的

な発展を持続させている。レアアース鉱産品と精錬分離製品の生産量は、共に増加を継続

している。レアアース鉱産物と精錬分離製品の生産量は、9.2 万 t(REO により計算する)と

なり、対前年同期比 4%増となった。そのうち、包頭鉱山では 5.4 万 t、四川鉱 1.5 万 t、

イオン型レアアース鉱が 2.3 万 tとなった。年間レアアース精錬分離製品についての生産

量は 7.8 万 t となり、対前年同期比 4%の増加となった。 
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第 3-2表 中華人民共和国の主要非鉄金属の生産量（2003年） 

鉱 種 中国（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

銅鉱石（千 t） 582.5 13,675.6 4.3 7 

銅地金（千 t） 1,772.2 15,236.7 11.6 2 

鉛鉱石（千 t） 631.5 2,850.5 22.2 2 

鉛地金（千 t） 1,577.6 6,864.7 23.0 1 

亜鉛鉱石（千 t） 1,687.4 9,167.6 18.4 1 

亜鉛地金（千 t） 2,292.0 9,806.5 23.4 1 

ニッケル鉱石（千 t） 61.1 1,284.2 4.8 7 

ニッケル地金（千 t） 64.7 1,208.0 5.4 6 

ボーキサイト（千 t） 9,999.0 147,819.2 6.8 6 

アルミニウム地金（千 t） 5,563.4 28,001.3 19.9 1 

金鉱石（t） 194.4 2,349.4 8.3 4 

銀鉱石（t） 2,000.4 18,207.5 11.0 3 

アンチモン鉱石（t） 126,000 154,538 81.5 1 

カドミウム地金（t） 2,441.0 16,873.4 14.5 2 

モリブデン鉱石（千 t） 30.4 127.4 23.9 2 

錫鉱石（千 t） 99.0 257.7 38.4 1 

錫地金（千 t） 100.0 273.4 36.6 1 

ビスマス鉱石（t） 944.0 4,472.6 21.1 3 

コバルト地金（t） 4,576 43,028 10.6 4 

マグネシウム地金（千 t） 354.0 503.0 70.4 1 

マンガン鉱石（千 t） 5,300.0 24,345.4 21.8 1 

水銀鉱石（t） 500.0 3,410.5 14.7 3 

セレン地金（t） 65.0 2,264.5 2.9 9 

テルル地金（t） 4.0 255.8 1.6 9 

チタン鉱石（千 t TiO2） 75.0 4,221.0 1.8 8 

スポンジチタン（千 t） 4.0 78.5 5.1 6 

タングステン鉱石（t） 43,762 50,007 87.5 1 

ウラン鉱石（t） 750 35,372 2.1 11 

バナジウム（t） 35,000 60,000 58.3 1 

希土類（t REO） 90,000 95,000 94.7 1 

出典：World Metal Statistics Yearbook 2004 

希土類：Mineral Commodity Summaries 2004 
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第 3-3 表 10 種非鉄金属生産量の推移(鉱石量)     (単位：万 t) 

年   別 
1995

年 

1996

年 

1997

年 

1998

年 

1999

年 

2000

年 

2001

年 

2002

年 

2003

年 

10 種合計 
  

496.6 

  

523.1 

  

581.0

  

616.4

  

694.7

  

783.8

  

883.7 

 

1,012.

0 

 

1,205.

0 

内訳   銅 
  

108.0 

  

111.9 

  

117.9

  

121.1

  

117.4

  

137.1

  

152.3 

 

163.3 

  

184.0

   アルミ 
  

187.0 

  

190.1 

  

217.9

  

243.5

  

280.9

  

298.8

  

357.6 

 

451.1 

  

556.3

     鉛 
  

60.8 

  

70.6 

  

70.8 

  

75.7 

  

91.8 

  

110.0

  

119.5 

 

132.5 

  

157.8

    亜鉛 
  

107.7 

  

118.5 

  

143.4

  

148.6

 

170.3

  

195.7

  

203.7 

 

215.50 

  

229.2

  ニッケル 
   

3.9 

  

4.5 

  

4.3 

  

4.0 

  

4.4 

  

5.1 

   

5.0 

   

5.2 

  

6.5 

     錫 
   

6.8 

  

7.2 

  

6.8 

  

7.9 

  

9.1 

  

11.2 

  

10.5 

   

8.2 

  

10.0 

 アンチモン 
  

13.0 

  

12.8 

  

12.0 

  

8.2 

  

8.5 

  

11.3 

  

14.8 

  

12.3 

  

10.2 

マグネシウム 
   

9.4 

  

7.3 

  

7.6 

  

7.0  12.1

  

14.2 

  

20.0 

  

23.5 

  

33.9 

 チタン(t) 1,723 2,129 2,342 2,246 1,659 1,905 2,468 3,648 4,118

 出典：有色金属工業協会 

 

3-3 中華人民共和国からの輸入鉱石 

中華人民共和国は、バナジウム精鉱、希土類原料・製品、鉛地金、その他多くの金属鉱

物資源の我が国への主要供給国である。特に希土類原料・製品については、我が国輸入総

量の 88%を中華人民共和国に依存している。 
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第 3-4表 日本の中華人民共和国からの主要非鉄金属輸入実績（2003年） 

鉱 種 中国（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

銅鉱石（千 t） 10 4,106 0.3 13 

銅地金（t） 675 78,792 0.9 6 

鉛地金（t） 6,012 6,703 89.7 1 

亜鉛地金（t） 22,606 41,148 54.9 1 

ニッケル地金（t） 4,646 61,344 7.6 8 

ボーキサイト（千 t） 32 2,010 1.6 4 

アルミニウム地金（千 t） 145 2,042 7.1 6 

金地金（kg） 1,343 49,405 2.7 10 

銀地金（t） 62 1,303 4.8 6 

白金族金属（kg） 194 130,526 0.1 12 

APT（t） 2,442 2,452 99.6 1 

アンチモン地金（t） 7,193 7,194 100.0 1 

コバルト地金（t） 62 12,312 0.5 13 

錫地金（t） 9,896 29,136 34.0 2 

チタン鉱石（千 t） 5 457 1.1 8 

フェロクロム（千 t） 47 914 5.2 4 

フェロバナジウム（t） 265 4,251 6.2 2 

マグネシウム地金（t） 43,181 47,239 91.4 1 

マンガン鉱石（千 t） 3 1,192 0.3 7 

モリブデン鉱石（t） 5,187 32,766 15.8 3 

希土類原料・製品（t） 22,743 25,705 88.5 1 

五酸化バナジウム（t） 1,696 3,810 44.5 2 

酸化コバルト（t） 3 2,907 0.1 9 

金属マンガン（t） 55,377 64,184 86.3 1 

マンガン系合金鉄（千 t） 261 370 70.5 1 

金属クロム（t） 1,498 2,930 51.1 1 

出典：日本貿易月表 2003.12 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

1986 年に『鉱物資源法』を公布・施行。 
1997 年に『鉱物資源法』を改定。 
中国の『憲法』は、鉱物資源は国家の所有に帰属するものであると規定し、同時に『鉱
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物資源法』でもまた明確に｢国務院が国の鉱物資源に対する所有権を行使する｣と規定して

いる。『鉱物資源法』では、鉱物資源について有償使用制度を実行すると明確に規定してい

る。中国政府は 1994 年から採鉱権を有する人から鉱物資源補償費を徴収し始め、それに

より無償で鉱物資源を採掘する歴史は幕を閉じた。 
1982 年以降、立法機関は『鉱物資源法』、『土地管理法』、『石炭法』、『鉱山安全法』、『環

境保全法』、『海洋環境保全法』、『海域使用管理法』などの法律を公布・施行した。政府は

『鉱物資源法実施細則』、『海洋石油資源採掘の対外協力条例』、『陸地石油資源採掘の対外

協力条例』、『鉱物資源探査区の登記管理弁法』、『鉱物資源採掘登記管理弁法』、『探鉱権、

採鉱権譲渡管理弁法』、『鉱物資源補償金徴収管理規定』、『鉱物資源監督管理暫定弁法』、『地

質資料管理条例』など 20 以上の関連法規、規定を制定し、各省、自治区、管轄市などに

も関連の地方法規を制定した。これらの法律、法規は中国鉱物資源管理の基本法制度を確

立し、法による行政、法による鉱山管理、法による鉱山経営に法律的な保障をしている。 
鉱産資源法の改正に伴い、1998 年に下記 3 件の行政法規が公布・施行されている。 
鉱産資源の探査鉱区に関する登記管理方法一国務院第 240 号令 
鉱産資源の採掘鉱区に関する登記管理方法一国務院第 241 号令 
探査権と採掘権の譲渡に関する管理方法一国務院第 242 号令 

 
4-2. 政策 

中国の外資導入は、国務院令の外国企業投資方向の指導規定により、その枠組みが定め

られている｡この規定は、中国の WT0 加盟に伴い、外国企業投資方向の指導暫定規定(1995
年施行)に代わって、新たに施行(2002 年 4 月)されたものである。 
同規定によれば、外国企業による投資プロジェクトは、奨励、許可、制限、禁止の 4 項

目に分類され、奨励、制限、禁止項目に該当するプロジェクトの詳細は、外国企業投資産

業指導目録に記載されている｡外国企業投資産業指導目録も、外国企業投資方向の指導規定

の公布に伴い改正され、非鉄金属に関する奨励、制限、禁止項目の投資は、以下に示すと

おりである。 
奨励項目に相当する投資プロジェクトについては、関連する法律、行政法規により、さま

ざまな優遇措置が設けられている。 
奨励類 
(1) 低品位、選別困難な冶金用鉱石の採掘、選鉱(合弁、合作に限る｡西部地域においては

外国企業の独資を認める｡) 
(2) 鉄鉱、マンガン鉱の探査、採掘と選鉱 
(3) 銅、鉛、亜鉛鉱の探査、採鉱(合弁、合作に限る｡西部地域においては外国企業の独資

を認める｡) 
(4) アルミニウム鉱の探査、採掘(合弁、合作に限る｡西部地域においては外国企業の独資

を認める。) 
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(5) 年産 30 万トンおよびそれ以上の酸化アルミニウムの生産 
(6) 低品位、選別困難な冶金用鉱石の製錬(合弁、合作に限る｡西部地域においては外国企

業の独資を認める｡) 

 
制限類 
(1) タングステン、錫、アンチモン、モリブデン、重晶石、蛍石など鉱産物の探査、採掘(合

制弁、合作に限る｡) 
(2)貴金属(金、銀、白金族)の探査、採掘 
(3)希土類元素の製錬、分離(合弁、合作に限る) 

 
禁止類 
(1)放射性鉱物の探査、採掘、選鉱 
(2)希土類元素の探査、採掘、選鉱 
(3)放射性物質の製錬、加工 

 
外国企業に対する探査許可証、採掘許可証の発行は、国務院地質鉱産主管部門(国土資源

部)が行っているが、雲南省、四川省は、一部の資源を除いて、これらの権限を委譲されて

いる｡外国企業による探査、開発は、100%外資、中国企業との合弁、合作(資本参加によら

ない契約で結ばれる企業間提携)の、いずれの形態でも可能であり、探査権、採掘権の譲渡

も認められている。探査権、採掘権の権利期間は、プロジェクトごとに異なり、外国企業

からの申請に基づき、国土資源庁が決定し、調査、探査の結果有望な鉱床が発見され、開

発に移行する場合は、探査権を有している企業に、優先的に採掘権が与えられる。 
4-3. 税制 

中国で鉱業に直接関連する税制には､資源税､鉱産資源補償費､鉱業権使用費がある。 

 
資源税 
資源税は､鉱産資源の採掘に課せられる地方税で､課税数量×単位税額で算出される。 
課税数量は､採掘した粗鉱量で､単位税額は､鉱種､鉱山の採掘条件､地理的位置､鉱石の賦

存状況などにより異なる｡条件が良い鉱山の単位税額は高く､条件が悪い鉱山の単位税額は

低い。非鉄金属鉱産物に対する資源税は､1996 年から､規定の単位税額で計算される課税額

から 30%減額されている。 
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鉱種 等級 単位税額(元/トン) 雲南省の鉱山例 

一等 1.60 箇旧市前進鉱山 
二等 1.50  
三等 1.40 易門獅子山鉱山 
四等 1.30 東加湯丹鉱山、牟定鉱山、東川落雪 

鉱山、大銚鉱山 

銅鉱石 

五等 1.20 東川因民鉱山、東川濫泥鉱山、易門 
三家廠鉱山、麗江鉱山、易門風山鉱 
山、易門七歩朗鉱山 

一等 4.00 麟麟鉛亜鉛鉱業公司、瀾澹鉛鉱山 
二等 3.50 蘭坪鉛亜鉛鉱山、箇旧新建鉱山 
三等 3.00  
四等 2.50 普雄鉛亜鉛鉱山、大洞鉛鉱山、勧糠 

鉛鉱山、昭通地区鉛亜鉛鉱山、金沙 
鉛亜鉛鉱山 

鉛・亜鉛鉱石' 

五等 2.00 石屏鉛鉱山 
一等 1.00 革新鉱山、大理雲龍鉱山 
二等 0.90  
三等 0.80 雲錫竹林鉱山 
四等 0.70 都龍鉱山、西盟県西盟鉱山、箇旧市 

促進鉱山、梁河県梁河鉱山、雲錫古 
山鉱山 

錫鉱石 

五等 0.60 雲錫馬拉格鉱山、雲錫新冠鉱山、雲 
錫老廠鉱山、雲錫黄茅山鉱山、雲錫 
松樹脚鉱山 

(出典:中華人民共和国資源税暫行条例実施細則) 
鉱産資源補償費 
いわゆるロイヤリティーに相当するもので､鉱産物の売上高に応じて支払われ､売上高

×補償費率×採掘率係数により算出される｡鉱産資源補償費率は､鉱種により異なり､採掘

率係数は､設計採掘率(国による承認)と実際の採掘率の割合であり､設計値以上に採掘され

ていれば､資源補償費は低減される。 
外国企業が､外国企業投資産業指導目録で奨励類に該当する鉱物資源(石油､天然ガスを

除く)の採掘を､西部地域で行う場合､5 年間は鉱産資源補償費が免除される。 
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鉱種 費率% 

ウラン、トリウム 3 
鉄、マンガン、クロム、バナジウム、チタン 2 
銅、鉛、亜鉛、ボーキサイト、ニッケル、コバルト、タングステン、錫、

ビスマス、モリブデン、水銀、アンチモン、マグネシウム 
2 

金、銀、白金、パラジウムごルテニウム、オスミウム、イリジウム、ロジ

ウム 
4 

ニオブ、タンタル、ベリリウム、リチウム、ストロンチウム、ルビジウム、

セシウム 
3 

ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、サマリウム、ゴーロピウ

ム、ガドリニウム、イットリウム、テルビウム、ジスプロシウム、ホルミ

ウム、エルビウム、ツリウム、イッテルビウム、ルテチウム 

3 

イオン型希土類 4 
スカンジウム、ゲルマニウム、ガリウム、インジウム、タリウム、ハフニ

ウム、レニウム、カドミウム、セレン、テルル 
3 

(出典=鉱産資源補償費徴収管理規定) 

 
探鉱権使用費､採鉱権使用費 
探査権使用費 
探査権使用費は､探査開始 1 年度目から 3 年度目までは毎年 100 元/km2､4 年度目以降は

毎年 100 元/km2が追加されるが､上限は 高 500 元/km2である｡ 
採鉱権使用費は､毎年 1,000 元/km2である｡ 

 
鉱業権使用費の減免 
西部地域での探査･採掘に関しては､国内で供給不足状態にある鉱物資源の探査･開発に

該当した場合､鉱業権使用費の減免を申請することができる｡上記の条件に該当するものは､

鉄鉱(品位 50%以上)､銅鉱､上質マンガン鉱､クロム鉄鉱､カリウム塩､白金族金属の探査､マ

グネサイト､カリウム塩､銅鉱の採鉱などである｡ 

 
探鉱権代価､採鉱権代価 
中央政府が出資して､探査が行われた区域の探鉱権･採鉱権を取得する場合は､探鉱権使

用費､採鉱権使用費に加えて､探鉱権代価･採鉱権代価を支払う必要がある｡これらの代価は､

国土資源部によって評価された価格とし､一括払い､分割払いが可能であるが､探鉱権代価

の支払い期間は 長 2 年､採鉱権代価の支払い期間は 長 6 年である。 
 

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

国家有色金属工業局 
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中国の行政機構改革により、国家経済貿易委員会管轄下の有色金属産業を管理する行政

組織である。組織は 5 司(弁公室・外事司、計画発展司、構造改革司、行業司、人事司)か
らなり、その職責は、有色金属工業に関する政策・法規の立案、有色金属産業の構造調整、

産業界の合理的配置、規則・規範・技術標準の制定、生産動向の調査・分析、国営有色金

属企業の改革、集団企業の組織と余剰人員の再就職の推進、情報収集・分析、その情報提

供、政府間ベースの経済技術交流、国務院、国家経済貿易委員会が必要とする事項等であ

る。 
国家冶金工業局 
国務院の行政改革により、国家経済貿易委員会の局として鉄鋼関連の鉱産物及び副産物

を対象とした行政機能を有する公的機関で、旧冶金工業部が改組した組.織である 
国土資源部 
国土資源部は、国務院の行政改革:により旧地質鉱産部が改組した組織で、国土資源の保

護と合理的利用に関する行政機能を有する機関である。 
 

5-2. 公営機関 

中国有色金属鉱業協会 

有色金属鉱産地質探査センター 

有色金属鉱産地質調査センターは、2001 年 7月、中央機構編成委員会の許可によって設

立された国家事業部門である。当該部門は中国有色金属工業総公司地質探査総局及びそれ

に所属する企画部、物理地化学探査センター、リモートセンシング地質センター、測量製

図センター及び中国有色金属工業総公司地質資料館等の部門の統廃合により設立されたも

ので、非鉄金属地質.「野戦軍」の中核であり、リーダ的部門である。全国有色地質鉱産資

料の管理と研究、中国有色金属工業協会及び国家経済貿易委員会への情報と技術的サービ

スの提供のほか、国土資源の大規模な調査、国家地質探査専門プロジェクトなどの地質調

査及び科学研究事業を担当している。 

 

5-3. 鉱業会社 

非鉄金属別の主要 5社は以下に示す通りである。また、中国で活動中の主な企業を第 5-5

表に示す。 

第 5-1 表 主要銅製錬企業 

 2003 年銅地金生産量 対前年比 

江西銅業集団公司 34.31 万 t 48.13%増加 

銅陵有色金属集団公司 33.73 万 t  9.86%増加 

雲南銅業集団公司 18.71 万 t  0.54%増加 

大冶有色金属集団公司 11.89 万 t  2.85%減少 

金川有色金属集団公司 10.28 万 t 46.33%増加 

出典：有色金属工業協会 
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第 5-2 表 主要アルミ製錬企業 

