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主要データ 

国名(英名) 中華人民共和国(People's Republic of China) 

面積(km2) 9,602,716 

海岸線延長(km) 32,000 

人口(百万人) 1,330.0 

人口密度(人/km2) 140 

GDP(10 億 US$) 3,250.8 

一人当り GDP(US$) 5,325 

一人当り銅使用量(kg/人) 3.7 

主要鉱産物：鉱石(千 t) 

銅:830.7、鉛:1,591、亜鉛:3,012.9、ニッケル:70.2、錫:136.3、アン
チモン:152.9、カドミウム:3、ビスマス:1.9、マンガン:5.3、チタニウ
ム:75(t)、タングステン:79、ウラン:750(t)、モリブデン:66.3、テル
リウム:4(t) 

主要鉱産物：地金(千 t) 
銅:3496.9、鉛:2753.3、亜鉛:3,714.2、ニッケル:219.8、錫:147.1、コ
バルト:13.2、セレン:65(t)､アンチモン:81.0、水銀:800(t)、マグネシ
ウム:659.3、スポンジチタン:30.5 

鉱業管轄官庁 国土資源部、国家発展改革委員会 

鉱業関連政府機関 国務院 

鉱業法 鉱産資源法 

ロイヤルティ あり 

外資法 外資指導目録 

環境規制法 (環境影響調査制
度、環境・排出基準の有無等) 

中国環境保護法 

鉱業公社 中国アルミ業、中国有色集団、中国冶金科工集団、中国五鉱集団 

鉱業活動中の民間企業 紫金鉱業集団等 

近年の鉱業関連問題 (資源
ナショナリズム、労働争議、
環境問題等) 

非鉄金属製品の輸出増値税還付の撤廃・切り下げ、輸出税の引き上げ。
特定レアメタルの探査・採鉱・選鉱への外資参入禁止 

2007 年のトピックス 

・2007 年の非鉄金属産業界の利益は過去最高を記録したが、国内原料不
足・鉱物資源価格の上昇、人件費の上昇によるコスト高等によりその伸
び率は昨年と比較し、73％下落した 
・中央大手企業の中国アルミ業、中国冶金科工集団が地方大手の雲南銅
業、葫蘆島有色を買収し、産業界の M&A が進んだ。 
・｢走出去｣戦略では、中央と地方の大手企業が連携し、アフリカ、近隣
諸国のみならず、南米(ペルー)へ進出した。 
・外資指導目録が発布され、外資による特定レアメタルの探査･採掘･選
鉱が禁止された。 
・非鉄金属製品の輸出増値税還付の撤廃・切り下げ、輸出税の切り上げ
が度々行われ、輸出抑制策が強化された。 

 

1.鉱業一般概況 

 中国経済は 1992 年より急速に回復してきた。

経済成長率 9％を上回る高い経済成長を続け、

あらゆる分野で中国への依存度が高まり、世界

経済に影響力を持つ状況にあると言える。行き

過ぎた経済過熱を憂慮した中国政府は、2004 年

4 月以降、銀行貸し出し条件の引き上げ等のマ

クロ経済コントロールを実施するなど景気過熱

抑政策を打ち出したが、2007 年の経済成長率は

最終的には 11.9％となり、依然として高い経済

成長を維持している。 

 2007 年の非鉄金属価格は高値変動傾向を示

し、上半期には一部の金属種が過去最高値を更

新するか、それに近い数字になったが、下半期

には欧米諸国の経済がペースダウンする等の周

期的要素の影響を受けて、価格が下落した。国
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際市場における銅の年間平均価格は t 当たり