 2003 年アルミ地金生産

量 

対前年比 

中国アルミ公司 76.18 万 t  1.42%増加 

青 峡アルミ集団公司 24.24 万 t  2.33%増加 

蘭州アルミ公司 20.94 万 t  32.52%増加 

河南省豫港 泉アルミ公

司 

20.71 万 t 297.03%増加 

包 アルミ集団公司 20.05 万 t  47.42%増加 

出典：有色金属工業協会 

 

第 5-3 表 2000 年工業生産高 10億元以上の非鉄金属企業 

名 称 工業総生産高(億元) 主要製品生産量 

江西銅業公司 39.39120 銅精鉱129986トン、電気銅194225トン 

雲南銅業 26.87790 銅151596トン 

萌芦島亜鉛工場 25.81240 亜鉛3220480トン 

金川有色金属公司 25.42178 ニッケル42902トン、銅20000トン 

中国長城アルミ業公司 23.76442 酸化アルミ1407018トン 

株洲製錬工場 23.54925 鉛100136トン、亜鉛2796750トン 

白銀有色金属公司 22.67514 
銅52949トン、亜鉛142032トン、アルミ
560128トン 

貴州アルミ工場 22.22800 
アルミ地金238105トン、酸化アルミ480400
トン 

銅陵有色金属公司 21.70460 銅172255トン 

中金嶺南 18.83168  

青海アルミ業 17.99744 
アルミ地金206018トン、陽極カーボン
128024トン 

山東アルミ業公司 16.38878 酸化アルミ733080トン 

山西アルミ工場 16.13230 酸化アルミ1203701トン 

西南アルミ業 15.65184 アルミ材110545トン 

大冶有色金属公司 14.25223 電気銅62265トン 

絈光集団広州 珠江製錬
工場 

14.18258 稀土化合物11670トン 

蘋果アルミ業公司 13.62942 
アルミ地金128741トン、酸化アルミ420489
トン 

雲南錫業 12.95000 錫25513トン 

撫順アルミ工揚 10.75047 アルミ10532トン 

水口山鉱務局 10.07040 
鉛60902トン、亜鉛61770トン、硫酸108574
トン 

出典：中国国土資源部講演会資料 平成 14 年 2月 18 日, JOGMEC 
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第 5-4 表 主要鉛製錬企業 

 2003 年鉛地金生産量 対前年比 

河南省豫光金鉛株式公司 20 万 t 43.48%増加 

株洲製錬集団公司 9.15 万 t  5.32%減少 

雲南冶金集団公司 7.13 万 t  0.82%減少 

中金嶺南有色金属株式公司 7.01 万 t 10.79%減少 

安陽豫北金属精錬所 9.90 万 t 25.89%増加 

出典：有色金属工業協会 

第 5-5 表 主要亜鉛製錬企業 

 2003 年亜鉛地金生産量 対前年比 

株洲製錬集団公司 28.50 万 t  6.96%増加 

葫芦島有色金属集団公司 22.66 万 t  2.25%増加 

中金嶺南有色金属株式公司 16.24 万 t  4.54%減少 

四川宏 集団公司  8.64 万 t 28.31%増加 

柳州市龍城化工集団  8.43 万 t  5.37%減少 

出典：有色金属工業協会 

第 5-6 表 中国で活動中の企業 

会社名 ウエブサイト 

 AFCAN MINING CORPORATION http://www.afcan-mining.com/ 

 APAC MINERALS INC. http://www.apacminerals.com/ 

 BHP BILLITON http://www.bhpbilliton.com/bb/home/home.jsp 

 CALEDON RESOURCES PLC http://www.caledonresources.com/ 

 CAMECO CORPORATION http://www.cameco.com/ 

 DAJIN RESOURCES CORP.   

 DYNASTY GOLD CORP. http://www.dynastygoldcorp.com/s/home.asp 

 ELDORADO GOLD CORPORATION http://www.eldoradogold.com/s/Home.asp 

 HUSKY ENERGY INC. http://www.huskyenergy.ca/ 

 INCO LIMITED http://www.inco.com/ 

 MICHELAGO LTD http://www.michelago.com/index1.html 

 MOUNT GIBSON IRON LIMITED http://www.mtgibsoniron.com.au/ 

 MUNDORO MINING INC. http://www.mundoro.com/s/Home.asp 

 NORANDA INC. http://www.noranda.com/ 

 SINO GOLD LIMITED http://www.sinogold.com.au/ 

 SKN RESOURCES LTD. http://www.sknresources.com/ 

 SOUTHWESTERN RESOURCES CORP. http://www.swgold.com/s/home.asp 

 TVI PACIFIC INC. http://www.tvipacific.com/ 

 VALGOLD RESOURCES LTD. http://www.valgold.com/s/Home.asp 
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6. 投資環境 

6-1. 外資に関する規制 

「外国投資産業指導目録」（2002 年 4 月 1 日施行・改正）により、制限、禁止業種を指定

している。 
(1) 制限業種等 
国家発展・改革委員会、中国人民銀行および銀行業監督管理委員会は共同で「産業政策お

よび貸付政策の調整をさらに強化し、貸付のリスクを管理することの関連問題に関する通

知」を公布した。同通知は、生産安全に著しく危害を及ぼすプロジェクト、環境汚染が著

しいプロジェクト、工程技術が立ち遅れているプロジェクトを同通知付属文書「当面、低

水準の重複建設を抑制する一部業種の目録」に記載し、同目録に記載された禁止類または

制限類のプロジェクトについて、投資主管部門は審査認可をせず、各主要国有銀行は貸付

をしないとしている。 
a. 出資比率の制限 
「外商投資産業指導目録」の制限業種への投資については、原則として外資 100％は認め

られないが、「外商投資方向の指導規定」および「外商投資産業指導目録」の規定および中

国政府の公布する特別法に定める「投資条件」に合致する場合、外国投資者は中国におい

て投資することができる。 
「外商投資方向の指導規定」に基づき「外商投資産業指導目録」では、外商投資プロジェ

クトについて「合弁・合作に限定」、「中国側持分支配」、「中国側の相対的持分支配」とい

う条件を定めることができる。「合弁・合作に限定」とは中外合弁または中外合作経営のみ

が認められることを指し、「中国側の持分支配」とは中国側投資者の外商投資プロジェクト

における出資比率の合計が 51％以上であることを指し、「中国側の相対的持分支配」とは

中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける出資比率の合計が外国投資者のいずれかの

出資比率を上回ることを指す。外国投資者は上記の制限に合致すれば当該制限業種に投資

することができる。ただし、制限業種に対するその他の制限条件については特別法の規定

に従わなければならない。 
b. その他の制限条件 
中国政府国務院および各業種主管部門が制定する特別法に「制限業種」の具体的条件が定

められている。原則として「制限業種」について外資 100％は認められないが、「特別法」

に定める投資条件に合致すれば「制限業種」に投資することが可能である。以下いくつか

例を挙げる。 
・重要生産資料の生産と採掘（特殊鉱物の採掘など） 
・サービス業（一部の流通業、金融保険業、貨物運送業などを含む） 
・国民経済にとって重要な製造産業（自動車およびオートバイの完成車の製造などを含む） 
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6-2. 奨励業種 

外国投資産業指導目録」（2002 年 4 月 1 日施行・改正）により、奨励業種を指定。 
また、西部大開発を推進するため、「中西部地区外国企業投資優位産業目録」（2004 年 9

月改訂施行）を発表、対象 20 省市別に奨励業種を指定。 
(1) 奨励業種の詳細： 
「外商投資産業指導目録」（奨励業種の部分） 
「外商投資産業指導目録添付文書」（奨励業種の部分） 
「中西部地区外国企業投資優位産業目録」2004 年改訂（2004 年 7 月 23 日公布、2004 年

9 月 1 日施行） 
「外商投資を奨励するハイテク製品目録」 

 
(2) 奨励業種としての認可基準 
「外商投資方向の指導規定」によると、中国政府審査認可機関が奨励業種を認可する時の

基準は下記のとおり。 

 
a. 農業新技術、農業総合開発およびエネルギー、交通、重要原材料工業に該当するもの。 
b. 高度先進技術、先進的応用技術に該当するものであって、製品の性能を改善し、企業の

技術・経済効率を高め、または、国内の生産能力が不足している新設備・新材料を生産す

ることができるもの。 
c. 市場の需要に応えるものであって、製品のグレードを高め、新市場を開拓し、または、

製品の国際的競争力を高めることができるもの。 
d. 新技術、新設備であって、エネルギーおよび原材料を節約し、資源を総合的に利用し、

資源を再生し、かつ環境汚染を防止することができるもの。 
e. 中西部地区の人的資源および資源の優位性を発揮させることができ、かつ、国の産業政

策に合致するもの。 
f. 法律、行政法規に規定するその他の状況。 

 

6-3. 通関 

中国の関税は、従価税、従量税および両者を併用する複合税がある。 
関税価格は、取引価格をもとに税関に確定され、しかも輸出品が離岸するまでの輸送費、

その他の費用、保険費を含む。取引価格が確定できない場合、税関によって、同様商品の

取引価格や類似商品の取引価格、価格計算（コスト＋利潤＋費用＋輸送費＋保険費）また

はその他の合理的方法に準じて確定される。 
税関が徴収する関税以外の税目として、輸出入品にかかわる輸入増値税、消費税、船舶

トン税がある。 

6-4. 労働 
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中国では、人口流動の管理などさまざまな観点から戸籍の移動が規制されており、企業の

所在する省、市の籍を持たない「外地労働者」の雇用には地方政府の同意が必要とされて

いる。こうした制度に対する理解不足から、労働者を雇用する段階になって、外地労働者

の雇用に複雑な手続きや費用の負担があることを経験した外資系企業は少なくない。 
企業所在地以外の地域の労働者を雇用する場合、企業所在地区を管轄する地方政府の労

働主幹部門への申請、登録などの手続きを定めている省、市が多い。労働者の移動を制限

することで、地元籍者の雇用の確保、治安維持、さらには技術労働者の適正な配置による

国全体の技術の向上が主な目的とされる。また、労働者保険などの社会保障制度も各地域

単位で行われており、こうした基金の運営の観点からも、労働者の流動化に慎重な姿勢が

とられている。 
外地労働者の管理については、各地方の労働事情を考慮する必要があるため、通常、地

方ごとの法規（日本でいう地方自治体の首長の権限に基づく地方条例に当たる）により規

定されている。 
一般に外地労働者の雇用については、外地の労働者雇用が必要である理由、企業が外地

労働者を雇用するのに必要な施設を有していることなどを地方政府の関係部門に登録する。

外資系企業の中には、中国のこうした外地労働者の雇用に関する規制を知らず、当局に摘

発されるケースがある。 
ジェトロ通商広報 

6-5. 治安 

外務省からの渡航の延期勧告はないが、アフガニスタン国境付近については渡航の是非

を検討すべきようである。中国では、犯罪の増加（2002 年の刑事事件の発生件数は 2445.4
万件で、対前年比 1.8%増）と凶悪化の傾向が継続しており、改革・開放政策の進展ととも

に、治安も悪化傾向にある。また、都市部では、「車社会」の到来とともに交通事故も急増

しており、2003 年 1 月～5 月の統計では、全国で約２７万件の交通事故が発生し、約 4 万

人が死亡している。 
 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質概要 

中国の構造区分と造山期については、いくつかの異なる見解があるが、大きな地質構造

運動は、呂梁(Lulian)変動、晋宁(Jinning)変動、インドシナ変動と呼ばれている｡呂梁変動

は、原生代前期と後期を画する構造運動、晋宁変動は原生代末の構造運動、インドシナ変

動は古生代と中生代を画する構造運動で、先呂梁期、呂梁-晋宁期、晋宁-インドシナ期、

後インドシナ期に区分されている。 
先カンブリア期の高変成度変成岩類からなるシベリア卓状地が、アジア大陸の北部中央

に存在し、その南側には、広大な蒙古地向斜帯がほぼ東西に走っている｡(第 7-1 図) 
蒙古地向斜帯には、先カンブリア期～古生代の堆積物が分布し、原生代 末期(バイカル
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変動)、古生代前期(カレドニア変動)、古生代後期(バリスカン変動)などの造山運動を受け、

広範囲におよぶ変成作用と、多くの花崗岩類の貫入が知られている｡(第 7-2 図) 
中国東部には、古生代～中生代の造山運動による褶曲･断層活動、花崗岩貫入活動の影響

を受けた、先カンブリア紀の変成岩地域が存在しているが、褶曲作用はあまり強くなく、

広域変成作用も認められていない｡ これらの変成岩地域は、準卓状地(典型的な造山帯と

は異なる剛隗の 1 種)と呼ばれ、東北準卓状地、中朝地塊、揚子地塊に区分されている｡ 
東北準卓状地は、中国東北地区(旧満州)、大興安嶺の東方に位置し、東南部の山地には、

先カンブリア紀(先震旦)の変成岩類が露出している｡地域の南縁部には、古生代後期の厚い

海成層が堆積し、全体的に古生代後期の変動を受け、花崗岩類の貫入が認められている｡ 
中朝地塊は、東北準卓状地の南側に位置し、西の鄂爾多斯(オルドス)から、北京、山東

地方をへて、東の遼東半島、朝鮮半島に至る地域で、先カンブリア紀の変成岩類が広く露

出している｡ 

岭揚子地塊は、中朝地塊の南、秦 (Qinling)山脈(バリスカン造山帯)南方に位置し、揚子

江中･下流域から、西は四川盆地(重慶付近)におよぶ地域である｡地塊の周縁部には、先カ

ンブリア紀の変成岩類が露出しているが、地塊内部では、古生代～中生代の厚い地層が基

盤類を覆い、中生代変形運動の影響を受けている｡ 
中国西部は、蒙古地向斜帯の南部とそれにつづくヘルシニア造山帯地域からなり、北か

ら順に、阿爾秦(アルタイ)山脈(3、000m)、天山山脈(5,000m)、阿爾金(アルティン)山脈、

仑昆 山脈(5,000～7,000m)などの大山脈が、ほぼ東西方向に走っている｡ 

仑阿爾金山脈、天山山脈、昆 山脈は、バリスカン造山期に変形･変成を受けた岩石類で構

成され、タリム盆地南縁をなす阿爾金山脈には、先カンブリア期の基盤岩類が押し上げら

れて広く露出している｡これらの大山脈は、バリスカン期の造山運動で形成されたが、現在

みられる山脈地形は、新生代後半に、インド大陸がユーラシア大陸へ衝突して生じた、ヒ

マラヤ造山変動に伴う断層活動によって形成されたと推察されている｡ 

噶阿爾秦山脈と天山山脈の間に准 爾(ジュンガル)盆地、天山山脈と阿爾金山脈との間に

塔里木(タリム)盆地、阿爾金山脈 仑と昆 山脈の間に柴達木(ツアイダム)盆地が存在している｡

これらの堆積盆地には、先カンブリア紀(先震旦)の変成岩類を基盤岩として、顕生代の岩

石類(厚さ数 km、ときに 10km におよぶ)が分布している｡ 
中国東南部、揚子地塊の東南側地域(淅江、福建、広東)は、先カンブリア地塊とされて

いたが、近年は、カレドニア造山地域と考えられ、バリスカン期および中生代の変形を強

く受け、中生代(燕山変動期)の花崗岩類が貫入している｡ 
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この地域の西側は、インドシナ期(中生代、三畳紀-ジュラ紀)、ヒマラヤ期(白亜紀～現在)
の造山帯である｡

第 7-1 図 アジア大陸の構成と中国の地形略図 

出典：平成元年度 地質解析委員会報告書 
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第 7-2 図 中国の地質図（出典：Geological Atlas of China） 
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第 7-3 図 中国の地質凡例（出典：Geological Atlas of China） 
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7-2. 鉱床概要 

中国は鉱物資源に恵まれており、その埋蔵量は世界ランキング第 3 位、11 兆米ドル以上

の価値がありうるといわれている。1950 年代にさまざまな規模で行われた、多岐に渡る地

質調査の結果発見された 171 種の鉱石のうち、156 鉱種の埋蔵量が確定している。20 万以

上の金属と工業用鉱物の鉱床ならびに存在は、2 万 5000 程度の鉱床から、87 の巨大な鉱

床までを含み、その分布は国内各地に広がる。特に、中国西部のほとんど探鉱が行われて

いない地域は、多大の可能性を秘めている。 
主要鉱床は、1）正マグマ、ニッケル-銅-PGE、タリウム-バナジウム、REE-レアメタル、

2）斑岩-エピサーマル（浅熱性）銅-モリブデン-金-銀-鉛-亜鉛、3）スカルン 銅-金-鉛-亜
鉛-スズ、4）花崗岩-付随 REE、レアメタル、鉱脈型 5）火山性塊状硫化物鉱床（VMS）
銅-亜鉛-鉛-金-銀、6）堆積噴気（Sedex）鉛-亜鉛-銅-金-スズ、7）ミシシッピバレータイ

プ(MVT)鉛-亜鉛、8）堆積岩 銅-鉛-亜鉛-アンチモン-水銀-アルミニウム-マンガン-ストロ

ンチウム-バリウム、9）造山性 金-銀鉱床となっている。 
正マグマ鉱床は、大造山帯の境界線にある超苦鉄質/苦鉄質を母岩とする。ニッケル-銅

-PGE とタリウム-パラジウムは、中韓マージンと西長江プラットフォーム、中国北部のア

ルタイ山脈との境界にある超苦鉄質/苦鉄質の貫入岩石や苦鉄質火成岩に付随している。斑

岩-エピサーマルとスカルン鉱床は Yanshanian 火山性深成帯、Tianshan 造山帯、

Himalayan-Tethysides などで確認されている。VMS 鉱床も、中国西部の古生代-中生代

造山帯や、中韓マージンや長江プラットフォームの下部、始生代から原生代の変成岩中に

確認されている。MVT、Sedex や堆積岩賦存鉱床は、中韓プラットフォームや長江プラッ

トフォームの後期古生代層上、北部境界線上の原生代地層に付随している。造山性金鉱床

は、タリムプラットフォームの北西、Tianshan belt 西 Qinling と黄金の三角地帯に見ら

れる。中国は特に希土類とレアメタル鉱床に恵まれており、これらの殆どは主に、長江プ

ラットフォームの花崗岩と中韓プラットフォームの北部境界にある貫入炭酸塩岩に含まれ

ている。その他、中国には工業鉱石資源（例えば、蛍石、マグネサイト、グラウバー塩、

ベントナイト、アスベスト、滑石、グラファイト、石膏/硬石膏、バーミキュライト等）も

豊富にあり、これらはあらゆる地質構造ユニットに確認されている。 
殆どの鉱床はここ 20 年の間に確認されたものだが、現在でも毎年、有望な情報が新た

に報告されている。中国西部で多数の重要な鉱床帯が新たに報告されており、東 Tianshan 
銅-斑岩帯(Xingjiang)、Gandese の斑岩-エピサーマル（浅熱性）銅-金帯（チベット）、西

Qaidam 堆積岩石含有 銅-銀-鉛-亜鉛帯(雲南)、Minle 火山性赤土銅帯(雲南)などである。

これら多くの鉱物生成帯では、高度な技術による更なる探査が必要である。中韓、長江、

タリムプラットフォームの境、古生代断層帯は火山性のニッケル-銅-PGE などの探鉱に有

望である。ダイヤモンドの高い可能性、酸化鉄（オリンピック・ダム型の可能性も）と堆

積岩賦存のベースメタルおよびレアメタル鉱床もこれらプラットフォームに存在する。ま

た、Yanshanian 火山性深成帯は斑岩-エピサーマル（浅熱性）銅と金鉱床の限りない可能
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性を秘めている。中国西部の Tethysides と Altaids は、地質学上からも、VMS、Sedex、
MVT と斑岩-エピサーマル(浅熱性)の探鉱に適している。上記 2 造山体系にあるフリッシ

ュ帯の大部分は、満足な探鉱が行われずにいるが、大きな造山性金鉱（Muruntau 型であ

ろう）と堆積岩賦存 PGE 鉱床発見の可能性は大変濃厚である。ジュラ紀から第三紀の大

陸内盆に形成された中国西部の紅土には、銅-銀-金-鉛-亜鉛鉱床を発見する大きな期待が寄

せられている。中国政府が資本投下の大型拡大を決定し、中国西部の開発に新たな政策を

発表したことを受け、2000 年以来当地の探鉱活動は活発になっている。 
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第 7-4 図 中国の鉱床分付図 
（Geological Survey of Canada の Data から作成） 
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8. 鉱山概要 

中国全体での鉱山からの銅・鉛・ニッケルの生産高は以下の通りである。 

年 1999 2000 2001 2002 2003 
金属量 t Cu 520,000 593,000 587,000 568,000 583,000 

 

年 1999 2000 2001 2002 2003 

金属量 t Pb 549,000 660,000 676,000 641,000 632,000 
 

年 1999 2000 2001 2002 2003 

金属量 t Ni 50,000 50,000 52,000 54,000 61,000 
出典：有色金属工業協会 

 
8.1 China-Cu-永平  

国名／地域 ：China/江西省  
名前  ：永平鉱山 (Yongping) 
位置  ：江西省 
会社名（権益比率）： 江西銅集団公司 (Jiangxi Copper Co.) 
鉱床  鉱種 ：Cu  

年 金属量 t Cu 

2000 17,000 
採鉱法  ：2002 年に露天掘りから深部坑内掘りに移行。 

粗鉱処理量 10,000t/d。 
選鉱法  ：一部 SX-EW 200ｔ/y 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 

 
8.2 China-Cu-大冶  

国名／地域 ：China/湖北省黄石市  
名前  ：大冶 (Daye) 
位置  ：湖北省黄石市 
会社名（権益比率）： 大冶有色金属公司 (Daye Non-ferrous Metals Co.) 
鉱床  鉱種 ：Cu  
鉱床タイプ ：接触交代鉱床 
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地質概要 ：中部三畳系を母岩とする。主要鉱石鉱物は磁鉄鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱である。鉱

床は 7ｘ25ｋｍの広がりを持つ鉄山の南縁に位置する巨大なレンズ状鉱体である。 

 
年 金属量 tCu 

2000 20,000 

 
備考 ：3 鉱山が稼動中。銅品位が低く、複雑な賦存状況のためコスト高であり閉山も

含め検討中（2000 年現在） 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 
・ 石原舜三 (1982. 7)： 中国の鉱物資源 2、 ポーフィリー型銅、モリブデン鉱床 地

質ニュース No.335 

 
8.3 China-Cu-大姚 

国名／地域 ：China/  
名前  ：大姚鉱山 (Dayao) 
会社名（権益比率）：雲南銅集団公司(Yunnan Copper Co.)  
鉱床  鉱種 ：Cu  
埋蔵鉱量：10.661 百万ｔ   
品位  ：1.48％Cu 

金属鉱業事業団(2002 年)：中華人民共和国 雲南省の資源開発環境 平成１４年１０月 

生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年： 1976    

年 品位% 品位% 金属量 t 

2000 1.1%Cu Cu 
Ag 

12,000 
12 

（社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料

問題 －銅鉱石、スクラップ及び銅地金の現状と予測― 

採鉱法  ：空洞掘り。 初は酸化鉱が採掘され、1979 年より硫化鉱が採掘されて

いる。4,000ｔ/d 
選鉱法  ：精鉱生産。180ｋｍトラック輸送し貨車に積み替え。 

SX-EW は 1993 年より開始、800t/y。酸化鉱(0.95% Cu)を-14mm(75%)
まで粉砕し、水洗後ダンプ・リーチング, SX-EW を行っている。回収率

75％。 
備考  ：6 年で終掘（2000 年時点）予定。  
文献 
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・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 
・ 金属鉱業事業団(2002 年)：中華人民共和国 雲南省の資源開発環境 平成１４年１０

月 

 
8.4 China-Cu-中条山  

国名／地域 ：China/  
名前  ：中条山(Zhongtiaoshan) 
位置  ：山西省垣曲懸 
会社名（権益比率）： 中条山有色金属公司 (Zhongtiaoshan Non-ferrous Metals Co.) 
鉱種  ： Cu  
鉱床タイプ ：銅鉱峪鉱山；ポーフィリーカッパー 
   葫家峪鉱山；層準規制型 
発見の経緯 ： 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：1956    

年 金属量 t Cu 

2000 33,000 

 
採鉱法  ：坑内掘り 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 

 
8.5 China-Cu-銅陵  

国名／地域 ：China/安徽省銅陵市 
名前  ：銅陵 (Tongling) 
位置  ：安徽省銅陵市 
会社名（権益比率）： 銅陵有色金属公司 (Tongling Non-ferrous Metals Co.) 

安慶鉱山(Anqing)および 
銅緑山鉱山(Tongguanshan)が操業中。 

鉱床  鉱種 ：Cu  
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年： 1952    

年 金属量 t Cu 

2000 172,000 
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文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 

 
8.6 China-Cu-徳興  

国名／地域 ：China/  
名前  ：徳興鉱山 (Dexing) 
位置  ：江西省 
会社名（権益比率）：江西銅集団公司(Jiangxi Copper Co.)  
鉱床  鉱種 ：Cu  
地質概要：鉱床付近の地質は先カンブリア紀の絹雲母千枚岩と凝灰岩の互層よりなる。東

西系の褶曲や断層構造と北北東走向の圧縮剪断帯の交差部に 160-170Ma の花崗閃緑斑

岩が貫入し、鉱床が生成された。鉱化作用は石英―絹雲母変質帯に強く見られる。鉱体

は貫入岩(1/3)及びその周囲(2/3)を取り巻くように中空のパイプ状を示し、垂直方向 1ｋ
ｍ以上、外周の 大は 2.5ｋｍ、中空部分は 400－700ｍである。主要鉱石鉱物は黄鉄鉱、

黄銅鉱、輝水鉛鉱である。銅品位は 0.41－0.53％である。金銀を含む。 
鉱化作用の年代： 
発見の経緯 ： 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年： 1958   

  
年 粗鉱生産量 

t/d 

品位 

% Cu 

品位 

% Cu 

金属量 

t Cu 

回収率 

% 

2000  0.415 25 110,000 90％強 

2001 90,000t/d   110,000  

SX-EW 800t/y 
採鉱法  ：露天掘り 
選鉱法  ：選鉱しやすい鉱石であり不純物の少ないクリーンな精鉱を生産してい

る。選鉱場は 3 箇所あり、そのうち第 3 選鉱場は近代的で粗鉱処理量 60,000t/d で操業

されている。精鉱は全量 200ｋｍ離れた貴渓銅製錬所へ鉄道輸送されている。SX-EW 操

業は 1997 年に開始した。ダンプリーチングを行っているが散水液に硫酸を使用せず、

場内水(PH 1.8-2.5)を循環し使用している。生産能力は 1,000t/y だが給鉱品位が

0.05-0.2%Cu と低く、堆積面積が広すぎ高すぎ（数 10m）、バクテリアも十分働いてい

ないようで 2001 年現在 800t/y となっている。鉱石鉱物は黄銅鉱、斑銅鉱でリーチング

での回収率は 20－30％と非常に低い。年間降水量も 2,400ｍｍと多い。 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、



- 30 - 中国 

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 
・ 石原舜三 (1982. 7)： 中国の鉱物資源 2、 ポーフィリー型銅、モリブデン鉱床 地

質ニュース No.335 
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 

 
8.7 China-CuZnPb-白銀  

国名／地域 ：China/甘粛省白銀市 
名前  ：白銀（Baiyin） （下記各鉱山より成る） 
位置  ：甘粛省白銀市 
会社名（権益比率）：白銀有色金属公司 (Baiyin Non-ferrous Metals Co.)  
鉱種  ：Cu, Zn, Pb  
埋蔵鉱量・品位： 

1)銅 深部銅鉱山 11 百万 t 1.174% Cu 
  小鉄山鉱山 6.6 百万 t 1.49% Cu, 3.85% Pb, 6.02% Zn 

（社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －

銅鉱石、スクラップ及び銅地金の現状と予測― 

2）鉛・亜鉛  
廠覇鉱山（Changba）  3 百万 t 11%Zn,   2% Pb 
小鉄山鉱山(Xiaotieshann) 10.7 百万 t 6.1% Zn, 3.3%Pb 
（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 

鉱床タイプ ：塊状硫化物鉱床。 鉱脈型？ 黒鉱型？ 
地質概要：中国大陸中央部を東西に走るチーリエン造山帯に伴う。鉱床は海底の酸性火山

活動に随伴しており、 大幅 200m に達する脈状を示す。鉱体を取り巻き絹雲母変質、

緑泥石変質が卓越する。主要な鉱体は東西 4Km, 南北 2Km の範囲に分布する。折腰山

鉱体、火焔山鉱体（Cu,Pyrite）、小鉄山鉱体（Zn, Pb, Cu）が 2001 年現在稼行されて

いる。鉱石鉱物は黄銅鉱、閃亜鉛鉱、方鉛鉱、磁硫鉄鉱である。 
鉱化作用の年代：カンブリア紀 
発見の経緯 ： 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年： 1960 

年 品位% 金属量 t 

2000 Cu 
Zn 

10,000 
40,000 

2001 Zn 40,000 

 
採鉱法  ：廠覇鉱山の粗鉱生産量は 300,000t/y(7.5% Zn, 1.3% Pb) 
選鉱法 ：選鉱能力は廠覇鉱山は 3,500t/d、小鉄山鉱山は 1,500t/d（実際には半
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分以下の操業となっている。） 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 
・ （社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 
・ 青木正博，王平安（2001）：中国甘粛省白銀廠塊状硫化物鉱床は黒鉱か？ 資源地質学

会第 51 回年会講演 

 
8.8 China-NiCuCo-金川  

国名／地域 ：China/甘粛省(Gansu Pv.)金昌市 
名前  ：金川 (Jinchuan) 
位置  ：甘粛省金昌市 
緯度・経度 ：北緯 38 度 18 分、東経 102 度 6 分 
会社名（権益比率）： 金川有色金属公司 (Jinchuan Non-ferrous Metals Co.) 
鉱床  鉱種 ：Ni Cu Co PGE 
埋蔵鉱量・品位： 

1）616 百万 t  

1.25%Ni, 0.81%Cu, 0.343% Co, 0.028-21g/t Pt, 0.014-0.12g/t Pd, 0.014g/t Os, 
0.0613g/t Ir, 0.0012g/t Ru, 0.018g/t Au, 0.372g/t Ag 

住鉱コンサルタント株式会社(2001)： 世界のニッケル －資

源の実態とその問題点― 
2）446 百万ｔ （Ni 4.63 百万 t、Cu 2.9 百万ｔ、Co 139,000ｔ）  

麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望  

（社）日本メタル経済研究所 
鉱床タイプ ：橄欖岩、ダナイトを母岩とする正岩漿性銅・ニッケル硫化物鉱床 
地質概要：北西―南東方向に伸びる原生代の超苦鉄質岩体（1,510－1,530Ma）の複輝石

橄欖岩中に胚胎するレンズ状のニッケル硫化物鉱体で、レンズの大きさは長さ 500ｍ、

厚さ 50ｍに達する。超苦鉄質岩体の総延長は 6ｋｍ以上、 大幅は 300ｍである。銅・

ニッケルのほか、Co, Pt, Pd, Au, Ag, Os, Ir, Rh, Se, Te, Cr, Ga, Ge, In などを含有して

いる。 
鉱化作用の年代：原生代 
発見の経緯 ：1958 年に発見された。 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：     

年 1999 2000 2001 2002 2003 
金属量 Ni t 35,000 e 35,000 e 40,000 e 40,000 e 40,000 e 

Raw Materials Data August 2004 
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採鉱法 ：西鉱体の一部で露天採掘が行われているが、坑内採掘が主体である。

採掘場がかなり深部に移行しつつあるので、コストの上昇は避けられな

いものと思われる。 
副産物等：Cu(2000 年の銅金属生産量 25,700ｔ) 麻植邦敏（2002．3）  
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 
・ 住鉱コンサルタント株式会社(2001)： 世界のニッケル －資源の実態とその問題点

― 
・ Gang Chai and Anthony J. Naldrett (1992)：  Characteristics of Ni-Cu-PGE 

Mineralization and Genesis of the Jinchuan Deposit, Northwest Chjina. Economic 
Geology Vol.87, pp.1475-1495   

・ Raw Materials Data August 2004 
 
8.9 China-NiCuCo-金川  

国名／地域 ：China/甘粛省(Gansu Pv.)金昌市 
名前  ：金川 (Jinchuan) 
位置  ：甘粛省金昌市 
緯度・経度 ：北緯 38 度 18 分、東経 102 度 6 分 
会社名（権益比率）： 金川有色金属公司 (Jinchuan Non-ferrous Metals Co.) 
鉱床  鉱種 ：Ni Cu Co PGE 
埋蔵鉱量・品位： 

1）616 百万 t  

1.25%Ni, 0.81%Cu, 0.343% Co, 0.028-21g/t Pt, 0.014-0.12g/t Pd, 0.014g/t Os, 
0.0613g/t Ir, 0.0012g/t Ru, 0.018g/t Au, 0.372g/t Ag 

住鉱コンサルタント株式会社(2001)： 世界のニッケル －資

源の実態とその問題点― 
2）446 百万ｔ （Ni 4.63 百万 t、Cu 2.9 百万ｔ、Co 139,000ｔ）  

麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望  

（社）日本メタル経済研究所 
鉱床タイプ ：橄欖岩、ダナイトを母岩とする正岩漿性銅・ニッケル硫化物鉱床 
地質概要：北西―南東方向に伸びる原生代の超苦鉄質岩体（1,510－1,530Ma）の複輝石

橄欖岩中に胚胎するレンズ状のニッケル硫化物鉱体で、レンズの大きさは長さ 500ｍ、

厚さ 50ｍに達する。超苦鉄質岩体の総延長は 6ｋｍ以上、 大幅は 300ｍである。銅・
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ニッケルのほか、Co, Pt, Pd, Au, Ag, Os, Ir, Rh, Se, Te, Cr, Ga, Ge, In などを含有して

いる。    
鉱化作用の年代：原生代 
発見の経緯 ：1958 年に発見された。 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：     

年 1999 2000 2001 2002 2003 

金属量 Ni t 35,000 e 35,000 e 40,000 e 40,000 e 40,000 e 

Raw Materials Data August 2004 

採鉱法 ：西鉱体の一部で露天採掘が行われているが、坑内採掘が主体である。

採掘場がかなり深部に移行しつつあるので、コストの上昇は避けられな

いものと思われる。 
副産物等：Cu(2000 年の銅金属生産量 25,700ｔ) 麻植邦敏（2002．3）  
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測― 
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 
・ 住鉱コンサルタント株式会社(2001)： 世界のニッケル －資源の実態とその問題点

― 
・ Gang Chai and Anthony J. Naldrett (1992)：  Characteristics of Ni-Cu-PGE 

Mineralization and Genesis of the Jinchuan Deposit, Northwest Chjina. Economic 
Geology Vol.87, pp.1475-1495   

・ Raw Materials Data August 2004 
 
8.10 China-NiCu-白馬賽 

国名／地域 ：China/雲南省北部 
名前  ：白馬賽（Baimazhai） 
位置  ：雲南省北部 
緯度・経度 ：北緯 22 度 30 分、東経 102 度 36 分 
鉱種  ：Ni Cu 
埋蔵鉱量：6.31 百万 t 
品位 ：1.23%Ni, 0.75%Cu, 0.068%Co,  

0.048g/tAu, 2.31g/tAg,  0.026g/tPt, 0.028g/tPd 
鉱床タイプ ：輝岩、斑レイ岩を母岩とする正岩漿性硫化物鉱床 
地質概要：三江褶曲帯のオルドビス系中に貫入したヘルシニア期の苦鉄質～超苦鉄質岩中

に胚胎する中～小規模硫化物ニッケル・銅鉱床である。鉱体中には PGM はきわめて少

量である。 
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鉱化作用の年代：古生代 
発見の経緯 ：1950 年代に発見。 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：   
1999 年現在パイロットプラント（90,000ｔ/ｙ）により坑内採掘と選鉱を実施中である。 
文献 
・ 住鉱コンサルタント株式会社(2001)： 世界のニッケル －資源の実態とその問題点

― 

 
8.11 China-NiCu-喀拉通克（カラトング）  

国名／地域 ：China/新疆ウイグル自治区 
名前  ：喀拉通克（Kalatongke） 
位置 ：ジュンガル盆地の北東端、アルタイ山脈中に位置する。ウルムチ市の

北方道路沿い 460Km、富薀県西南約 36Km に位置する。 
緯度・経度 ：北緯 46 度 30 分、東経 89 度 24 分 
会社名（権益比率）： 旧地質鉱産部、旧中国有色金属工業総公司 
鉱床  鉱種 ：Cu Ni Co PGM  
埋蔵鉱量：43.44 百万 t  (10 百万 t の追加鉱量が期待される。) 
品位 ：1.11%Cu, 0.66%Ni, 0.03%Co, 0.074g/tAu, 10.3g/tAg, 0.17g/tPGM 

  住鉱コンサルタント株式会社(2001)  