7,100US$で前年比 6.6％上昇、アルミは

2,700US$で前年比 2.6％上昇、鉛は 2,600US$で

前年比 99％上昇、亜鉛は 3,200US$で前年比

0.52％下落した。 

2007 年は 2006 年同様、中国国内及び国外市

場では非鉄金属に対する需要は旺盛で、多くの

非鉄金属の価格は上昇し、一部のレアメタルに

関しては急上昇している。中国国内の銅を中心

とする非鉄金属製錬企業は精鉱不足に加え、石

炭・電気・石油・輸送能力が不足する厳しい環

境に直面し、引き続き海外からの非鉄原料の調

達や生産コスト低減等の措置を講じなければな

らない年となった。2006 年の非鉄金属鉱業は全

般的に安定成長を維持し、非鉄産業全体の税引

き後利益は昨年を上回り過去最高を記録したが、

その伸び率は鈍化した。 

中国の 2007 年の非鉄金属需要量は 1990 年代

以後の経済発展に伴い大きく増加し、銅、鉛、

ニッケル、錫、亜鉛、アルミ、プラチナ、鉄の

それぞれの需要量は世界第 1 位と世界をリード

する水準に達し、中国の非鉄金属消費動向が世

界の非鉄金属価格を左右するまでになっている。

また、鉛・亜鉛は、従来は輸出ポジション、銅・

ニッケルについては輸入ポジションであったが、

自動車産業、電力産業、建設業を中心とする近

代産業の発展により中国国内における消費量が

伸びるに従い、鉛・亜鉛についても輸入ポジシ

ョンとなってきている。 

一方中国政府は、今後の経済発展を支えるエ

ネルギーと原材料の確保を重要課題と位置づけ

ており、国内資源(特に西部等内陸部の資源)の

有効利用とともに海外での資源確保に力を入れ

てきている。非鉄金属分野においても、中国企

業が海外に進出して生産活動を行い、同時に中

国企業の海外での合併・買収、株式上場、資本

及び経営参加などの現象が頻繁に見られるよう

になった。これは海外展開に打って出るという、

いわゆる｢走出去｣と言われるもので、中国の非

鉄企業においても海外進出が多く見られ、ザン

ビアのチャンビシ鉱山開発やチリのガビー鉱山

開発等はその典型的な例である。また、同時に

中国企業の海外での合併・買収、株式上場、資

本及び経営参加などの現象が頻繁に見られるよ

うになり、2007 年はさらに非鉄金属産業を巡る

｢走出去｣が推し進められてきた。 

2006 年 3 月に開催された中国第 10 期全人代

第 4 回会議で｢中華人民共和国国民経済・社会発

展第 11 次 5 ヶ年(2006 年～2010 年)計画要綱｣

が承認されたが、鉱物資源分野においては、冶

金工業の発展、資源利用の強化、鉱物資源の管

理強化が政府の活動重点として明確化された。

これは中国政府がエネルギー節約型、循環型経

済、環境調和型社会の建設を加速化することを

目指し、同時に包括的な産業構造の調整策を打

ち出すことにより国内の産業構造を見直すこと

を狙いとしている。 

 

2.鉱業政策の主な動き 

(1) 鉱物資源白書 

中国政府は 2003 年 12 月 23 日｢中国の鉱物資

源政策｣白書を発表し、中国が鉱物資源面で置か

れている状況を分析し、今後の鉱物資源政策を

論じている。すなわち、中国政府は鉱物資源の

国内需要と供給に大きなギャップがあることを

認め、このギャップを埋めるためにまず国内の

供給能力を高めることを目指すとしている。そ

のために、特にこれまで資源調査があまり行わ

れてこなかった内陸部、特に中西部地区を中心

に基礎的な地質調査や資源調査を実施するとし

ている。また、鉱業制度の透明性を高めるとと

もに、外資企業による鉱山開発を資金面だけで

なく技術的観点からも積極的に導入したいとし

ており、鉱業関連法規の改正も検討中である。

外資企業による中国での探鉱活動は、1990 年代

後半に増加したが、2000 年に入り世界的な探鉱

活動の低迷や中国の鉱業制度の不透明さから撤

退しており、今後はさらなる公正な鉱業制度の

確立が重要な課題である。 

同白書は海外の資源確保に関しても触れてい

る。中国企業が海外で資源開発を行うことを奨

励するとし、中国企業の海外における資源探

鉱・開発活動に関する法規制の制定を検討中と

伝えられている。2003 年にはザンビア(銅)、パ

キスタン(銅)で中国企業が権益を有する銅鉱山

が生産を開始したところであるが、2004 年には

探鉱段階ではラオス(金、銅)、ミャンマー(銅他)、

キルギス(タングステン、錫)、マレーシア(銅、

金、錫)、開発段階ではチリ(銅)、フィリピン(銅、

ニッケル)、ニューカレドニア(ニッケル)、モン

ゴル(亜鉛)といった国々と走出去戦略を積極的

に推し進めた。また、白書では貿易による鉱物

資源の輸入について、これまで取引の割合が高

かったスポット取引から、長期契約への転換を
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進めていくとしている。これに呼応して、中国

の大手銅製錬会社は共同で海外鉱山と原料調達

交渉を実施する組織を形成して、安定性、有利

性を追求しながらの銅精鉱確保を行っている。 

 

(2) 外資指導目録 

2007 年 11 月 7 日、国家発展改革委員会、商

務部が共同で｢外国企業投資産業指導目録｣改訂

版を発表した。2004 年に修正した｢目録｣と比べ、

外国企業による重要鉱物資源探査、開発分野へ

の投資は大幅に制限された。一方、新しいエネ

ルギーの開発と省エネ環境保護技術分野では政

策的に奨励策がとられている。2004 年版の｢目

録｣と比べ、新しい｢目録｣の中で外資の投資奨励

項目に関して、①石炭及び随伴資源の探査・開

発、②低品位で選別・製錬しにくい鉱床の採掘、

③銅・鉛・亜鉛鉱床の探査・採掘、④ボーキサ

イト鉱床の探査採掘、⑤硫黄・燐・カリウムな

ど化学鉱床の採掘・選鉱の 5 項目が削除された。

また、外資によるタングステン、モリブデン、

錫、アンチモン、蛍石などの鉱床への探査開発

投資を禁止した。以前は西部地域の銅・鉛・亜

鉛・ボーキサイト鉱床の探査・開発において外

資の単独投資が認められていたが、今回の｢目

録｣では削除された。今回の｢目録｣では循環経済、

クリーン生産、再生可能エネルギー、生態環境

保護、資源総合利用に関する外資による投資が

奨励項目として新たに追加され、鉱物資源関連

奨励項目では尾鉱回収率向上の新技術開発と応

用、鉱山の生態復旧技術の総合実用などが追加

された。 

 

(3) レアアース、タングステンの採掘総量制限

指標 

2006 年から、レアアース、タングステンにつ

いては資源の乱掘・不法採掘防止、環境汚染対

策の観点から年間採掘総量を政府(国土資源部)

自らがコントロールするガイドラインを設けて

いる。｢2007 年タングステン鉱床とレアアース

鉱床採掘総量の制限指標発布に関する通達｣(国

土資発｢2007｣71 号)によると、2007 年国内タン

グステン精鉱の採掘総量は 59,270t(65％WO3)で

2006 年に比べると 210t 増加し、0.36％の伸び

率となっている。その内訳はタングステン採掘

総量(タングステンのみを採掘している鉱

山)54,810tで 2006年と同様水準である。また、

各省に配分された指標も 2006 年と同様である。

タングステンの総合回収利用(タングステンを

随伴鉱物として回収している鉱山)指標は

4,460t で 2006 年より 210t 増え、4.94％増加し

た。そのうち、江西省 100t、広西チワン族自治

区 100t、青海省 10t がそれぞれ増加した。 

  2007 年国内稀土酸化物採掘総量は 87,020t

で 2006 年に比べると 50t 増加に留まりほぼ

2006 年と同水準である。内訳は、軽希土 78,200t

で 2006 年と同水準、中・重稀土 8,820t で 2006

年より 50t 増加した。 

 

(4) 鉱物資源の輸出抑制策 

① 輸出増値税の還付率の調整 

2006 年 9 月 14 日に財務部、国家発展改革委

員会、商務部、税関総署及び国家税務総局の 5

機関は共同で輸出時に適用される増値税の還付

制度を廃止する品目、還付率を引き下げる品目

及還付率を引き上げる品目を明記した｢一部商

品の輸出増値税還付率調整及び加工貿易類禁止

商品追加に関する｣通達、これまでに輸出増値税

還付を取り消された品目及び今回取り消された

品目を加工貿易禁止リストに入れ、9 月 15 日か

ら施行することを発表した。 

通達は、環境汚染に影響を及ぼす産業やエネ

ルギー多消費型産業では還付率が低減、或いは

廃止され、科学技術系の産品の還付率が引き上

げられたことは中国政府の経済政策を体現した

ものである。同時に還付率の引き下げは実質増

税となり輸出抑制策であることから、低価格製

品の輸出で欧米諸国との間で大きな貿易摩擦を

引き起こしていたため、貿易黒字の増大を抑え、

人民元相場の上昇圧力を抑える狙いもある。 

非鉄金属産品については、通達では｢輸出増値

税還付率の取り消す産品｣或いは｢輸出増値税を

引き下げる産品｣に位置づけられ、還付率を 0％

或いは 13％から 5％、8％、11％に引き下げられ

た。これは非鉄金属産業が環境高負荷かつエネ

ルギー多消費型産業であるという側面もあるが、

中国政府による国内資源の国内活用振興策(国

内資源の囲い込み政策)の一環でもある。 

2007 年 7 月 1 日には、アルミニウムの棒・形

材・線材などが輸出増値税還付を取り消された。

また、輸出増値税還付率を引き下げられた品目

は、鉛、亜鉛、錫などの加工製品が対象とされ

ている。表 2-1 にこれまでの輸出増値税の低減

推移を示す。 
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表 2-1.輸出増値税の低減推移 
 2004.1.1 2005.5.1 2006.1.1 2006.9.15 2007.7.1 
銅 
 精鉱 
 粗銅 
 銅くず 
 精製銅、銅合金 

銅及び銅合金粉末 
 伸銅製品等 

 
13％→0％ 
17％→0％ 
13％→0％ 
17％→5％ 
 

   
 
 
 
5％→0％ 
13％→0％ 
13％→5％ 

 

亜鉛 
 精鉱 
 金属 
 加工品(棒材、箔等) 

 
13％→0％ 
15％→11％ 

 
 
11％→8％ 

 
 
8％→5％ 

 
 
5％→0％ 
13％→8％ 

 
 
 
8％→5％ 

鉛 
 精鉱 
 金属 
 加工品(棒材、線材等) 

 
13％→0％ 

   
 
13％→0％ 
13％→8％ 

 
 