鉱床タイプ ：紫蘇輝石斑レイ岩（ノーライト）を母岩とする正岩漿性ニッケル硫化物

鉱床 
地質概要：ジュンガル褶曲帯北帯に位置する前期石炭紀の南明水層群中に断裂構造に規制

されて貫入した苦鉄質～超苦鉄質岩中に胚胎される Cu-Ni-PGM 鉱床である。南明水層

は礫岩、凝灰岩、泥岩、珪質岩、粘板岩、安山岩より成る。地区内には 10 箇所に塩基

性岩体が発見されており、断裂（断層）を挟んで南北 2 グループに分かれている。両者

間の距離は 400－600ｍである。南のグループは 1 から 3 号の岩体で構成されており、

規模が大きい。北のグループは大小 7 つの岩体で規模は小さい。貫入岩体の同位元素年

代は 285－295Ma で石炭紀後期である。1 号鉱床（1 号岩体中）が も大きく、平面で

はレンズ状で北西と北北西の断裂の制御を受けており、長軸方向は 150－330 度である。

岩体の長さ 695ｍ、幅 290ｍで横断面は漏斗状を示し深さは 570ｍである。岩体の分化

は良好である。鉱床は岩体下部の黒雲母―角閃石―橄欖石ノーライトと黒雲母―角閃石

ノーライト中に胚胎しており、鉱染状、緻密塊状、角礫状および海綿状などを示す。中

心部で品位が高い。鉱石鉱物は黄鉄鉱、砒四面銅鉱、墨銅鉱(黒銅鉱？)、自然銅、硫鉄

ニッケル鉱、銀硫鉄ニッケル鉱などである。 
鉱化作用の年代：古生代 
発見の経緯 ：1978 年 5 月にきのこ狩りをしていた農民が銅の酸化鉱を拾ったこと
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により、地質鉱産部が調査を開始し、1980 年から試錐を行い鉱床を確認した。 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年： 1989 

年 粗鉱生産量 

Mt 

品位 

% 

金属量 

Cu+Ni t 

回収率 
％ 

1999 0.09 4.5％Cu
3.3％Ni

5,000 * 90 

*熔錬銅ニッケル合金 40％Cu, 30%Ni （財）国際鉱物資源開発協力協会（1999） 

 
採鉱法  ：坑内掘り。上向き充填採掘。 
金属回収法 ：選鉱せずに高品位鉱を直接熔錬している。将来は残存する低品位鉱を

処理することになり選鉱が必要になる。 
副産物等：Se Au Ag 
備考 ：鉱石の硫黄分が少ないことから、熔錬排煙の硫黄を回収せず空中に放散

している。 
文献 
・ 住鉱コンサルタント株式会社(2001)： 世界のニッケル－資源の実態とその問題点－ 
・ （財）国際鉱物資源開発協力協会（1999）：平成 10 年度資源開発協力基礎調査 プロ

ジェクト選定調査報告書 中華人民共和国 平成 11 年 1 月 
 

文献 

・金属資源レポート 2004.05 Vol.34 No.1 特集号：世界の鉱業の趨勢 JOGMEC 

 

8.12 China-ZnPb-蘭坪  

国名／地域 ：China/ 雲南省 
名前  ：蘭坪(Lanping) 
位置  ：雲南省 昆明の北西 400ｋｍ。 
会社名（権益比率）： 雲南蘭坪有色金属公司、 State of China 
鉱床  鉱種 ：Zn  Pb 
埋蔵鉱量：163 百万 t   
品位  ：7.0% Zn, 1.6% Pb, 10.25g/t Ag 

（財）国際鉱物資源開発協力協会 (2002.10) 

鉱床タイプ ：堆積型亜鉛鉱床 
地質概要：鉱床は中生代～新生代の蘭坪―思茅堆積盆地の北縁沿いに存在する。周辺地域

には白亜紀上部系、第三紀暁新世雲龍累層と、これらを覆う逆転したジュラ紀中部珪質

砕屑岩類、三畳紀上部炭酸塩岩が分布している。鉱化は約 60％が細粒砂岩中に存在し、

残りは角礫化炭酸塩岩、含炭酸塩岩片砂岩中に胚胎されている。鉱染状と塊状の鉱化作
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用が存在する。鉱染状鉱化は、上部鉱化帯を形成し、細粒砂岩中に細粒(0.01-0.2mm)閃
亜鉛鉱、方鉛鉱が存在する。鉱化部の厚さは 25－54ｍ、走向延長 1,450ｍ、北側深部へ

の延長は 1,000ｍ以上で、8-15% Zn, 0.5-4.4%Pb の含有が認められている。 塊状鉱化

は下部の鉱化帯をなし、局部的に存在している。 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年： 

年 金属量 Zn t

1999 14,000* 

2000 72,000 

Raw Materials Data August 2004 

 
採鉱法  ：露天掘り。1000t/d 
選鉱法  ：1000t/d. 地金生産能力 10,000t/y 
備考  ：Billiton 社は 2002 年 3 月に撤退している。  
文献 
・ （財）国際鉱物資源開発協力協会 (2002.10)：平成 14 年度資源開発協力基礎調査 プ

ロジェクト選定調査報告書 中華人民共和国 
・ （社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 
・ Doug Kirwin(2002)：MMAJ Forum 

・ Raw Materials Data August 2004 
・ 金属鉱業事業団(2002 年)：中華人民共和国 雲南省の資源開発環境 平成１４年１０

月 

 
8.13 China-ZnPbAg-凡口 

国名／地域 ：China/広東省 
名前  ：凡口(Fankou) 
位置  ：広東省韶関市の北東 48ｋｍ。 
緯度・経度 ： 
会社名（権益比率）： 

新 中金嶺南有色金属公司 (（社）日本メタル経済研究所（2002. 3）) 

あるいは 

State of China (Raw Materials Data August 2004) 
鉱床  鉱種 ：Zn Pb Ag 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：1968    

年 品位% 金属量 t 
1999 Zn 

Zn 
Pb 

90,000 e 
83,000* 
35,000 e 
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2000 Zn 
Zn 
Pb 

90,000 e 
83,000* 
40,600 

2001 Zn 
Pb 

92,400 
40,000 e 

Raw Materials Data August 2004 

*（社）日本メタル経済研究所(2002. 3)   公称能力は 15 万 t/年 Pb＋Zn 金属量 

 
採鉱法  ：坑内掘り。立坑 3 本。切羽は海面下 640ｍに達している。粗鉱 

品位は 8～9％ Zn, 3～4％Pb。 鉱石は索道で 1.5ｋｍ離れ た選鉱所へ運ばれ

る。 
選鉱法  ：亜鉛精鉱、鉛精鉱、亜鉛・鉛バルク精鉱を生産する。 
副産物等：Pb Ag 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 

・ Raw Materials Data August 2004 
 
8.14 China-ZnPb-会澤  

国名／地域 ：China/曲靖市会澤県 
名前  ：会澤(Huize)  
位置  ：昆明市の東隣 250ｋｍ。  
緯度・経度 ：  
会社名（権益比率）： State of China 
鉱床  鉱種 ：Zn Pb 
埋蔵鉱量：300 万 t（金属量）  
品位  ：硫化鉱は 18%Zn,7％Pb,  酸化鉱は 7%Zn, 12%Pb 
鉱床タイプ ：ミシシッピーバレー型 
地質概要：鉱化作用は更に深部に続いているとされる。    
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：1951    

年 品位% 金属量 t 
1999 Zn 

Pb 
35,000* 
25,000 e 

2000 Zn 
Zn 
Pb 

24,300 
35,000* 
19,200 

2001 Pb 20,000 e 
Raw Materials Data August 2004 

*（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 

 
選鉱法 ：硫化鉱は浮遊選鉱で精鉱品位を 50％Zn, 62%Pb とし、酸化鉱は手選の
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後製錬に送られる。 
副産物等：Pb、硫酸、ゲルマニウム 
文献 
・ （財）国際鉱物資源開発協力協会 (2002.10)：平成 14 年度資源開発協力基礎調査 プ

ロジェクト選定調査報告書 中華人民共和国 
・ （社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 

・ Raw Materials Data August 2004 
・ 金属鉱業事業団(2002 年)：中華人民共和国 雲南省の資源開発環境 平成１４年１０

月 

 
8.15 China-ZnPb-錫鉄山 

国名／地域 ：China/青海省 
名前  ：錫鉄山(Xitieshan) 
位置  ：青海省 
会社名（権益比率）： 西部鉱業有限公司 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：1988    

年 品位% 金属量 t 
1999 Zn 

Pb 
49,000 

45,000 e 
2000 Zn 

Pb 
57,000 

50,000 e 
2001 Pb 53,800 

（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3） 

採鉱法 ：坑内掘り。 2000 年に新しい立坑が完成し粗鉱生産能力が百万 t/年に

増強された。 
選鉱法  ：亜鉛精鉱、鉛精鉱を生産 
副産物等：電気鉛、粗鉛 
文献 
・（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 
 

鉱山概要（操業鉱山）   記号 China-Zn-total  

生産量 （直近 5ヵ年）中国全体  生産開始年    

年 1999 2000 2001 2002 2003 
金属量 t Zn 1,476,000 1,780,000 1,693,000 1,624,000 1,687,000 

出典：有色金属工業協会 

文献 

・金属資源レポート 2004.05 Vol.34 No.1 特集号：世界の鉱業の趨勢 JOGMEC 
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8.16 China-Zn-水口山  

国名／地域 ：China/湖南省 
名前  ：水口山(Shuikoushan) 
位置  ：湖南省寧県、衡陽の南約 40Km の相江沿岸に位置する。 
緯度・経度 ： 
会社名（権益比率）： 水口山鉱公務局 
鉱床  鉱種 ：Zn  
埋蔵鉱量：1.9 百万 t    
品位  ：3.6% Zn, 3.3 %Pb 

（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 
鉱床タイプ ：交代鉱床 
地質概要：付近の地質は二畳紀の石灰岩、砂岩、泥質岩、三畳紀―ジュラ紀の浅海性－陸

成堆積岩、花崗岩質貫入岩、これらを覆う白亜紀の陸成赤色砂岩よりなる。鉱床は花崗

閃緑岩体の北側に沿う二畳紀石灰岩中に不規則パイプ状の交代鉱床として形成されてい

る。東西 1,000ｍの間に 18 鉱体が発見されている（1985 年現在）。鉱体の厚さは 1－30
ｍと変化に富み、。上下延長は 350ｍに達する。鉱石鉱物は閃亜鉛鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱が

主なものである。1986 年に発見された鉱体は上記鉱床の北北東約 3Km に位置し、二畳

紀石灰岩層の背斜部に胚胎する 2 枚の層状鉱床であるが付近に火成岩体は認められない。

珪化石灰岩に閃亜鉛鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱が鉱染したものとしている。 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：     

年 品位% 金属量 t 
1999 Zn 

Pb 
23,000* 
15,000 e 

2000 Zn 
Zn 
Pb 

20,500 
23,000* 
19,200 

2001 Pb 20,000 e 
Raw Materials Data August 2004 

*（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3） 
採鉱法  ：坑内掘り 
文献 
・（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 
・ Raw Materials Data August 2004 
・ 金属鉱業事業団（1985）：昭和 60 年度 地質解析委員会報告書 －世界の鉛・亜鉛鉱

床－ 

 
8.17 China-ZnPb-白音諾爾  

国名／地域 ：China/内蒙古自治区 
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名前  ：白音諾爾(Baiyinnour) 
位置  ：内蒙古自治区 
会社名（権益比率）： 

Hongfeng グループ(（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）) 
     あるいは 

State of China  (Raw Materials Data August 2004) 
鉱床  鉱種 ：Zn Pb  
埋蔵鉱量：32.5 百万 t    
品位  ：5.5% Zn, 2.2% Pb    （社）日本メタル経済研究所 （2002. 3） 
生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年：1979    

年 金属量 Zn t
1999 22,000* 
2000 12,800 

22,000* 
Raw Materials Data August 2004 

副産物等：Pb 
文献 
・（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 
・Raw Materials Data August 2004 
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9. 新規鉱山開発状況 

9.1 China-CuAu-Dongguashan 

国名／地域 ：China 
名前  ：Dongguashan 
会社名（権益比率）：State of China 
鉱床  鉱種 ：Cu  Au Ag 
埋蔵鉱量：資源量90 百万 t  
品位  ：1.00％Cu 
開発計画：2002 年 建設工程。2004 年開山。 

開発の概要 ：年間生産能力 36,000ｔCu 
開発費 ：US$204 百万 
採鉱法 ：OP  年間 3.00 百万 t 
選鉱法 ：浮遊選鉱 

備考 ：16 種類の金属が生産される予定。 
文献 

・ Raw Materials Data August 2004 
 
9.2 China-Cu-Fujiawu 

国名／地域 ：China 
名前  ：Fujiawu 
会社名（権益比率）：State of China 
鉱床  鉱種 ：Cu 
開発計画：2000 年 建設工程。 

開発費 ：US$97 百万 
採鉱法 ：OP 

文献 

・ Raw Materials Data August 2004 
 
9.3 China-CuNi-黄山 

国名／地域 ：China/新疆ウイグル自治区 
名前  ：黄山 
位置  ：新疆ウイグル自治区北部 
会社名（権益比率）： 
鉱床  鉱種 ：Cu Ni  
鉱床タイプ ：正岩漿性 
地質概要：石炭紀に貫入した塩基性―超塩基性複式岩体を母岩とする。29 の貫入岩体が延
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長 170Km,幅 15－20Km の帯状に分布する。 黄山岩体は鉄質塩基性―超塩基性岩

で長軸はほぼ東西に伸びており長さ 38Km,幅 0.45Km である。銅ニッケル鉱床の鉱化作

用は主に超塩基性岩層と斑レイ岩層の接触帯およびその付近の亀裂中に認められる。鉱

床は深さ 300ｍ以下に存在し、盆状を呈しており、600ｍｘ300－750ｍの規模である。

試錐孔（ZK118-7）で 23 層（深さ 416－713ｍ）の鉱床が見られ、累計の見かけ厚さは

299.38ｍで 1.39％Ni, 0.45%Cu, 0.08%Co の品位を示す。鉱化は鉱染状および塊状であ

る。鉱石鉱物は磁硫鉄鉱、硫鉄ニッケル鉱、輝コバルト鉱、紫硫ニッケル鉄鉱、黄銅鉱、

黄鉄鉱、などである。 
文献 

・ （財）国際鉱物資源開発協力協会（1999）：平成 10 年度資源開発協力基礎調査 プロ

ジェクト選定調査報告書 中華人民共和国 平成 11 年 1 月 

 
9.4 China-CuZn-阿舎勒（アシュレ） 

国名／地域 ：China/新疆ウイグル自治区 Aletai 地区   
名前  ：阿舎勒 (Ashle) 
位置  ：新疆ウイグル自治区  Aletai 地区。ウルムチ市の北方道路沿い 670Km

で Aletai 市に至り、さらに北西に道路沿い 200Km で Ashle に至る。標高

900ｍ。 
会社名（権益比率）：阿舎勒銅業株式有限公司 

中国地質鉱産総公司 44％、紫金鉱業公司 46％ 
鉱床  鉱種 ：Cu Zn Au Ag Ba    
埋蔵鉱量・品位： 

1）668,000t Cu  2.04%Cu, 0.99%Zn 
（社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －

銅鉱石、スクラップ及び銅地金の現状と予測― 

2）1,080,000t Cu 2.44％Cu, 0.99% Zn 
         麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の

現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 

3） 

 Cu Zn 硫化鉄鉱 Au Ag Pb 
鉱量 万 t 3,780 1,470 3,000   
金属量 t 920,000 410,000 22 1,287 56,000 
品位 ％ 2.43 2.79 24.0   

  （財）国際鉱物資源開発協力協会（1999） 

鉱床タイプ ：海成層火山岩型（火山性塊状硫化物鉱床。 黒鉱型鉱床） 
地質概要：鉱区はデボン紀―石炭紀の火山盆地に位置する。鉱床は中期デボン紀の海底火
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山活動に起因して生成された黒鉱型の鉱床である。火山岩は石英安山岩質（角礫）凝灰

岩、輝緑ひん岩、石英安山岩質斑岩などである。高品位部は火道内または火口付近に存

在する。鉱区内には 7 ヶ所の主要鉱化帯が存在し、阿舎勒鉱床はそのうちの一つである

長さ 1,000ｍ 幅 30－350ｍの第一鉱化帯に属す。鉱化帯は強い変質を受けており重晶

石・多金属鉱体とゴッサンが断続的に分布している。主鉱床は銅・亜鉛を主とし長さ 400
ｍあまり、傾斜深さは 800ｍを超える。鉱石鉱物は黄鉄鉱、黄銅鉱、閃亜鉛鉱、方鉛鉱、

輝銅鉱、斑銅鉱などである。阿舎勒鉱床の他にも有望な鉱化帯が存在しており、また周

辺に阿舎勒鉱床と類似の地質環境、鉱床生成環境があり新鉱体の発見の可能性が高いと

されている。 
発見の経緯 ：1986 年に発見された。 

開発の概要 ：2004 年に生産開始予定。 
生産能力； 

粗鉱処理量  3,000t/d,  
銅精鉱  92,000ｔ/y,  
銅   23,000t/y,  
亜鉛   11,000t/y  

開発費 ：7.89 億元(9,500 万 US$) 
採鉱法 ：坑内掘り 
副産物等 ：Ag Au  Ba  S 

文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  
・ JOGMEC (2004. 5)： 金属資源レポート 特集号：世界の鉱業の趨勢 Vol.34 No.1 
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 
・ （財）国際鉱物資源開発協力協会（1999）：平成 10 年度資源開発協力基礎調査 プロ

ジェクト選定調査報告書 中華人民共和国 平成 11 年 1 月 

 
9.5 China-CuZn-喇嘛蘇（ラマス） 

国名／地域 ： China/新疆ウイグル自治区 
名前  ：喇嘛蘇（ラマス）Lamasu 
位置  ：温泉県から南方、道路沿い 80Km. 標高 2,300ｍ。 
会社名（権益比率）：旧中国有色金属工業総公司新疆有色地質調査局 
埋蔵鉱量・品位：1、819 万 t 0.63％Cu  
  1,519,205ｔCu、371,309tZn、7,938tMo、コバルト 10,881ｔCo 
  とも予測している。 

（財）国際鉱物資源開発協力協会（1999） 
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鉱床タイプ ：スカルン型。層準規制熱水型。 
地質概要：原生代の蘇県系の変成岩（石灰岩、珪質岩、凝灰岩起源）と花崗斑岩、石英ひ

ん岩の貫入岩が分布し、鉱床はその境界部に胚胎する。78 個の銅鉱化体がある。鉱石鉱

物は黄銅鉱、黄鉄鉱、磁硫鉄鉱、閃亜鉛鉱を主とする。 
鉱化作用の年代：石炭紀前期（360Ma） 
文献 

・ （財）国際鉱物資源開発協力協会（1999）：平成 10 年度資源開発協力基礎調査 プロ

ジェクト選定調査報告書 中華人民共和国 平成 11 年 1 月 

 
9.6 China-Cu-烏奴各吐山 

国名／地域 ：China/  
名前  ：烏奴各吐山 (Wuluketushan) 
位置  ：内蒙古自治区 
緯度・経度 ：北緯 49 度 26 分 00 秒、東経 117 度 20 分 00 秒 
会社名（権益比率）：内蒙古鉱業公司 
鉱床  鉱種 ：   
埋蔵鉱量：埋蔵銅量 1,268,000t 
品位  ：0.36% Cu, 0.054% Mo 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  