 
8％→5％ 

ニッケル 
 精鉱 
 金属 
 ニッケル(メッキ用陽極) 
 加工品(粉末、棒材等) 

 
13％→0％ 
13％→8％ 
13％→0％ 

 
 
8％→0％ 

 
 
 

 
 
 
 
13％→5％ 

 

アルミニウム 
 金属 
 酸化アルミ 
 加工品(棒材、アルミ板等) 
 加工品(線材等) 

 
15％→8％ 
15％→0％ 

 
8％→0％ 

  
 
 
13％→11％ 
 
13％→8％ 

 
 
 
11％→0％ 
 
8％→0％ 

錫 
 精鉱 
 金属 
 加工品(棒材、箔、粉末等) 

 
13％→0％ 
 

 
 
13％→8％ 

 
 
8％→5％ 

 
 
5％→0％ 
13％→8％ 

 
 
 
8％→5％ 

タングステン 
 精鉱 
 金属 

 
13％→0％ 
 

 
 
13％→8％ 

 
 
8％→5％ 

 
 
5％→0％ 

 

アンチモン 
 精鉱 
 金属 

 
13％→0％ 

 
 
13％→8％ 

 
 
8％→5％ 

 
 
5％→0％ 

 

インジウム 17％→13％ 13％→0％    

モリブデン 
 精鉱 
 金属 

 
13％→8％ 

 
8％→0％ 
 

 
 
 

 
 
13％→0％ 

 

マグネシウム 
 軽焼マグネシウム 
 重焼マグネシウム 
 金属 
レアアース 
 稀土類金属鉱石 
 金属酸化物 
 塩化物  

 
13％→5％ 
13％→5％ 
 
 
13％→0％ 
13％→5％ 
13％→5％ 

 
5％→0％ 
5％→0％ 
 
 
 
5％→0％ 
5％→0％ 

 
 
 
13％→5％ 

 
 
 
5％→0％ 

 

ビスマス    13％→0％  

出典：北京事務所作成 

② 輸出税の調整 

 中国財政部は 2006 年 10 月 27 日に、資源製品

及び技術革新に繋がる商品の輸入を一層奨励し、

エネルギー多消費で環境汚染の原因となる資源

製品の輸出を一層抑制するために、国務院関税

税則委員会第 7 回全体会議で審査、採択し、国

務院の承認を受け、2006 年 11 月 1 日から、一

部輸出入商品の暫定税率を調整することを定め

ている。 

 同通達は、暫定税率形式で 110 項商品に対し

輸出税を賦課することとなった。そのうち、燐

灰石、希土類金属鉱石、金属鉱石など 44 項目の

鉱産品を 10％、石炭、コークス、原油等 4 項目

のエネルギー類製品を 5％、銅、ニッケル、電

解アルミなど 11 項目の非鉄金属製品を 15％、

鉄合金、銑鉄、鉄鋼スラグなど 30 項目の鉄鋼製

品を 10％、希土類化合物、木製フロア、割箸な

ど 21項目製品を10％に引き上げる内容である。 
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 中国財務部は、2007 年 1 月 1 日からは更に追

加して非鉄金属製品ではタングステンを 0 から

5％、モリブデン、インジウム、クロムを 0 から

15％に引き上げた。一方で、銅及び銅合金の輸

出税を10或いは5％から0％に引き下げた。2007

年 6 月 1 日からは、レアメタル、精製鉛、酸化

ジスプロシウム、酸化テルビウム及び一部非鉄

金属スクラップなどの製品に対し、5～15％の輸

出関税を賦課し、ニッケル、クロム、タングス

テン、マンガン、モリブデン及び希土金属など

金属鉱石の輸出関税を現在の 10％から 15％に

引き上げた。更に、2008 年 1 月 1 日から、レア

メタル、レアアース製品を対象に最大 25％まで

輸出関税を引き上げることとなった。 

③ 輸出量割当制度の品目拡大 

 中国商務部、税関総署は2007年6月18日より、レア

メタルの輸出管理を一層強化し、輸出経営の秩序を規範

化するため、インジウム、モリブデン輸出に対する輸出

割当を実施した。レアメタル関連では、従来から実施さ

れていた希土類、タングステン、アンチモン、錫にイン

ジウム、モリブデンが加わり、合計6品目となった。 

  