 
9.7 China-Cu-玉龍 

国名／地域 ：China/チベット自治区  
名前  ：玉龍 (Yulong) 
位置  ：チベット自治区北東部の Changdu 地区 Jomda に位置する。海抜 4,560

ｍ。12ｋｍ離れたところに道路があるだけでその他のインフラは無い遠隔

地。 
会社名（権益比率）：チベット玉龍鉱業公司 
鉱床  鉱種 ： Cu   
埋蔵鉱量：銅量 6,500,000t 
品位  ：0.94% Cu 

（社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と

原料問題 －銅鉱石、スクラップ及び銅地金の現状と予測― 

 
鉱床タイプ ：ポーフィリーカッパー 
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地質概要：四川省西部よりチベット自治区東部にかけてのポーフィリーカッパー鉱床群の

一つである。鉱床地域には砂岩、頁岩、石灰岩、苦灰質石灰岩からなる三畳系上部層と、

これに貫入する古第三紀花崗斑岩類(38-48Ma)が分布している。変質作用は累帯配列を

なし、貫入岩体の中心部は石英―カリウム長石帯で外側に黒雲母―カリウム長石帯が存

在し、後期の石英―絹雲母化、粘土化作用の重複変質を受けている。貫入岩の接触部に

はホルンフェルス化が認められ、被貫入岩が石灰質岩の場合、スカルン化されている。

鉱化作用は貫入岩体の上部に鉱染状、網状に認められ、一部に接触交代型塊状鉱体を伴

っている。主要鉱石鉱物は黄銅鉱、黄鉄鉱、輝水鉛鉱である。 
開発計画：政府は 2005 年には開発したいとしている。 

開発の概要 ：生産能力；粗鉱処理 7,000t/d 
生産量；粗鉱処理 50 万 t/y  生産銅量 20,000t/y 

開発費 ：11.66 億元 （1.6 億＄） 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  
・ （財）国際鉱物資源開発協力協会 (2002.10)：平成 14 年度資源開発協力基礎調査 プ

ロジェクト選定調査報告書 中華人民共和国 
・ 石原舜三 (1982. 7)： 中国の鉱物資源 2、 ポーフィリー型銅、モリブデン鉱床 地

質ニュース No.335 

 
9.8 China-Cu-紫金山 

国名／地域 ：China/福建省  
名前  ：紫金山 (Zijinshan) 
位置  ：福建省 
会社名（権益比率）：紫金鉱業公司 
埋蔵鉱量： 
1）銅量 1,290,000ｔ 1.02% Cu, 0.13g/t Au  

（社）日本メタル経済研究所（2003．6） 
2）推定鉱量 （1997 年）356 百万 t、 N.A.%Cu  Cut off 0.3%Cu 
   推定資源量（1997 年）141 百万 t、 N.A.g/tAu Cut off 0.3g/tAu 

       Infomine 
鉱床タイプ ： 
地質概要：石英安山岩および石英安山岩斑岩に細粒の花崗岩が貫入している。鉱化は角礫

脈、破砕された角礫及び網目状脈に起こっている。絹雲母化、粘土化、珪化変質が広く

認められる。銅鉱化帯の上にゴールドキャップとして金の鉱化帯が存在する。 
開発の概要 ：2005 年までに 20,000t/y 規模の生産が予定されている。 



- 46 - 中国 

2000 年にバイオ・ヒープリーチングと 300t/d の SX-EW パイロット

プラントを建設し、2002 年には新たに 1,000t/d 規模のパイロットプラン

トを増設するなど実現に向け着実に前進している。 
選鉱法 ：SX-EW 

備考  ：中国では生産コストを下げるため SX-EW による銅生産に力を注いで

いるようである。その代表例がこの紫金山である。 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  
・ http：//www.infomine.com 

 
9.9 China-Cu-城門山 

国名／地域 ：China/江西省 
名前  ：城門山 (Chengmenshan) 
位置  ：江西省 
会社名（権益比率）：江西銅業公司  
鉱床  鉱種 ：Cu   
埋蔵鉱量・品位： 

1)935,000t Cu  0.76%Cu 
（社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原

料問題 －銅鉱石、スクラップ及び銅地金の現状と予測―  

2)1,720,000ｔ Cu 0.76% Cu 
麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と

展望 （社）日本メタル経済研究所 

鉱床タイプ ：ポーフィリー型 
地質概要：鉱床付近には 下位のシルル紀石英質砂岩層を覆って上部デボン系（石英質砂

岩と礫岩の互層）が分布する。その上位に厚さ 20 数ｍの含銅黄鉄鉱鉱床が層状に発達

する（図 6）。鉱体の上盤側は角礫岩、破砕帯、石灰岩よりなる。これらにジュラ紀の花

崗閃緑斑岩が不規則な形で貫入し、更に白亜紀（103－120Ma）の石英斑岩の貫入を受

けている。これにより石灰質岩はスカルン化されている。銅品位は層状鉱体で も高く、

角礫岩と斑岩中の鉱床がこれについでいる。変質はカリ長石・石英、絹雲母変質のゾー

ニングが認められる。鉱石鉱物は磁鉄鉱、黄銅鉱、輝水鉛鉱、閃亜鉛鉱である。成因に

ついては諸説あるようだが、石原（1982）は斑岩による初生層状鉱床への銅富化作用が

も妥当な解釈に思えるとしている。 

 
開発計画：2 年以内に外国企業と連携して開発予定（2002 年現在） 
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開発の概要：生産能力；粗鉱処理量 12,000t/d,  
銅生産量    36,000t/y    SX-EW 5,000t/y  

開発費 ：15.8 億元 
採鉱法 ：湖の下に位置するという問題がある。 
選鉱法  ：鉱物組成の関係で非常に選鉱しづらい。酸化鉱も多く SX-EW にての

処理を検討している。 

 
文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  
・ 石原舜三 (1982. 7)： 中国の鉱物資源 2、 ポーフィリー型銅、モリブデン鉱床 地

質ニュース No.335 
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 

 
9.10 China-Cu-冬瓜山 

国名／地域 ：China/  
名前  ：冬瓜山(Dongguashan) 
位置  ：安徽省銅陵市 
会社名（権益比率）：銅陵有色金属公司 
埋蔵鉱量：銅量 940,000ｔ 
品位  ：1.01％Cu 
地質概要：銅陵有色金属公司傘下の獅子山銅鉱床(Shizishan)の深部にあり、鉱床の深さは

1,000ｍに達する。     
鉱化作用の年代： 
発見の経緯 ： 
開発計画：2003 年生産開始予定（2002 年現在） 

開発の概要 ：生産能力；粗鉱処理 10,000t/d  銅生産量 34,000t/y  
開発費 ：16.2 億元 （1.958 億$） 
採鉱法 ：中国初の地下 1,000ｍの坑内掘り 

文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 

 
9.11 China-Cu-東川 

国名／地域 ：China/  
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名前  ：東川 
位置  ：雲南省 
会社名（権益比率）：雲南銅業公司 
鉱床  鉱種 ：Cu   
埋蔵鉱量：銅量 1,160,000t  
開発計画：開発時期未定。 

開発の概要 ：生産能力；銅生産量 3,700t/y 
開発費 ：2.04 億元 

・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  

 
9.12 China-Cu-東天山 

国名／地域 ：China/新疆ウイグル自治区  
名前  ：東天山 (Tong Tianshan) 
位置  ：新疆ウイグル自治区東天山地域哈蜜市の南西 80ｋｍ。 モンゴルの国

境から南西に約 250ｋｍ。  
鉱床  鉱種 ：Cu  
埋蔵鉱量：銅量 10 百万トン 
品位  ：平均品位 0.5～0.7% Cu、金・銀・モリブデンを随伴する。 
鉱床タイプ ：ポーフィリーカッパー 
地質概要：いくつかの鉱体から形成されている。それぞれの鉱体は長さ 800ｍ～1400ｍ、

幅 50～200ｍ、厚さは 300～500ｍに達する。平均品位 0.5～0.7% Cu、金・銀・モ

リブデンを随伴する。深部および周辺部への広がりが期待され大幅な鉱量の増加が

見込まれる。    
鉱化作用の年代： 

開発の概要 ：酸化鉱は SX-EW で 2004 年から生産、硫化鉱は 3－5 年かけて探鉱す

る予定。       
選鉱法 ：とりあえず SX-EW 

文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 

 
9.13 China-Cu-徳欽羊拉 

国名／地域 ：China/雲南省 
名前  ：徳欽羊拉 (Deqin Yangla) 



- 49 - 中国 

位置  ：雲南省 
緯度・経度 ：北緯 28 度 52 分 47 秒、東経 94 度 34 分 42 秒 
会社名（権益比率）：雲南地質勘探局 
鉱床  鉱種 ：Cu 
埋蔵鉱量：銅量 390,000t 
品位  ：1.01% Cu 

開発の概要：1993 年 雲南地質勘探局により鉱床評価終了。 
2001 年 西部開発のための重要プロジェクトとして認定される。 

文献 
・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  

 
9.14 China-Cu-巴音布魯克（バイインブルック） 

国名／地域 ：China/新疆ウイグル自治区、Bayinbuluk  
名前  ：巴音布魯克（バイインブルック） 
位置  ：新疆ウイグル自治区、Bayinbuluk 部落の東方。 

標高 2,600－3200ｍ。 
会社名（権益比率）：旧中国有色金属工業総公司新疆金匯地質鉱業有限責任公司。 
鉱床  鉱種 ：Cu 
埋蔵鉱量：103 万 t（金属量？） 
品位  ：3.4％Cu 
鉱床タイプ ：熱水交代・鉱染型。 
地質概要：シルル系の玄武岩・安山岩・同質凝灰岩とバリスカン(ヘルシニアン)期に貫入

した花崗岩類が分布し、鉱床は EW 系の断裂構造に規制されて、延長 12Km の鉱化

帯中に 6 鉱体が断続的に分布している。 
鉱化作用の年代：ヘルシニア期（デボン－ペルム紀） 
発見の経緯 ： 
開発計画： 

開発の概要：地方政府の許可を受けて、郷鎮企業が上部鉱床を対象に採掘し売却してい

る。       
文献 
（財）国際鉱物資源開発協力協会（1999）：平成 10 年度資源開発協力基礎調査 プロジ

ェクト選定調査報告書 中華人民共和国 平成 11 年 1 月 

 
9.15 China-Cu-賽什塘 

国名／地域 ：China/青海省海南チベット族冶州興海県  
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名前  ：賽什塘(Saishitang Mine) 
位置  ：青海省海南チベット族冶州興海県の海抜 4,000ｍに位置する。鉱床ま

での道路及び水源はあるが、その他のインフラは無い。鉄道までは 280ｋ
ｍの距離がある。 

会社名（権益比率）：青海西部鉱業有色責任公司が支配権を持つ。 
青海省金星鉱業基金有限責任公司と海南州経済技術協力公司が株式参

入している。 
鉱床  鉱種 ：Cu   
埋蔵鉱量：銅量 50.4 万 t 
品位  ：1.25% Cu, 0.24g/t Au, 31.47g/t Ag 
開発計画：2004 年開山予定 

開発の概要： 
生産能力；粗鉱処理 1,700t/d, 銅生産量 6,800t/y 
生 産 量；銅精鉱中 銅量 6,580ｔ/y, 金 33kg/y, 銀 4,377t/y 

開発費 ：2.36 億元 （27.5 百万 US＄） 
採鉱法 ：50 万 t/y 空洞掘採掘（Open stoping ?） 
選鉱法 ：優先浮遊選鉱。 SX-EW も検討している。 

・ （社）日本メタル経済研究所（2003．6）：躍進する中国銅産業と原料問題 －銅鉱石、

スクラップ及び銅地金の現状と予測―  
・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研究所 

 
9.16 China-PbZn-可可塔勒（カカタレ） 

国名／地域 ：China/新疆アルタイ市の南東 
名前  ：可可塔勒（カカタレ） 
位置  ：新疆アルタイ市の南東、直線距離約 95Km. 
会社名（権益比率）：旧中国有色金属工業総公司新疆有色地質勘査局 
鉱種  ： Pb Zn 
埋蔵鉱量： 60 百万 t 
品位  ： 4.5－4.82％ Pb+Zn 
鉱床タイプ ：火山性塊状硫化物鉱床。黒鉱型鉱床。 
地質概要：デボン系の変凝灰岩、凝灰質砂岩、黒雲母―石英片岩、石灰質砂岩、炭酸塩岩

を母岩とする。石英斑岩が貫入している。鉱体は層状、レンズ状で母岩と整合して産す

る。16 の鉱体があり、そのうち 11 号鉱体は長さ 1,260m 深さ延長 40～300ｍを示す。

その他の鉱体は長さ数 10m から数 100ｍ、厚さ 1－39ｍである。深部に富鉱帯が存在し

ているが、詳細深部探査はまだ行われていない。鉱石鉱物は方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、

磁硫鉄鉱などである。 
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開発の概要：地方政府の許可を受けて、郷鎮起業が上部鉱床を対象に採掘斜坑 2 坑を掘削

中（1999 年現在）。 
文献 

・ （財）国際鉱物資源開発協力協会（1999）：平成 10 年度資源開発協力基礎調査 プロ

ジェクト選定調査報告書 中華人民共和国 平成 11 年 1 月 

 
9.17 China-PbZn-新疆ウイグル 

国名／地域 ：China/新疆ウイグル自治区北部 
鉱床名  ：鉛亜鉛鉱床が広範に分布しており、下記の鉱床のほか多くの

鉱徴地が知られている。 
花牛山鉱床   スカルン Ag 
霍什布拉克（フオシブラク） 層準規制熱水性 Cu Cd Ag Co 
坎嶺（カンリン）  層準規制熱水性 Cu Ag Ge Cd 
阿巴宮（アバゴン）  海成層火山岩型 Cu Ag 
可可塔勒（カカタレ）  火山沈積（堆積）型  
鉄木尓特（テムールト） 火山沈積（堆積）型 

克因布拉克（クインブラク） 火山沈積（堆積）型 Cu Ag 
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10. 探査状況 

内蒙古自治区には、比較的狭い範囲に鉱床が集中しており、資源ポテンシャルは高い地

域と考えられる。その一方で、白雲鄂博レアアース鉱山を除いて大規模な鉱山開発は見ら

れない。これは、60～70 年代にかけて大規模な調査が行われてから、あまり調査が行われ

ていないことや、探鉱を行った組織が複数あり、一貫した調査が行われていないことが原

因と考えられる。従って、同自治区における探査余地は多く残されていると考えられ、実

際 近になって西端の北山地域で斑岩銅鉱床が発見されている。 

Jogmec カレントトピックス 2002 年 中国内蒙古自治区の鉱業事情 

InfoMine データベースから抽出した主な探査中のプロジェクトは以下の通りである。 

プロジェクト名 鉱種 会社名 

BOKA Au SOUTHWESTERN RESOURCES CORP. 
BYC Au MINCO MINING & METALS CORPORATION 
CHANGKENG-FUWAN Au CHINA NATIONAL AU CORP 
DASHUI Au SILK ROAD RESOURCES LTD. 
DULONG Sn, Zn INTERNATIONAL BARYTEX RESOURCES LTD 
GOBI AU-ZHYULAZHAGA Au MINCO MINING & METALS CORPORATION 
GONGGUO  BRIGHT STAR VENTURES LTD. 
HUIXIAN Cu, Au SHANDONG ZOUPING HUIXIAN COPPER AND 

METAL MINE 
JBS Cu, NI, PGE GOVERNMENT OF CHINA 
MAOLING Au MUNDORO MINING INC. 
NANENG Au CARLIN AU CORPORATION 
NIBAO Au AUEN CHINA RESOURCES INC. 
SAWAYAERDUN  Au MAJESTIC AU CORP. 
TANJIANSHAN Au AFCAN MINING CORPORATION 
TONGCHANG Au SKN RESOURCES LTD. 
XIETONGMEN Cu, Au CONTINENTAL MINERALS CORPORATION 
YANG WEN CHONG Au PINNACLE MINES LTD. 
YANGSHAN Au MINCO MINING & METALS CORPORATION 
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11. 製錬所概要 

11.1 China-Cu-Baiyin(白銀)  

国名／地域  ：China/甘粛省（Gansu Province）  

名前   ：Baiyin(白銀) Copper Smelter /Refinery  

位置   ：甘粛省 白銀市 

会社名（権益比率）：白銀有色金属公司, State of China 

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年  1960 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 31.9 33.2 

2000 55.0 e 52.9 

2001 64.0 e 64.0 

2002 -- 60.2 

2003 -- 62.0 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

 

製錬方法 ： 

 溶錬：白銀炉（平炉に酸素付加装置を加えたものと思われる。）  

精錬：ELR  

環境問題等  ：亜硫酸ガスの環境汚染問題あり。 

備 考 ：中国銅業誌他有色金属工業協会によると、2004 年の白銀有色金属公司のカソー

ド生産量は 6.7 万 tで、年度計画の 7.25 万 tの 92.4%となったが、前年度に比べ 13.8%

増加したと報じた。また、2005 年はカソード 7.7 万 tを生産する計画としている。同公

司では、自山鉱による銅精鉱生産は 1万 t/年程度であるため、不足分は周辺地区からの

調達と輸入に依存している。安泰科によると、同公司は現在オーストラリアの Titan 

Resources 社と白銀有色金属公司と合資企業の設置について協議が進められており、両

者の合意はほぼ達したとしている。合資企業が中国西部にある低品位銅鉱山(注)におい

て Titan Resources 社のバクテリアリーチングプロセスを用い、約 50万 tの銅を生産す

る事業を進めるとしている。双方は本合資企業の株式を 50%ずつ所有するとしている。

ただ、本プロジェクトの F/S 調査を展開するとしているものの、現時点では具体的な生

産開始スケジュールは組まれていないとのこと。 

(注) 対象鉱山は現時点では未公開 

JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-06,  2 月 16 日 
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11.2 China-Cu-Daye（大冶）  

国名／地域  ：China/湖北省 

名前   ：Daye（大冶）Copper Smelter/Refinery 

位置   ：湖北省 黄石市 (Laoxialu, Huangshi, Hubei) 

会社名（権益比率）：大冶有色金属公司, State of China 

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 108.0 16.0 

2000 100.0 e 62.3 

2001 104.0 e 104.2 

2002 -- 122.3 

2003 -- 118.9 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

溶錬 ：Noranda、反射炉  

精錬 ：ELR  

環境問題等  ：反射炉は亜硫酸ガスの問題があり、停止することも検討中である。

（2002 年） 

 

11.3 China-Cu-Guixi（貴渓） 

国名／地域  ：China/江西省  

名前   ：Guixi（貴渓）、Jiang x i Copper Smelter/Refinery 

位置   ：江西省, 貴渓市 （Guixi, Jiangxi） 

会社名（権益比率）： 江西銅業集団公司 (麻植邦敏（2002．3）) 

   State of China,  Silver Grant 

主要生産金属  ：Cu  

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年  1985 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 161.5 198.8 