(5) “走出去”戦略 

中国政府は、中国の改革開放はすでに新しい段

階に入り、｢走出去(海外進出、対外投資)｣戦略

を積極的に推し進めている。これまでの商品(一

次産品中心)、観光、労働サービスに続き、今で

は中国資本が怒濤のごとく海外へ進出している。

｢走出去｣の重点進出先は発展途上国であり、ア

ジア地域である。｢走出去｣戦略の実現には｢産官

学｣連携が不可欠であるとして、産業界の資本資

源、政府の外交資源、学術界の科学研究資源の

3 つが｢走出去｣戦略に参画しなければならない

との認識である。 

温家宝総理が第 10 期全国人民代表大会で｢輸

入促進と中国企業の海外展開｣について報告し

た中で、輸入促進については｢国内で不足してい

る原材料、技術および重要設備の輸入を増やし、

輸入源の多元化を推進する｣としている。また、

対外展開では、｢中国企業の海外進出を速め、各

種所有制企業が様々な形で対外投資し、国際市

場を開拓するよう奨励する｣としている。 

中国商務部が公表した統計によると、2007 年

の中国企業(金融を除く)の対外直接投資が前年

比 6.2％増の 187 億 2,000 万 US$で 2007 年末の

累計では 920 億 2,000 万 US$に達した。 

資源開発分野での対外直接投資については、

2006 年 11 月に開催された中国鉱業大会におい

て、｢2006 年の資源開発の対外直接投資額は

85.4 億$、投資ストック(残高)は 179 億$で、全

投資ストックの 19.8％を占め、主に石油・天然

ガス開発と金属鉱産資源の採掘・選鉱・製錬に

投資している。3 大手石油企業の他、中国有色

鉱業集団、五鉱集団、中信集団、中国アルミ業

集団、首都鉄鋼集団、紫金鉱業集団、雲南錫業

集団などの企業が海外で契約を締結し、一連の

金属鉱産資源プロジェクトを実施している。中

国鉱業企業の海外進出は次第に石油から金属鉱

山に変わり、対象も採掘からリスク探査に、進

出企業も国有企業から多種所有制企業に変化し

ている。国内の鉱業企業が海外への投資を一層

拡大し、地域の経済発展、雇用促進に貢献して

いる。｣と述べた。しかし、2005 年に中国が権

益を持つザンビアの Chambishi 鉱山において、

49 人もの現地労働者が死亡する事故がおき、ま

た、2006 年は労働条件を巡っての騒乱で、現地

従業員の射殺事件が起こっていること、2008 年

に入ってからも Chambishi 銅製錬所で賃金と労

働条件の改善を求めてストライキが行われるな

ど、必ずしも、順調に進んでいるとはいえない。 

2007 年は、資金力のある中国アルミ業集団、

中国有色鉱業集団、五鉱集団、中国冶金科工集

団などの中央大手企業及び新興勢力の紫金鉱業

集団と技術力のある江西銅業集団、銅陵有色集

団、雲南銅業集団などが業務提携し、開発対象

地域も従来のアフリカ、近隣諸国のみならず南

米(特にペルー)に進出していることが特徴的で

ある。また、2007 年の中国の外貨準備高が 1 兆

6,000 億 US$と、世界第 1 位の水準にまで拡大を

遂げる中、2007 年 9 月に｢中国投資有限責任公

司｣を設立し、豊富な外貨を武器に政府主導で内

外の優良資産・プロジェクトに投資する動きも

始まった。表 2-2 に 2007 年の海外進出実績を示

す。 
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表 2-2.2007 年中国企業の海外進出実績 

●＝  

JOGMEC 本部作成 

 

(6) 産業構造調整 

 中国国家発展改革委員会は 2005 年 12 月 21

日付けで産業構造調整目録を公布した。これは、

中国政府が資源の無駄使いを強く認識し、持続

可能な資源節約型社会構築へ大きく構造転換し、

包括的な産業構造の調整策を打ち出すことによ

って、国内の産業構造を見直すことが狙いとし

ている。これは、中国政府が資源の無駄使いを

強く認識し、持続可能な資源節約型社会構築へ

大きく構造転換し、包括的な産業構造の調整策

を打ち出すことによって、国内の産業構造を見

直すことが狙い。同目録は 3 つの産業分野別に

区分し、今後の展開を明確に示唆したものとな

っている。すなわち、各プロジェクトや製品、

設備についてエネルギー消費効率、需給、環境

への負荷などに基づき｢奨励｣、｢抑制｣、｢淘汰(廃

止)｣の 3 つに分類し、今後の方向性を厳格に示

しており、奨励対象は 539 種、規制対象は 190

月 中国企業名 対外活動

河南少林水利有限公司 河南少林水利有限公司、アルジェリアの鉛・亜鉛鉱床、金鉱床を探査・開発するため、アルジェリア・エネルギー・鉱物資源省等と協定を締結

福建紫金鉱業公司 福建紫金鉱業公司、ミャンマーで大型ニッケル鉱床を発見し、3年後に生産を開始すると発表

金川集団公司 金川集団公司、Philnico Industrial Corp.とNonocニッケル鉱山の開発について交渉決裂

福建紫金鉱業公司
銅陵有色集団公司

両社共同でロンドン証券取引所に上場されている銅鉱山会社であるモンテリコ・メタルズ社を買収する計画であると発表

青銅峡アルミ業集団公司 インドのAshapura Minechem社とのインドGujarat酸化アルミ工場建設プロジェクトが国家発展改革委員会により認可

中国アルミ公司 豪州・Aurukunボーキサイト鉱山／酸化アルミプロジェクトの開発契約締結

Minmetals社
ポーランドKGHM社と在中国ポーランド大使館で戦略的協力協議を締結し、両社の協力分野を一層拡大することとなった。ポーランド経済省大
臣、経済省備蓄部副部長、在中国ポーランド大使及び両国経済業界とマスコミ等100人余りが調印式に参加