2000 225.0 e 194.2 

2001 225.0 e 226.3 

2002 -- 231.6 
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2003 -- 343.1 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

溶錬 ：自溶炉 

精錬 ：ELR 

備 考 ：地元業界紙及び安泰科によると、中国 大の銅生産企業である江西銅業集団公

司は、この程保有する銅鉱山に対する拡張と改善を重視した投資を行い、自前の金属原

料を増やし、銅、金、銀の生産能力を高め、金属生産量を増加させるとしている。 

 

2004 年 9月、江西省発展・改革委員会から(●発改工字｢2004｣953 号)が交付され、これ

によって同公司の銅生産の拡張及び資源の総合的利用のための施設建設に関するプロジェ

クトが承認され、実行に移される模様。具体的には同集団公司が保有する武山銅鉱山、永

平銅鉱山の拡張工事、貴渓製錬所におけるスクラップからの銅回収施設の建設を併せて、4

億 6千万元余りが新規に投資される見通しであるとしている。これによって、同公司の原

料の自給率を 3%アップさせることになる。ちなみに同公司の年間銅生産量は 40万 tであ

る。 

●＝左に「章」、右上に「夂」、右下に「貢」  

 

江西銅業株式有限公司の幹部によると、2004 年のカソード生産は当初計画では 40 万ト

ンとしていたが、現時点での予測では対前年比 22%の増加の 42 万トンとなるとしている

(2003 年の生産量は 34.3 万トン)。また、江西銅業傘下の貴渓製錬所は、2005 年 11 月より

設備の点検及びグレード・アップを行うため、2005 年生産量は 2004 年とほぼ同じ生産量

となる見込みという。そのため、2004 年は海外からの銅精鉱輸入量は 34.6 万トンであっ

たが、2005 年度には 32 万トンに縮小する計画という。現在の江西銅業公司の生産能力は

45 万トン。 

・ JOGMEC (2004) ： ニュースフラッシュ No.04-44,  11 月 25 日 

・ JOGMEC (2004) ： ニュースフラッシュ No.04-40,  10 月 27 日 

 

11.4 China-Cu-Huludao（葫盧島）  

国名／地域  ：China/遼寧省  

名前   ：Huludao（葫盧島）Zinc Refinery  

位置   ：遼寧省、錦西市（Longgang District, Huludao, Liaoning） 

会社名（権益比率）： 葫盧島亜鉛廠、 State of China 

主要生産金属  ：Cu  

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年 
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生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 43.3 45.0 

2000 50.0 e 50.0 

2001 60.0 e 59.2 

2002 -- 54.3 

2003 -- 50.2 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

溶錬 ：溶鉱炉 

精錬 ：ELR  

副産物  ：Zn  

環境問題等  ：環境規制が厳しくなり、廃ガス、廃水対策を実施している。 

・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研

究所 

 

11.5 China-Cu-Jinlong（金隆）  

国名／地域  ：China/安徽省 

名前   ：Jinlong（金隆） Copper Smelter/Refinery  

位置   ：安徽省、銅陵市  

会社名（権益比率）： 銅陵有色金属公司 57.36% 

住友金属鉱山   20.95% 

住友商事    7.86% 

伊藤忠     6.12% 

香港金光国際有限公司   4.04% 

平果鋁業公司    3.67%  

主要生産金属  ：Cu  

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年  1997 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 -- (100.0) e* 

2000  (110.0) e* 

銅陵 Copper Smelter/Refinery の生産量に含まれて計上されている。 

*銅陵 Copper Smelter/Refinery の精錬生産量。 

製錬方法 ： 
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溶錬 ：自溶炉 

精錬 ：ELR  

備 考 ：安泰科によると、金隆銅製錬所は 2004 年 4月より着手している銅製錬能力拡張

工事に関し、現状では 2005 年 8月に完了する見通しであるとしている。これは現在、カ

ソードの年間生産能力 15万 tを 21 万 tに拡張するもので、当初の計画では 2006 年まで

の完成を考えていたが、その後 2005 年 6月頃には完了する見込みと報じていた。金隆製

錬所の生産計画にとって、銅の輸入精鉱確保はカソード生産の重要な鍵となっている。

金隆製錬所の輸入銅精鉱は、2003 年初頭では T/C、R/C は 12$/t、1.2¢/lb でしかなく、

また2004年の第1四半期では25$/t、2.5¢/lbでしかなかったが、 近では67$/t、6.7¢/lb

となり、急激に条件が改善されてきていることから、拡張工事を急いでいる。なお、2004

年の生産計画は 15.5 万 t、2005 年は 18 万 tを計画している。なお、同製錬所は、投資

総額は 429 百万元(US$51.8 百万)で、その内 38.9 百万元が硫酸回収システムの近代化に

当てる。今回の拡張工事はカソードの生産能力アップのみならず、排煙の環境対応向上

にも資するとしている。金隆公司は 1992 年に設立、1997 年に 10 万 tの能力で銅製錬を

開始し、2002 年には 15 万 tに生産能力を引き上げた。さらに、年間 50万 tの硫酸の生

産と金、銀及び副産物も回収している。 

 

文献： 

・ JOGMEC (2004) ： ニュースフラッシュ No.04-31,  8 月 26 日 

・ JOGMEC (2004) ： ニュースフラッシュ No.04-25,   7 月 15 日 

 

11.6 China-Cu-Luoyang（洛陽）  

国名／地域  ：China/河南省 (Heilongjang) 

名前   ：Luoyang（洛陽）Copper Fabrication Plant 

位置   ：河南省, 洛陽市 (Luoyang, Henan) 

会社名（権益比率）：洛陽銅加工集団有限責任公司 

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999  55.0 e 

2000  25.0 

2001  35.1 

2002  24.5 

2003  25.8 
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  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

精錬 ：ELR  

 

11.7 China-CuNi-Jinchuan（金川）  

国名／地域  ：China/甘粛省 (Gansu Province)  

名前   ：Jinchuan（金川）Copper Smelter/Refinery  

位置   ：甘粛省 金川市（Jinchuan City） 

会社名（権益比率）：金川集団有限公司 

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 Cu 精錬 Ni 

1999 -- -- 37.8 

2000 -- 20.0 42.9 

2001 -- 44.9 43.8 

2002 -- 68.0 50.0 

2003 -- 102.8 60.6 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

溶錬 ：電気炉 

精錬 ：ELR 

副産物 ： Co 

備 考  ：11月24日より中国海南島で開かれたニッケル、コバルトのセミナー(有

色金属鉱業協会主催、国際ニッケル研究会、コバルト開発協会等が協賛、金川集団、吉

林ニッケル工業公司、INCO 他がスポンサー)において、安泰科のプレゼンテーションで

は中国国内、特に金川銅－ニッケル鉱床周辺でのニッケル原料の増加には否定的である

ものの、海外企業との原料調達交渉が功を奏し、金川有色金属集団のニッケル原料手当

は当分の間は問題なく、ここ数年は生産量を増加させるとの推測を示した。その理由と

して、金川集団と豪州企業、スペイン企業との提携が挙げられる。2004 年 4月から Sally 

Malay 社から 6,000 トンのニッケル精鉱を確保、また 2005～2009 年の間、WMC 社から 12

万トンのニッケルマットを確保、他に 3年契約で Fox Resource の Radio Hill からニッ

ケル鉱石 30,000 トン(金属量)を調達することが決まっており、また、2004 年第 2四半

期よりスペインのRio NaceaからNi-Co-PGM精鉱10,000万トン(金属量)が確保できると

して材料確保はほぼ出来ているという。 
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中国銅業誌他有色金属工業協会によると、金川集団公司の 2004 年のカソード生産量は

13.16 万 tを達成し、年度計画の 108%となり、アノードの生産量は 15.49 万 tで、年度計

画の 101%となった。また、主要生産品であるニッケル生産量は 7.06 万 tとなり、同公司

の 2004 年の生産計画は全てクリアーしたと報じた。なお、年間販売収入は 150 億元で、当

初の年度計画の 185%となった。 

 同公司は 2005 年 1月 26 日にカソード生産能力 8万 tの設備が完成し、同社のカソード

生産能力は 21万 tに達する見込みとなった。同公司は 2005 年のカソード生産計画を 17

万 tとし、ニッケル、コバルト（4,500t）を併せた金属生産総量を 25万 tとするとしてい

る。 

 

安泰科他現地業界紙によれば、1月 25 日午前、金川集団有限公司が進めていた新規の年

産 8万 t銅電解工場が正式に稼動した。これにより、同公司のカソード生産能力は 17万 t

となる。同公司の新規銅電解工場建設は 2003 年金川集団公司の重点プロジェクトの一つと

して位置付けられたもので、総額 1.6 億元を投じて建設したもの。2003 年 4月より工事を

開始し、約 21 か月かけて 2005 年 1月 3日に竣工した。新しい銅電解工場は南昌有色設計

院が設計したもので、中国国内で 大の大型電解槽が用いられるという。ちなみに電解工

場の建家の長さは 180m、幅 33m。 

・ JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-06,  2 月 16 日 

・ JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-01,  1 月 12 日 

・ JOGMEC (2004) ： ニュースフラッシュ No.04-44,  11 月 25 日 

・ JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-16,   3 月 16 日 

 
11.8 China-Cu-Ningbo   
国名／地域  ：China/Zhejiang 
名前   ：Ningbo Copper Refinery 
位置   ：Zhejiang  
会社名（権益比率）：Ningbo Jintian 
主要生産金属  ：Cu 
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

2000  17.7 

2001  15.1 

2002  19.7 
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2003  26.8 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 
 
・Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 
 

11.9 China-Cu-Shanghai Dachang（上海 大昌）  

国名／地域  ：China/Guangxi,上海市  

名前   ：Shanghai Dachang（上海 大昌）Copper Refinery  

位置   ：上海市 

会社名（権益比率）：上海大昌銅業有限公司  

主要生産金属  ：Cu  

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

2001  46.9 

2002  52.6 

2003  53.4 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

 

製錬方法 ： 

精錬 ：ELR  

 

11.10 China-Cu-Shanghai（上海）  

国名／地域  ：China/上海市  

名前   ：Shanghai（上海）Copper Refinery  

位置   ：上海市(Hejian Road, Shanghai) 

会社名（権益比率）：上海有色金属（集団）有限公司 

（Shanghai Non-ferrous Metals Group Co.Ltd.） 

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999  70.0 e 

2000  70.0 e 

2001  46.6 
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2002  50.0 

2003  50.9 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

精錬 ：ELR  

 

11.11 China-Cu-Tianjin(天津)   

国名／地域  ：China/天津市 (Tianjin) 

名前   ：Tianjin(天津) Copper Refinery  

位置  ：天津市 (Dabizhuang Industrial Zone, Dongli District, Tianjin) 

会社名（権益比率）：中国有色金属工業再生資源公司  

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

2000  26.2 

2001  26.9 

2002  28.1 

2003  28.6 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

精錬 ：ELR  

 

11.12 China-Cu-Tongling（銅陵）  

国名／地域  ：China/安徽省 (Anhui) 

名前   ：Tongling（銅陵）Copper Smelter/Refineries 

位置   ：安徽省, 銅陵市 (Tongling, Anhui Province) 

会社名（権益比率）：銅陵有色金属集団公司、State of China 

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年  1953 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 197.5 193.8 

2000 210.0 e 214.2 

2001 240.0 e 242.6 
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2002 -- 307.0 

2003 -- 337.3 

Jinlong(金隆)Copper Refinery の生産量を含む。 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

溶錬 ：溶鉱炉、AUS  

精錬 ：ELR  

備 考 ：中国銅業誌他有色金属工業協会によると、銅陵有色集団公司韋江宏総経理は党

委への業務報告の中で、同集団公司の 2005 年度目標について報告した。その内容は、2005

年銅陵有色集団公司の自山鉱の銅精鉱生産量を 3.2 万 t(金属量)以上とし、カソード生

産量は合計で 40万 tを超える計画。特に、傘下の銅都銅業公司はカソード 23万 t を生

産する計画としている。同時に、銅都銅業公司は国内鉱調達を 6.5 万 t、海外鉱調達 19

万 tを計画している。2004 年銅都銅業公司は自山鉱 2.4 万 t、電解銅 36.5 万 t、硫酸 77.5

万 t、鉄精鉱 58 万 t、金 4.5t、銀 80t を生産し、工業生産額は初めて 100 億元の大台を

突破し、110 億元となった(2003 年に比べ 58.9%増)。販売収入は 130 億元を達成し(対前

年比 39.5%の増)、銅陵有色集団公司の“第 10次 5 か年計画”に定めた各項目目標を 1

年繰り上げて達成した。 

・ 麻植邦敏（2002．3）：中国銅鉱業、精錬の現状と展望 （社）日本メタル経済研

究所 

・ JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-06,  2 月 16 日 

 

11.13 China-Cu-Wuhu（蕪湖）  

国名／地域  ：China/安徽省 (Anhui) 

名前   ：Wuhu（蕪湖）Anhui Copper Refinery  

位置   ：安徽省, 蕪湖 (Wuhu City, Anhui Province) 

会社名（権益比率）： 蕪湖恒金銅業集団有限公司  

主要生産金属  ：Cu  

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

精錬 

1999 45.0 e 

2000 46.4 

2001 37.2 

2002 45.1 

2003 35.8 
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  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

精錬 ：ELR  

 

11.14 China-Cu-Yantai（烟台）   

国名／地域  ：China/山東省 （Tianjin） 

名前   ：Yantai（烟台）Copper Smelter/Refinery    

位置   ：山東省, 烟台市 

会社名（権益比率）：  

烟台集団公司  46%  

香港オリエンタル 42%  

海南金利  12%  

主要生産金属 ：Cu  

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

2002 -- 33.0 

2003 -- 49.4 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

溶錬能力は 30,000t/y (2002 年) 

製錬方法 ： 

溶錬 ：溶鉱炉 

精錬 ：ELR  

 

11.15 China-Cu-Yunnan（雲南）  

国名／地域  ：China/雲南省 

名前   ：Yunnan（雲南）Copper Smelter/Refinery  

位置   ：雲南省、昆明市 (Wangjiaqiao, Xishan, Kunming) 

会社名（権益比率）：雲南銅業（集団）有限公司, State of China 

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 115.6 122.4 

2000 148.0 151.6 
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2001 170.0 e 171.3 

2002 -- 186.1 

2003 -- 187.1 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 ： 

溶錬 ：ISA、電気炉  

精錬 ：ELR  

 

備考  ：中国銅業誌他有色金属工業協会からの情報によると、雲南銅業集団公

司の 2004 年カソード生産量は 223,395t となり、年間計画の 21万 tを達成した。アノー

ド生産量は 210,672t で、年度計画の 77%に留まった。銅鉱石(自山鉱及び輸入鉱)からの

アノード生産量は 172,056t で、年度計画の 168,000t を達成した。硫酸は 588,037t を産

出し、年度計画の 530,000t を達成し 111%となった。 

 雲南銅業集団公司の鄒韶禄董事長によると、雲南銅業集団公司は“2005 は跨る年”を

目標に挙げ、2005 年の同公司の生産計画を、自山鉱による銅生産量 7.2 万 tから 8.5 万

t に、電解銅生産量 22万 t から 30 万 t に引き上げるとし、販売収入は 65億元から 75

億元以上に、税込み利益を 5億元から 6億元以上にそれぞれ前年の実績を大きく引き上

げた計画を示した。 

・ JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-06,  2 月 16 日 

 

11.16 China-Cu-Zhongtioshan（中条山）  

国名／地域  ：China/山西省 （Liaoning） 

名前   ：Zhongtioshan（中条山）Copper Smelter/Refinery  

位置   ：山西省, 垣曲県 (Yuangu, Shanxi) 

会社名（権益比率）：山西中条山有色金属集団有限公司, State of China 

主要生産金属  ：Cu 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年  1970 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 29.5 14.5 

2000 -- 20.4 

2001 -- 22.8 

2002 -- 20.3 

2003 -- 24.4 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 
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製錬方法 ： 

溶錬 ：溶鉱炉、 AUS  

精錬 ：ELR  

備 考 ：中国銅業誌他有色金属工業協会によると、2004 年、中条山有色集団公司の販売

収入は 16億元を達成し、カソード生産量は 25,896t で、年度計画の 108%となり、対前

年同期比11.8%増加した。アノード生産量は30,894tで、年度計画47,970tの64%となり、

対前年同期比 53.9%減少した。これは、年初に銅精鉱調達が出来ず、また侯馬製錬所に

対するプロセス改善・点検による操業停止が原因となった。同公司の銅線・銅材、セメ

ントなど産品についても年度計画をクリアした。 

・ JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-06,  2 月 16 日 

 

11.17 China-Pb-Yuguan(豫光) 

国名／地域 ：China/ 

名前  ：Yuguan(豫光) 

位置  ： 

緯度・経度 ： 

会社名（権益比率）：河南豫光金・鉛集団株式有限公司 

主要生産金属 ：Pb 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年：     

 2005 年後半から本格運転に入り年間 10 万 tの電気亜鉛を生産する。 

製錬方法：焙焼炉, 電解 

備 考 ：安泰科ほか現地業界誌等によれば、河南豫光金・鉛集団株式有限公司の生産能

力10万トンの亜鉛焙焼炉が完成し、2004年 12月 29日より試運転を開始したと報じた。

電解設備完成と共に第 1期電気亜鉛生産設備が完成したこととなる。 

 豫光株式集団公司は、2003 年より河南省政府と済源市政府の重点建設プロジェクトと

して 30万トン/年の亜鉛生産計画が認められ、まず第 1期で 8.6 億元を投資し 10万トン

/年の電気亜鉛生産設備を建設すると共に、2.5 億元をかけて 5万キロワットの発電設備

を同時に建設していた。今後、全てのプロジェクト完成後には、亜鉛の生産能力が 30

万トンとなり、国内の鉛・亜鉛業界の主翼を担うこととなる。 

 しかし、第 1期の 10 万トン/年の電気亜鉛プロジェクトは、2005 年の 4月または 5月

にフル生産に入る見込みであると当初報道されていたが、豫光株式集団公司は安泰科に

訂正を求め、電気亜鉛生産ラインの本格運転は 2005 年後半になるとのこと。その理由と

して、亜鉛精鉱の手当の見込みが出来ていないためとしている。 

 なお、豫光株式集団公司は、鉛生産では中国 大企業であり、電気鉛生産能力は 20

万トン/年で、2004 年 1～11 月の生産量は 19.14 万トンで、年間 21 万トンの生産を予定

している。 
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・JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-03,  1 月 26 日 

 
11.18 China-Zn-白銀   
国名／地域  ：China/甘粛省  
名前   ：白銀  
位置   ：甘粛省蘭州から 70ｋｍ。 
緯度・経度  ：  
会社名（権益比率）：白銀有色金属公司  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年  1992 

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬・精錬 

1999 138* 

2000 142.0 

2001 147.2 

2002 135.3 

2003 79.0 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
  *（社）日本メタル経済研究所 （2002. 3） 
製錬方法 ： 