厦門タングステン業株式有限公司 生産能力60万t/yの豪州King Island島のタングステン鉱山開発投資放棄

中国冶金科学工業集団
江西銅業集団
紫金鉱業集団の3社

アフガニスタン・Akinak銅プロジェクト開発協定締結

●河実業集団
北朝鮮恵山銅鉱山に関する2007年からの15年間の開発権を取得。
（2006年末に銅鉱山権益を推定51％を取得。）

5月
中国有色鉱業集団公司の傘下の
中国有色金属建設株式有限公司
中国機械工業集団公司

サウジアラビア投資総局及びサウジアラビア西部工業開発公司と共同で実施するサウジアラビアJIZanアルミ-電力プロジェクトの協力協定書調印
式

6月 中国アルミ業集団公司 豪州鉱山開発に24億US$投資へ

7月 中国有色鉱業集団公司
ミャンマーのDagong Mt.ニッケルプロジェクトについて中国政府の承認を得、中国輸出入銀行、国家開発銀行からの資金援助を受け、2007年内
に建設を開始

紫金鉱業集団公司 ロシアの鉛・亜鉛鉱山を買収

中原連合鉱業公司 アルジェリアで大規模鉛・亜鉛鉱床発見

金川集団公司 パプアニューギニアのRamuニッケル・コバルト鉱山開発プロジェクトに投資

五鉱集団公司 ポーランドKGHMと北京で資源の共同開発協定を締結し、国内外の非鉄金属資源の共同開発を実施

紫金鉱業集団公司 東シベリアのロシア・ツヴァ共和国のKyzyl鉛・亜鉛鉱山開発の覚書をツヴァ共和国と締結

中鉱国際投資有限責任公司 既存鉱山や操業を開始する予定の鉱山に資本参加する方法が中国企業の一般的手法と異なり、豪州の未開発銅鉱床買収について鉱床

中国国際五鉱有限責任公司 南アフリカのMission Point社及びVersatex社とそれぞれ覚書を締結し、フェロクロム鉱床の探査権を買収する計画

五鉱集団公司
江西銅業集団公司

五鉱集団公司は国内の大手銅生産企業である江西銅業集団公司と、2007年10月8日に戦略的協力契約を締結した。両社は、国内外の金属鉱
物資源の共同開発を実施する予定。

中国アルミ業公司 豪州Aurukunボーキサイト鉱床開発許可が中国政府により認可される

中国有色鉱業集団公司
ミャンマー・達貢山(Dagongshan)ニッケルプロジェクトは、合弁企業の設立条件、利益配分などでミャンマー側と食い違いが生じたため、プロジェク
トの建設が一時中止

中国冶金建設集団公司 アフガニスタンの銅鉱床開発権を競争入札で落札

江蘇省有色華東地質探査局 インドネシア鉱業公司と資源開発協力に関する合意に達し、インドネシア国内960万km2の鉱業権を所有

北京Donia資源公司 中国・エチオピア共同探鉱プロジェクトの最初のボーリング探査で高品位の銅・亜鉛・金鉱床を発見

自動車部品メーカーの万向集団
北朝鮮の採掘工業省に属する恵山青年銅鉱山と共同で合弁企業である恵中鉱業共同経営企業を設立。万向集団公司の北朝鮮恵山青年銅鉱
床への開発投資が正式に動き出す。

江西銅業集団公司
中国五鉱集団公司

共同でカナダの鉱山会社ノーザン･ペルー・カッパー社を総額4億5,500万C$で買収することを公表

中国地質鉱業総公司 サウジアラビアのAl-Masane Al-Kobra鉱業会社とAl-Masane銅・亜鉛・金プロジェクトを共同開発する正式契約を締結

Minmetals社 チリ・エスペランサ銅・金鉱山の権益取得に向けた交渉

中国有色金属工業協会 CODELCOと交流及び技術支援に関する覚書きを北京で締結

中国有色鉱業集団公司傘下の中国有色金
属建設株式有限公司

受注していたカザフスタンの電解アルミプロジェクトの第1期が、2007年12月12日に操業開始

12月

8月

9月

10月

11月

1月

2月

3月

4月
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種、淘汰対象は 399 種となっている。中国政府

は、生産設備過剰がデフレ圧力を高めることを

警戒しており、内需の拡大策と併せ、設備過剰

分野の新規・拡張プロジェクトの制限、旧式設

備・技術の淘汰、環境対策の強化に取り組む方

針を打ち出している。 

 中国国家発展改革委員会は、設備過剰分野の

新規・拡張プロジェクトの制限、旧式設備・技

術の淘汰、環境対策の強化に取り組むため、2006

年 8 月 4 日に｢銅製錬産業への参入条件｣、2006

年 12 月 22 日に｢タングステン、錫、アンチモン

産業への参入条件｣、2007 年 3 月 6 日には｢鉛・

亜鉛産業への参入条件｣、2007 年 11 月 13 日に

は｢アルミニウム産業への参入条件｣を矢継ぎ早

に公告し、各種産業への新規・拡張プロジェク

トへの厳格な参入条件を提示している。公告の

内容はいずれも各種産業の健全な発展を促進し、

環境保護を強化し、資源を総合的に利用し、産

業の投資行為を規範化し、盲目的投資や低レベ

ルな重複建設を阻止することを目的としている。

同時にこれらの政策を実行することにより産業

構造が調整され、産業の競争力が強化されるこ

とを狙っている。 

 

3.主要非鉄金属の生産・輸入・消費・輸出動向 

(1) 各種非鉄金属の精鉱生産状況 

① 主要 6 鉱種の精鉱生産状況 

2007年の一定規模(年間販売額 500万元以上)

を有する企業の銅、鉛、亜鉛、ニッケル、錫、

アンチモンなど 6 種の 2007 年の精鉱生産量(金

属量)は、2006 年と比較して 23.7％増の 473.3

万 t となった。その内訳は以下の通り。銅精鉱

は同比 10.1％増の 83.1 万 t、鉛精鉱は同比

28.8％増の 95.3 万 t、亜鉛精鉱は同比 27.8％増

の 273.8 万 t、ニッケル精鉱は同比 1.45％増の

7.0 万 t、錫精鉱は同比 15.4％増の 6.0 万 t、ア

ンチモン精鉱は同比19.1％増の 8.1万 tとなっ

た(表 3-1)。 

 
表 3-1.主要非鉄精鉱生産推移(金属量) 

                                          (単位：万 t) 

年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

銅 48.7 52.0 59.3 58.7 56.8 58.8 60.7 65.1 75.5 83.1

鉛 58.1 54.9 66.0 67.6 64.1 63.3 59.8 62.7 74.0 95.3

亜鉛 127.3 147.6 178 169.3 162.4 164.1 172.5 182.2 214.2 273.8

ニッケル 4.9 5.0 5.0 5.2 5.4 6.1 6.3 6.0 6.9 7.0 

錫 7.0 8.0 9.9 9.3 6.2 5.6 6.4 7.8 5.2 6.0 

アンチモン 9.7 9.1 9.9 9.7 6.0 4.7 5.2 6.2 6.8 8.1 

出典：有色金属工業協会 

 

② タングステン、モリブデン精鉱の生産状況 

2007 年の一定規模を有する企業のタングス

テン精鉱換算量は前年比 0.72％増の 80,400t、

モリブデン精鉱換算量は同比 50.99％増の

147,400t であった。中国のタングステン精鉱は

主として江西、湖南、広東の 3 省に集中し、2007

年ではそれぞれのタングステン精鉱生産量が前

年比では江西 7.2％減の 37,250t、湖南 14.63％

増の 30,952t、広東 64.20％減の 2,741t となっ

た。2002 年から 2005 年までタングステン精鉱

の生産量は7万t程度で落ち着いていたが、2006

年以降は約 8 万 t となった。モリブデン精鉱は

主として河南、陝西、内モンゴルの 3 省に集中

している。2007 年ではそれぞれモリブデン精鉱

生産量が前年比では河南 66.58％増の 71,813t、

陝西前年比 6.14％増の 33,127t、内モンゴル

171.36％増の 8,889t となった。タングステン精

鉱の大手メーカーは江西希有稀土タングステン

業集団公司で、モリブデン精鉱の大手メーカー

は金堆城モリブデン業公司である。中国のタン

グステン精鉱生産量は世界第 1 位で、2007 年の

精鉱生産量は世界の総生産量の 87.5％を占め、

またモリブデン精鉱生産量は世界第 1 位で世界

の総生産量の 31％以上を占めている。 

 

③ 酸化アルミの生産状況 

2007 年 の 中 国 酸 化 ア ル ミ の 生 産 量 は

1,945.65 万 t、対前年同期比 42％増加し、その

うち中国アルミ業公司の生産量は 1,050 万 t、

対前年同期比 8.7％増加した。他の酸化アルミ

生産量は約 900 万 t、対前年同期比 120％の増加

となった。2007 年末までに中国国内には 25 社
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の酸化アルミ企業がある。生産量が 80 万 t を超