溶錬 ：ISF 
精錬 ：ELR    

・ （社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 

 
11.19 China-Zn-Chifeng  
国名／地域  ：China/Inner Mongolia (North central)  
名前   ：Chifeng 
位置   ：Inner Mongolia (North central)  
会社名（権益比率）：State of China  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

2000 24.5 
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2001 23.6 

2002 23.7 

2003 24.2 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
11.20 China-Zn-Hanzhong Bayi  
国名／地域  ：China /  
名前   ：Hanzhong Bayi Zinc Co. Ltd  
会社名（権益比率）：State of China  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

1999 -- 

2000 -- 

2001 -- 

2002 19.6 

2003 48.5 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
文献： 

 
11.21 China-Zn-Huaxi  
国名／地域  ：China/  
名前   ：Huaxi Zinc Smelter 
会社名（権益比率）：State of China  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

2000 16.3 

2001 23.2 

2002 25.8 

2003 30.0 e 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 



- 68 - 中国 

11.22 China-Zn-Huize  
国名／地域  ：China/Yunnan(south)  
名前   ：Huize Zinc Refinery  
会社名（権益比率）：State of China  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

精錬 

2000 77.4 

2001 80.8 

2002 85.3 

2003 70.0 e 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
11.23 China-Zn-葫蘆島   
国名／地域  ：China/遼寧省  
名前   ：葫蘆島 （Huludao）Zinc Refinery  
位置   ：遼寧省、錦西市 (Longgang District, Huludao City, 

 Liaoning) 
会社名（権益比率）： 葫盧島亜鉛廠  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬・精錬 

1999 288.6 

2000 322.0 

2001 286.9 

2002 221.7 

2003 226.6 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
製錬方法 ： 

溶錬 ： 竪型蒸留炉（ISF を導入する計画がある。） 
精錬 ： ELR  
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副産物  ：Cu 
備考   ：中国 大の亜鉛地金生産者。元々は 1937 年に設立された三井金属の 

製錬所であった。 
文献： 
・ （社）日本メタル経済研究所 （2002. 3）：中国の亜鉛産業の現状と展望 

 
11.24 China-Zn-Hunan  
国名／地域  ：China/  
名前   ：Hunan Sanli Group Co. Ltd  
会社名（権益比率）： State of China 
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

2002 9.3 

2003 25.9 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
11.25 China-Zn-Liuzhou Huaxi  
国名／地域  ：China/Guangxi(south)  
名前   ：Liuzhou Huaxi Group Corp  
位置   ：Liuzhou, Gangxi 
会社名（権益比率）： State of China 
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

2002 26.0 

2003 28.8 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
11.26 China-Zn-Liuzhou Zinc  
国名／地域  ：China/Guangxi(south)  
名前   ：Liuzhou Zinc Smelter  
位置   ：Baisha Road, Liuzou, Guangxi  
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会社名（権益比率）：State of China  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

1999 79.6 

2000 94.4 

2001 103.1 

2002 64.5 

2003 54.6 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
11.27 China-ZnPb-韶関   
国名／地域  ：China/広東省  
名前   ：韶関(Shaoguan)(Zhongjin)Lead/Zinc Smelter/Refinery  
位置   ：広東省(Shaoguan City, Guangdeng) 
会社名（権益比率）：新 中金嶺南有色金属公司  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年  1975 

 
生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬  

1999 150.0  

2000 166.0  

2001 168.9  

2002 170.1  

2003 162.4  

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
 
製錬方法 ： 

溶錬 ：ISF  

 
副産物  ：Pb, 硫酸 
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11.28 China-ZnPb-株州   
国名／地域  ：China/湖南省(Hunan)  
名前   ：株州(Zhuzhou) Lead/Zinc Smelter 
位置   ：湖南省。Qingshuitang, Zhuzhou City, Hunan 
会社名（権益比率）： 株州冶煉廠  
主要生産金属 ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年 1968 年（亜鉛）  

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999  263.5 

2000  279.7 

2001  282.6 

2002  266.5 

2003  285.0 

 Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
製錬方法 ： 

精錬 ：ELR  

 
副産物  ：Cu, Pb, Ag, Au, In, Cd, Bi, 硫酸 
備考 ：業界紙等によると、中国 大の株洲亜鉛製錬所は、電力供給制限により 2005
年 1 月中旬より 100 千 t の生産ラインを休止していたが、降雨により水力発電量が増加

したため 2 月中旬に生産を再開した。世界の亜鉛製錬では、2004 年から 2005 年にかけ

て、中国を中心に年間 840 千 t 分の新規亜鉛製錬所が操業開始となると予想されている。

しかし中国の驚異的な需要の伸びにより 2005 年の世界の亜鉛供給不足量は拡大し、280
千 t となるとの見方もある。国際鉛亜鉛研究会の 2 月の発表では、2004 年の世界の亜鉛

需給バランスは 206 千 t の供給不足であった。 

 
安泰科他現地業界紙によれば、湖南省の株洲製錬集団公司は原料調達のための戦略を整

備し、新たな原料調達基地を開拓するとともに、加工度を高めた高付加価値化を進める体

質改善を進めるとしている。株洲製錬集団は、自山鉱を持たないため近隣の鉱山から亜鉛

精鉱を調達している。福建省尤溪を中心とし、華東、華南の原料市場から調達しているが、

安定した原料調達を達成させるために新たな原料調達基地を積極的に開拓している。2004
年 3 月には亜鉛精鉱確保のためチベット株洲製錬鉱業公司を設立させた。四川、内モンゴ

ルなどの地域では現地鉱山会社と共同採掘を進めている。また、2004 年 7 月、同集団公
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司はパキスタン Duddar 鉛亜鉛鉱山に対する共同開発に関する協議書を締結するなど、亜

鉛精鉱調達を積極的に推し進めている。株洲製錬集団は、2004 年鉛・亜鉛合わせた生産量

が 39.3 万トン、販売収入 44 億元となり、中国の亜鉛市場の主導的地位を確立しつつある

と言える。 
・ JOGMEC (2005) ：ニュースフラッシュ No.05-08,  3 月 2 日 
・ JOGMEC (2005) ： ニュースフラッシュ No.05-03,  1 月 26 日 
 
11.29 China-ZnPb-Shuikoushan  
国名／地域  ：China/Hunan  
名前   ：Shuikoushan Lead/Zinc Smelter  
位置   ：Songbai Town, Changning, Hunan 
会社名（権益比率）： State of China 
主要生産金属  ：Zn Pb  

 
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

1999 49.7 

2000 61.8 

2001 77.4 

2002 68.9 

2003 79.0 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
11.30 China-Zn-Sichuan Hongda   
国名／地域  ：China /  
名前   ：Sichuan Hongda Chemical Industry Co Ltd 
会社名（権益比率）：State of China  
主要生産金属 ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

2001 23.7 

2002 67.3 

2003 80.0 e 
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  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
11.31 China-Zn-Xiangyun  
国名／地域 ：China /  
名前 ： Xiangyun County Chemical Plant 
位置 ：  
会社名（権益比率）：State of China  
主要生産金属 ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

2002 39.6 

2003 53.7 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 
11.32 China-Zn-Xikuangshan  
国名／地域  ：China /Hunan  
名前   ：Xikuangshan Antimony Co Ltd  
位置   ：  
会社名（権益比率）：State of China  
主要生産金属  ：Zn  
生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

製錬 

2001 22.9 

2002 28.3 

2003 30.7 

  Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
 

11.33 China-Zn-Yinli(Liuzhou Longcheng) 

国名／地域 ：China 

名前  ：Yinli(Liuzhou Longcheng) Zinc Smelter 

位置  ：       

会社名（権益比率）：State of China 

主要生産金属 ：Zn 



- 74 - 中国 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年     

年 生産量 千ｔ 

2000 59.5 

2001 89.2 

2002 89.1 

2003 84.3 

 Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 

 

11.34 China-Zn-Yunnan  

国名／地域 ：China/ 

名前  ：Yunnan Metallurgical Group Co 

位置  ：Kunming, Yunnan      

会社名（権益比率）：State of China 

主要生産金属 ：Zn 

生産量 （直近 5ヵ年） 生産開始年：     

年 生産量 千ｔ 

2002 20.0 

2003 30.7 

 Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 
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鉱山製錬所位置図 
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操業鉱山 

China-Cu-永平鉱山 (Yongping 江西省 

China-Cu-大冶(Daye 湖北省黄石市 

China-Cu-大姚鉱山 (Dayao) 

China-Cu-中条山(Zhongtiaoshan)  山西省垣曲懸 

China-Cu-銅陵(Tongling)  安徽省銅陵市 

China-Cu-徳興鉱山 (Dexing)  江西省  

China-CuZnPb-白銀（Baiyin）甘粛省白銀市 

China-NiCuCo-Hongqiling 北緯 42 度 30 分、東経 126 度 18 分 

China-NiCuCo-金川(Jinchuan)  北緯 38 度 18 分、東経 102 度 6分 

China-NiCu-白馬賽（Baimazhai） 雲南省北部（北緯 22度 30 分、東経 102 度 36 分） 

China-NiCu-喀拉通克（カラトング）（Kalatongke）北緯 46 度 30 分、東経 89 度 24 分 

China-ZnPb-蘭坪(Lanping)  雲南省 昆明の北西 400ｋｍ 

China-ZnPbAg-凡口(Fankou)  広東省韶関市の北東 48ｋｍ 

China-ZnPb-会澤(Huize)  昆明市の東隣 250ｋｍ 

China-ZnPb-錫鉄山(Xitieshan)  青海省 

China-Zn-水口山(Shuikoushan)  湖南省寧県、衡陽の南約 40Km の相江沿岸に位置する。 

China-ZnPb-白音諾爾(Baiyinnour)  内蒙古自治区不明 

 

探鉱・開発 

China-CuAu-Dongguashan 

China-Cu-Fujiawu 

China-CuNi-黄山 新疆ウイグル自治区北部 

China-CuZn-阿舎勒（アシュレ）(Ashle)  新疆ウイグル自治区  Aletai 地区。ウルムチ

市の北方道路沿い 670Km で Aletai 市に至り、さらに北西に道路沿い 200Km で Ashle に至

る。標高 900ｍ。 

China-CuZn-喇嘛蘇（ラマス）（Lamasu）温泉県から南方、道路沿い 80Km. 標高 2,300ｍ 

China-Cu-烏奴各吐山(Wuluketushan)  北緯 49 度 26 分 00 秒 東経 117 度 20 分 00 秒 

China-Cu-玉龍(Yulong)  チベット自治区北東部の Changdu 地区 Jomda に位置する。 海

抜 4,560ｍ。12ｋｍ離れたところに道路があるだけでその他のインフラは無い遠隔地。 

China-Cu-紫金山(Zijinshan) 

http：//www.zjky.com.cn/english/oper_zjsgold.htm  

China-Cu-城門山(Chengmenshan)   

http：//www.aaamineral.com/Minerals/locatities-mineral.htm 

 

China-Cu-冬瓜山(Dongguashan)  
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China-Cu-東川 

China-Cu-東天山(Tong Tianshan)  東天山地域哈蜜市の南西 80ｋｍ。 モンゴルの国境

から南西に約 250ｋｍ。 

China-Cu-徳欽羊拉(Deqin Yangla)  （北緯 28 度 52 分 47 秒、東経 94 度 34 分 42 秒） 

China-Cu-巴音布魯克（バイインブルック） 新疆ウイグル自治区、Bayinbuluk 部落の東

方。標高 2,600－3200ｍ 

China-Cu-賽什塘(Saishitang Mine)  青海省海南チベット族冶州興海県  

China-PbZn-可可塔勒（カカタレ） 新疆アルタイ市の南東、直線距離約 95Km 

 

精錬所 

China-Cu-Baiyin(白銀) Copper Smelter /Refinery 甘粛省 白銀市 

China-Cu-Daye（大冶）Copper Smelter/Refinery 湖北省 黄石市  

China-Cu-Guixi（貴渓）Jiang x i Copper Smelter/Refinery   江西省、貴渓市 

China-Cu-Huludao（葫盧島）Zinc Refinery 遼寧省、錦西市 

China-Cu-Jinchuan（金川）Copper Smelter/Refinery  China/甘粛省 金川市 

China-Cu-Jinlong（金隆）Copper Smelter/Refinery  安徽省、銅陵市 

China-Cu-Luoyang（洛陽）Copper Fabrication Plant  河南省、洛陽市 

China-Cu-Shanghai Dachang（上海 大昌）Copper Refinery 

  http：//www.dccopper.com/english01.htm 

China-Cu-Shanghai（上海）Copper Refinery  上海市上海シン冶銅製錬所は 2001 年に、

上海南方の金山区(上海市南南西約 80km) 

China-Cu-Tianjin(天津) Copper Refinery   

China-Cu-Tongling（銅陵）Copper Smelter/Refineries  安徽省、銅陵市 

China-Cu-Wuhu（蕪湖）Anhui Copper Refinery  安徽省、蕪湖 China-Cu-Yunnan（雲南） 

Yunnan（雲南）Copper Smelter/Refinery  雲南省、昆明市 

China-Cu-Yantai（烟台）Copper Smelter/Refinery    山東省、烟台市 

China-Cu-Zhongtioshan（中条山）Copper Smelter/Refinery  山西省、 垣曲県  

China-Zn-株州 株州(Zhuzhou)  湖南省  

China-Zn-白銀 白銀 甘粛省蘭州から 70ｋｍ 

China-Zn-葫蘆島 葫蘆島 （Huludao）Zinc Refinery  遼寧省、錦西市  

China-Zn-韶関  韶関(Shaoguan)  広東省 
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12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況（金属鉱業事業団、JMEC 等） 

資源開発協力基礎調査（実績） 

・資源開発調査 

 1985～1987 年 潮州 

 1996～1998 年 騰冲梁河 

 2000～2002 年 阿勒泰 

・地域開発計画調査 

 1998～1999 年 揚子地台西縁 

・大規模プロジェクト 

 1981～1986 年 安慶 

・レアメタル総合開発 

 1987～1992 年 黒龍江／広東 

・総合開発調査 

 1993～1997 年 揚子地台西縁（地域開発計画調査に移管） 
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第 2部 地質解析 

1. 地質・地質構造 

アジア大陸は、各地の層序の関係を考慮して、次の 6地域に分けられる。すなわち、1)

南アジア大陸域、2)南アジア大陸縁域、3)大陸間軸域、4)北アジア大陸縁域、5)北アジア

大陸域、6)環太平洋域である。これらの地域は、第 1-1 図ごとく細分することができる。 

上記 6地域のうち、中国は南アジア大陸域の北縁(ヒマラヤ)、南アジア大陸縁域(チベッ

ト高原、テチス海構造帯の中部)、大陸間軸域(タリム－中朝卓状地)、北アジア大陸縁域、

環太平洋域に属している。李(1982)によれば、中国地質史上の 大級の構造運動は、呂梁

(Lulian)変動、晋宁(Jinning)変動、インドシナ変動とされ、地質構造の変化段階は先呂梁、

呂梁－晋宁、晋宁－インドシナ、後インドシナの 4段階に大別されている。呂梁変動は原

生代前期と後期を画する構造運動、晋宁変動は原生代末の構造運動、インドシナ変動は古

生代と中生代を画する構造運動である。 

An は Anabar 盾状地、B は Bika1 山地、Bk は Baikal 湖、Chu は Chukotskiy 半島 Dz は

Dzungaria 盆地、Km は Kmmchatka 半島、Ko は Koryak 山脈 Kol は Kolyma 地塊、Kt は Kontum 

massif、Nは Kt を取りまくヘルシニア期造山帯、Ok は沃川地向斜、Sは Sayan 山脈、Yは

Yenisei 山地である。 

 

第 1-1 図 アジア大陸の構成（出典：平成元年度 地質解析委員会報告書） 
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1-1. 先呂梁段階 

始生代と原生代前期を含む時代で、その上限は約 1、800Ma である。この時代に中朝古陸

が形成された。中朝古陸は少なくとも 4回の構造運動によって形成されたもので、それぞ

れに応じた 4系列の変成岩層群が形成されている(李、1982)。 

1)遷西(Qianxi)変動(遷西変成岩類)： 

2)阜平(Fuping)変動(阜平層群変成岩類)： 

3)五台(Wutai)変動(五台層群変成岩類)： 

4)呂梁(Luliang)変動(滹沱(Hutuo)層群変成岩類)： 

1-2. 呂梁－晋寧段階 

呂梁変動から晋宁変動に至る 1、800-800Ma の期間で、楊子地塊、タリム地塊、ツアイダ

ム地塊、中朝地塊縁辺褶曲帯が形成された。内蒙古自治区中部から甘粛省北山山脈に及ぶ

白雲咢博(Bayun-Obo)層群を含む原生代後期の東西性褶曲帯は、中朝地塊北縁にも及ぶ可能

性がある。ヒマラヤ地域のチュムランマ層群とそれを覆う弱変成岩系はインド地塊北縁の

褶曲変成帯を代表する岩層である(李、1982)。 

(1) 堆積岩タイプ 

1) 華北型：かって"北方震亘系"と呼ばれたもので、主として中朝地塊に分布し、厚い堆積

物である。未変成の卓状地型堆積岩で、中朝地塊の被覆層を構成しており、4 系に区分さ

れる。 

2)華南型：厚いフリッシュ類似の陸源砕屑堆積物(板渓(Banxi)層群)と陸源炭酸塩堆積物で

構成され、下部層に火山岩を伴っていることから、早期には優地向斜型、後期には劣地向

斜型の堆積が行われたと推定される。楊子地塊縁辺部、タリム盆地北縁、祁連山脈に分布

し、円川－云南地方の昆阳層群、湖南－貴州地方の四堡層群、板渓層群などがその代表で、

燕山地域の震旦亜界に相当し、原生代後期に属する。 

(2)火成岩タイプ 

火山岩は主として呂梁－晋宁段階の早期に生じ、燕山地域には 1、600Ma のカリ粗面岩、

河南省西部には西阳河層群の安山岩－流紋岩、祁連山脈とタリム盆地北縁には中性－塩基

性噴出岩、華南・崑崙山脈西部では優地向斜型スピライト－ケラトファイヤーが分布する。

華南地方の貫入岩は 2期に分けられる。 

(3)震旦古陸の形成 

晋宁変動後、楊子地塊、タリム地塊、ツアイダム地塊が固まり、天山、崑崙、祁連、秦

令などの地向斜系が摺曲・隆起して広大な震旦古陸を形成した(第 1-2 図)。 
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第 1-2 図 中国の主要地質構造帯（出典：平成元年度 地質解析委員会報告書） 
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1-3 晋寧－インドシナ段階 

この期問に、震旦古陸が解体されて、卓状地一地向斜系列の骨組が形成された。天山山

脈－明山山脈以北のジュンガル－果安地向斜は舟状海盆をなし、海進は北方から進んだ。

一方、 崑崙山脈－秦令山脈以南は海洋環境下にあってテチス海とカタイシア海に属し、海

進は南から進んだ。タリム－中朝地塊は南北の海盆に挟まれ、両側の海盆の発達にしたが

って異なる方向から海進を受けた。南北両海盆では時代・タイプを異にする地向斜の形成

と閉鎖が進行し、卓状地では海成相ないし海成・陸成交互の堆積が行われている。三畳紀

末期のインドシナ変動後に一部地域を除く全域の隆起が生じ、中国古陸が形成された。 

1-4 インドシナ変動 

インドシナ変動後、中国の地質構造には大きな変化が生じ、東部の太平洋岸地域では、

NNE-SSW 系の大規模な隆起帯、沈降帯、断裂帯が形成された。これに伴い、貫入岩、噴出

岩の活動も活発になり、中国東部の東西系構造帯は南北に近い構造分帯に変化した。中国

西南部では、テチス海が後退し、チベット高原の隆起、深部断裂の発達、高原周辺盆地の

形成が進んだ(第 1-3 図)。 

第 1-3 図 中国の中生界の分布（出典：平成元年度 地質解析委員会報告書） 
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中国の地質は、東部には古生代～中生代の造山運動による褶曲･断層活動、花崗岩貫入活動

の影響を受けた、先カンブリア紀の変成岩地域が存在しているが、褶曲作用はあまり強く

なく、広域変成作用も認められていない｡これらの変成岩地域は、準卓状地(典型的な造山

帯とは異なる剛隗の 1 種)と呼ばれ、東北準卓状地、中朝地塊、揚子地塊に区分されている｡ 
東北準卓状地は、中国東北地区(旧満州)、大興安嶺の東方に位置し、東南部の山地には、

先カンブリア紀(先震旦)の変成岩類が露出している｡地域の南縁部には、古生代後期の厚い

海成層が堆積し、全体的に古生代後期の変動を受け、花崗岩類の貫入が認められている｡ 
中朝地塊は、東北準卓状地の南側に位置し、西の鄂爾多斯(オルドス)から、北京、山東

地方をへて、東の遼東半島、朝鮮半島に至る地域で、先カンブリア紀の変成岩類が広く露

出している｡ 
揚子地塊は 岭、中朝地塊の南、秦 (Qinling)山脈(バリスカン造山帯)南方に位置し、揚子

江中･下流域から、西は四川盆地(重慶付近)におよぶ地域である｡地塊の周縁部には、先カ

ンブリア紀の変成岩類が露出しているが、地塊内部では、古生代～中生代の厚い地層が基

盤類を覆い、中生代変形運動の影響を受けている｡ 
中国西部は、蒙古地向斜帯の南部とそれにつづくヘルシニア造山帯地域からなり、北か

ら順に、阿爾秦(アルタイ)山脈(3、000m)、天山山脈(5,000m)、阿爾金(アルティン)山脈、

仑昆 山脈(5,000～7,000m)などの大山脈が、ほぼ東西方向に走っている｡ 

仑阿爾金山脈、天山山脈、昆 山脈は、バリスカン造山期に変形･変成を受けた岩石類で構

成され、タリム盆地南縁をなす阿爾金山脈には、先カンブリア期の基盤岩類が押し上げら

れて広く露出している｡これらの大山脈は、バリスカン期の造山運動で形成されたが、現在

みられる山脈地形は、新生代後半に、インド大陸がユーラシア大陸へ衝突して生じた、ヒ

マラヤ造山変動に伴う断層活動によって形成されたと推察されている｡ 

噶阿爾秦山脈と天山山脈の間に准 爾(ジュンガル)盆地、天山山脈と阿爾金山脈との間に

塔里木(タリム) 仑盆地、阿爾金山脈と昆 山脈の間に柴達木(ツアイダム)盆地が存在している｡

これらの堆積盆地には、先カンブリア紀(先震旦)の変成岩類を基盤岩として、顕生代の岩

石類(厚さ数 km、ときに 10km におよぶ)が分布している｡ 
中国東南部、揚子地塊の東南側地域(淅江、福建、広東)は、先カンブリア地塊とされて

いたが、近年は、カレドニア造山地域と考えられ、バリスカン期および中生代の変形を強

く受け、中生代(燕山変動期)の花崗岩類が貫入している｡ 
この地域の西側は、インドシナ期(中生代、三畳紀-ジュラ紀)、ヒマラヤ期(白亜紀～現在)
の造山帯である｡（第 1-4 図） 
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第 1-4 図 中国の地質概要（出典：平成元年度 地質解析委員会報告書） 
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2. 鉱床 

2-1. 鉱床生成区 

(1)銅鉱床 

銅鉱床の生成域は、古アジア鉱床生成域、沿太平洋鉱床生成域、テチス－ヒマラヤ鉱床

生成域の３つに大別される（第 2-1 図） 

古アジア鉱床生成域は、中国北西部にあたり、銅鉱床の生成期は古生代が主で、鉱床タ

イプは超塩基性岩－塩基性岩中のマグマ分化型と塊状硫化物型である。 

沿太平洋鉱床生成域は、中国の東半分を占め外帯と中帯（台湾）に分けられる。ほとん

どの地域が中生代以前の地向斜褶曲帯で多期にわたる鉱化作用があり、各種の鉱床が形成

されている。外帯は、東北鉱床生成区、華北鉱床生成区、華南鉱床生成区に分けられる。 

東北鉱床生成区は、一連の塩基性－酸性火山岩類および炭酸塩岩を挟む海成珪質・泥質

岩よりなり広域変成作用を受けている。塩基性岩にはマグマ分化型 Cu-Ni 鉱床が伴う。中

－酸性岩には斑岩型（Cu-Mo）および熱水型（Cu-多金属）鉱床が伴っている。 

華北鉱床生成区は、中国 古の中朝準卓状地を占め、多くの鉱床が形成されている。鉱

床のほとんどが中生代に形成された斑岩型、スカルン型、多金属熱水型鉱床である。 

華南鉱床生成区は、揚子準卓状地、華南カレドニア褶曲帯、東南沿岸ヘルシニア褶曲帯

からなる。銅鉱床は主として揚子準卓状地の東部・西部、華南カレドニア褶曲帯の隆起縁

辺部および深部断裂帯に分布する。揚子準卓状地東部の鉱化作用は中生代で Moや Au を伴

う。華南カレドニア褶曲帯の銅鉱床は、斑岩型、スカルン型、熱水型鉱床である。 

テチス－ヒマラヤ鉱床生成域は、中国南西部地域を占める。鉱床の多くは東部にあり、

ヒマラヤ期の斑岩型･スカルン型、ヘルシニア期のマグマ分化型などがある。 

第 2-1 図 中国の銅鉱床生成区 
（出典：平成元年度 地質解析委員会報告書）
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(2)鉛・亜鉛鉱床 

鉛・亜鉛鉱床の生成域は、沿太平洋鉱床生成域、古アジア鉱床生成域、テチス－ヒマラ

ヤ鉱床生成域の３つに大別される（第 2-2 図） 

沿太平洋鉱床生成域は、中国の東半分を占める広大な地域で、中国における多金属鉱物

資源の も豊かな地域といえ、東北生成区、華北生成区、揚子江生成区、華南生成区の４

つに細分される。沿太平洋東北生成区には花崗岩類の貫入によるスカルン型多金属鉱床が

数多く胚胎している。中生代以降に激しい変動を受け、この時期に熱水型と火山型の鉛･

亜鉛鉱床が形成されている。沿太平洋華北生成区は、ほぼ中期準卓状地に一致している。

沿太平洋揚子江生成区は、揚子準卓状地に相当し、中期準卓状地についで古い準卓状地で

ある。オルドビス系、デボン系から石炭系までの地層は層準規制型鉛・亜鉛鉱床の重要な

層準になっている。沿太平洋華南生成区はカレドニア褶曲系に属する。基盤岩にデボン系

ないし第三系の堆積岩が重なっている。デボン系が層準規制型鉛・亜鉛鉱床の胚胎層準に

なっている。カレドニア期には花崗岩類が貫入し、錫・銅・タングステン・金の鉱化作用

をもたらした。 

古アジア鉱床生成域での鉛・亜鉛の鉱化作用は、地向斜の環境と密接に関係している。

優地向斜と劣地向斜では火成活動やちし地質構成が異なるため、成因の異なるタイプの鉱

化が見られる。地向斜の反転期にはスカルン型鉱床も形成されている。 

テチス－ヒマラヤ鉱床生成域には開発・操業に至った鉱床は極めて少ない。鉱床として

は、火山性塊状硫化物鉱床、マグマ源熱水型および接触鉱体鉱床が認められる。 

Ⅱ-2-2 沿太平洋東北生成区 
Ⅱ-2-3 沿太平洋華北生成区 
Ⅱ-2-4 古アジア生成区 
Ⅱ-3-2 沿太平洋揚子生成区 
Ⅱ-3-3 沿太平洋華南生成区 
Ⅱ-3-4 テチス－ヒマラヤ生成区 

第 2-2 図 中国の鉛･亜鉛鉱床区（出典：平成元年度 地質解析委員会報告書） 
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(3) 金鉱床 

中国の初生金鉱床は、中朝準卓状地に も多く分布する。鉱床は成因的には、変成熱水

型、マグマ熱水型、火山熱水型、浸透熱水型、砂金型に分類できる。金鉱床の量的関係お

よび時代規制を第 2-1 表に示す。 

総鉱量に対する割合は、変成熱水型 37%、マグマ熱水型 30%、火山熱水型 7%、浸透熱水

型 1%、砂金型 25%である。内生鉱床には明瞭な時代規制が認められる。すなわち、変成熱

水型鉱床は始生代～ヘルシニア期、マグマ熱水型鉱床は原生代～インドシナ燕山期、浸透

熱水型鉱床はヘルシニア期～インドシナ燕山期、火山熱水型鉱床はインドシナ燕山期～ヒ

マラヤ期に、それぞれ限定的に出現しており、内生鉱床類型の時代的"進化"をうかがわせ

る。一方、時代別鉱量に注目すると、先カンブリア紀のポテンシャルが高く、始生代－原

生代の変成熱水型およびマグマ熱水型鉱床は総鉱量の半分以上を占めている。従って中国

の金鉱資源にとって古期卓状地域の重要性は明らかである。因みに、鉱量の約 80%は中朝

準卓状地、特に始生界に分布しているとの評価がなされている。 

第 2-1 表 中国の金鉱床の生成と時代分布の特徴

（出典：平成元年度 地質解析委員会報告書） 
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(4) ニッケル鉱床 

中国のニッケル鉱床は、ほとんどが塩基性－超塩基性火成岩に伴うマグマ成硫化鉱床で

あり、多少銅・白金族を含み、風化残留型はほとんど知られていない。 

空聞的分布の 大の特徴は、準卓状地一地向斜過渡帯と呼ばれる地域に、大部分の主要

鉱床が胚胎する点である(余、1985;湯・任、1987 など)。過渡帯とは準卓状地が地向斜に

移過する地帯で、卓状地縁辺の狭い隆起帯やその外側の摺曲帯の縁部を含む部分であり、

しばしば長期にわたって活動した深部断裂系を伴っている。このようなマグマ成硫化ニッ

ケル鉱床の生成時期は、先カンブリア代から中生代に及んでいるが、原生代とヘルシニア

期が主要な生成期で、他の時代の岩体に伴う例は極めで少なく、規模も小さいとされる

(湯・任、1987)。 

サドベリーをはじめとする世界の主要な硫化ニッケル鉱床の生成年代は、先カンブリア

代のものが多いことを考えると、中国の多くのニッケル鉱床の生成年代が若いことは、ひ

とつの特徴である。中国のニッケル鉱床を鉱化岩体の貫入と鉱物組成によって分類した列

を第 2-2 表に示す。優地向斜堆積物に伴って岩床状に貫入した塩基性～超塩基性岩中に胚

胎する宝崖鉱床(毛・周、1988;注、1988)などの例外をのぞけば殆どの鉱床が深部断裂に関

係した貫入岩であると考えられていることが判る。なお表 1にある呂梁・四堡・澄江期は、

中国における原生代中期～末期の変動期を示す。 
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(5) レアメタル鉱床 

錫・タングステンの主要鉱床は、ほとんどが楊子江以南に分布しており、特に錫鉱床は

南部に集中している。モリブデンとならんで、花崗岩質マグマの活動に も密接な関係を

もつとされる鉱種である。錫・タングステン鉱床は、ジユラ～白亜期の燕山期花崗岩類に

伴って形成されたとされているものが多い。モリブデン鉱床もまた、これらの燕山期花崗

岩類に伴われるものが多いが、分布は広く華北にまで及んでいる。燕山期の花崗岩質マグ

マの活動は早期(ジュラ紀)から後期(白亜紀)までの長い期間にわたっており、複雑な様相

を示している。 

モリブデンの主要鉱床は、斑岩型あるいはスカルン型であり、いずれも中性－酸性の貫

入岩類の活動と密接な関係を有する。花崗岩類の貫入は先カンブリア時代、古生代、中生

代および新生代にわたり各時代の花崗岩類に伴ってモリブデンの鉱化が認められる。第

2-3 表にモリブデン鉱床の分類を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水銀・アンチモン鉱床の分布域は、太平洋沿岸鉱床生成域およびテフス-ヒマラヤ鉱床生

成域に分けられる。 

 

2-2. タイプ別・時代別分布の特徴 

中国の主要鉱床は、1）正マグマ、ニッケル-銅-PGE、タリウム-バナジウム、REE-レア

メタル、2）斑岩-エピサーマル（浅熱性）銅-モリブデン-金-銀-鉛-亜鉛、3）スカルン 銅

-金-鉛-亜鉛-スズ、4）花崗岩-付随REE、レアメタル、鉱脈型5）火山性塊状硫化物鉱床（VMS）
銅-亜鉛-鉛-金-銀、6）堆積噴気（Sedex）鉛-亜鉛-銅-金-スズ、7）ミシシッピバレータイ

プ(MVT)鉛-亜鉛、8）堆積岩 銅-鉛-亜鉛-アンチモン-水銀-アルミニウム-マンガン-ストロ

ンチウム-バリウム、9）造山性 金-銀鉱床となっている。 
これらの鉱床別の分布を第 2-3～第 2-8 図に示す。 
正マグマ鉱床は、大造山帯の境界線にある超苦鉄質/苦鉄質を母岩とする。ニッケル-銅

第 2-3 表 中国のモリブデン鉱床の分類（出典：平成元年度 地質解析委員会報告書）
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-PGE とタリウム-パラジウムは、中韓マージンと西長江プラットフォーム、中国北部のア

ルタイ山脈との境界にある超苦鉄質/苦鉄質の貫入岩石や苦鉄質火成岩に付随している。斑

岩-エピサーマルとスカルン鉱床は Yanshanian 火山性深成帯、Tianshan 造山帯、

Himalayan-Tethysides などで確認されている。VMS 鉱床も、中国西部の古生代-中生代

造山帯や、中韓マージンや長江プラットフォームの下部、始生代から原生代の変成岩中に

確認されている。MVT、Sedex や堆積岩賦存鉱床は、中韓プラットフォームや長江プラッ

トフォームの後期古生代層上、北部境界線上の原生代地層に付随している。造山性金鉱床

は、タリムプラットフォームの北西、Tianshan belt 西 Qinling と黄金の三角地帯に見ら

れる。中国は特に希土類とレアメタル鉱床に恵まれており、これらの殆どは主に、長江プ

ラットフォームの花崗岩と中韓プラットフォームの北部境界にある貫入炭酸塩岩に含まれ

ている。その他、中国には工業鉱石資源（例えば、蛍石、マグネサイト、グラウバー塩、

ベントナイト、アスベスト、滑石、グラファイト、石膏/硬石膏、バーミキュライト等）も

豊富にあり、これらはあらゆる地質構造ユニットに確認されている。 
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第 2-3 図 中国の鉱床分布（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002） 

 

Magmatic Ore Deposits

Chromite

Ni-Cu-PGE

Ti-V-Fe

第 2-4 図 中国の正マグマ鉱床（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002）
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Porphyry,epithermal and skarn deposits

Epithermal

Skarn

Porphyry

Intrusion-related

第 2-5 図 中国の斑岩-スカルン-浅熱水性鉱床 
（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002） 

VMS,MVT,Sedex ore deposits

MVT

Sedex

VMS

Sediment-hosted

第 2-6 図 中国の塊状硫化-堆積性鉱床 
（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002） 
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Rare earth and rare metal ore deposits

Hg

Sb

Sn

W

REE-Nb

第2-7図 中国のレアメタル鉱床（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002）

Orogenic Gold Deposits

第 2-8 図 中国の火山性金-銀鉱床（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002） 
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3. 鉱床胚胎有望地域 

ほとんどの鉱床はここ 20 年の間に確認されたものだが、現在でも毎年、有望な情報が

新たに報告されている。中国西部で多数の重要な鉱床帯が新たに報告されており、東

Tianshan 銅-斑岩帯(Xingjiang)、Gandese の斑岩-エピサーマル（浅熱性）銅-金帯（チ

ベット）、西 Qaidam 堆積岩含有 銅-銀-鉛-亜鉛帯(雲南)、Minle 火山性赤土銅帯(雲南)な
どである。これら多くの鉱物生成帯では、高度な技術による更なる探査が必要である。中

韓、長江、タリムプラットフォームの境、古生代断層帯は火山性のニッケル-銅-PGE など

の探鉱に有望である。ダイヤモンドの高い可能性、酸化鉄（オリンピック・ダム型の可能

性も）と堆積岩賦存のベースメタルおよびレアメタル鉱床もこれらプラットフォームに存

在する。また、Yanshanian 火山性深成帯は斑岩-エピサーマル（浅熱性）銅と金鉱床の限

りない可能性を秘めている。中国西部の Tethysides と Altaids は、地質学上からも、VMS、
Sedex、MVT と斑岩-エピサーマル(浅熱性)の探鉱に適している。上記 2 造山体系にあるフ

リッシュ帯の大部分は、満足な探鉱が行われずにいるが、大きな造山性金鉱（Muruntau
型）と堆積岩賦存 PGE 鉱床発見の可能性は大変濃厚である。ジュラ紀から第三紀の大陸

内盆に形成された中国西部の紅土には、銅-銀-金-鉛-亜鉛鉱床を発見する大きな期待が寄せ

られている。中国政府が資本投下の大型拡大を決定し、中国西部の開発に新たな政策を発

表したことを受け、2000 年以来当地の探鉱活動は活発になっている。 
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Kaihui Yang et al.

第 2-9 図 正マグマ鉱床有望地（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002） 

第 2-10 図 火山性 金-銀-PGE 鉱床有望地（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 
2002） 
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Kaihui Yang et al.

Kaihui Yang et al.

第 2-11 図 斑岩-浅熱水性鉱床有望地 
（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002） 

第 2-12 図 塊状硫化-堆積性鉱床有望地 
（出典：Kaihui Yang,MMAJ Forum 2002） 
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