えた企業は 10 社まで上昇し、これら企業の酸化

アルミ生産量は 1,634.61 万 t/年、全国の酸化

アルミ生産量の 84.01％を占めている。 

山東分公司の31万tバイヤ法拡張プロジェク

トが操業開始した。中州分公司の改善プロジェ

クトが稼動し、中国アルミ業公司の酸化アルミ

生産量が増加した要因となった。他の酸化アル

ミ企業の生産量増加は主に山東省、河南省に集

中し、強い需要によって、既存企業が生産能力

を拡張し続け、大幅に生産量を上昇した。2007

年には新規に 5 社企業が操業を開始した。 

 

(2) 非鉄金属地金生産状況 

2007 年における 10 種(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)の非鉄金属生産量は 2,360.52 万 t

に達し、2006 年比で 23.44％増となった。中国

の10種非鉄金属の生産量は連続6年世界第一位

を占めている。2007 年における 10 種非鉄金属

生産量は 2000 年の 3.01 倍、この間の年平均成

長率は 17.10％となった（表 3-2)。 

表 3-2.10 種非鉄金属地金の生産量 
 (単位：万 t) 

年 別 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
07/06
増減率
(％) 

10 種合計 783.8 883.7 1,012.0 1,205.0 1,430.0 1631.8 1,971.0 2360.5 23.44 

銅 137.1 152.3 163.3 184.0 217.0 258.3 299.9 349.7 16.61 

アルミ 298.8 357.6 451.1 556.3 683.7 780.6 934.9 1255.9 34.33 

鉛 110.0 119.5 132.5 157.8 181.2 237.9 273.6 275.7 0.80 

亜鉛 195.7 203.7 215.50 229.2 251.9 271.1 315.3 371.4 17.80 

ニッケル 5.1 5.0 5.2 6.5 7.5 9.5 10.8 11.6 7.40 

錫 11.2 10.5 8.2 10.0 11.7 11.9 13.8 15.1 9.42 

アンチモン 11.3 14.8 12.3 10.2 12.5 14.6 15.0 15.3 2.0 

水銀(t) 203 193 495 612 424 361 259 298 15.05 

マグネシウム 14.2 20.0 23.5 33.9 42.6 47.0 52.4 62.3 18.89 

チタン(t) 1,905 2,468 3,648 4,118 4,964 9,274 13,300 30,458 229.00 

出典：中国有色金属工業協会 

 

 2007 年の地域別 10 種非鉄金属生産量は、100

万 t を超えたのは 8 省区である。河南省が依然

として全国首位の座を維持し、2006 年と比較し

て 29.60％増の 428.14 万 t に達している。その

次は雲南(同比 17.48％増の 220.65 万 t)、山東

(同比 51.07％増の 193.06 万 t)、湖南(同比

12.86％増の 159.77 万 t)、山西(同比 33.10％増

の 157.00 万 t)、甘粛(同比 10.67％増の 145.23

万 t)、内モンゴル(同比 50.06％増の 131.98 万

t)、青海(同比 17.66％増の 102.21 万 t)の順で

ある。これら 6 省区の生産量は、合計 1,538.04

万 tで、全国総生産量の 65.16％を占めている。 

 

(3) 非鉄金属別生産状況  

① 銅 

2007 年の銅生産量は 2006 年比 16.61％増の

349.7万 tであった。また 2007年の銅生産量は、

2000 年の 2.55 倍で、この間の年平均成長率は

17.54％になっている。2007 年の中国の銅生産

量は世界第1位で世界総生産量の19.5％を占め、

同年の銅生産量上位 5 省･区は江西、安徽、雲南、

甘粛、浙江の順になっている。 

2007 年の主要企業の銅生産の状況は、銅生産

上位 5 位までの企業が銅陵有色金属(集団)公司、

江西銅業集団公司、雲南銅業集団有限公司、大

冶有色金属公司、金川集団有限公司であり、5

社の総生産量は 210.7 万 t(2006 年は 178 万 t)

で全国総生産量の 60.25％を占めている。同 5

社のシェアーは昨年のシェア(59.33％)と変化

がないことから、全体の生産量の増加はこれら

5 社による生産増によるものであり、その他中

小の精練企業は生産を伸ばしていない。これら

上位 5 社の 2007 年の銅生産量は、いずれも 20

万 t 以上であり、2007 年は銅陵有色金属公司が

2006年に引き続き世界第 3位の銅生産企業とな

った(表 3-3)。
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表 3-3.主要銅生産企業の銅地金生産量 

 (単位：t) 

企  業  名 2006 年 2007 年 増減率（％） 

総生産量 2,998,945 3,496,946 16.61 

銅陵有色金属公司 548,781 623,486 13.61 

江西銅業集団公司 443,443 553,266 24.76 

雲南銅業集団有限公司 360,100 435,226 20.86 

金川集団有限公司 205,379 243,908 18.76 

大冶有色金属公司 204,558 251,238 18.58 

出典：中国有色金属工業協会 

 
② アルミニウム 

2007年の電解アルミ生産量は前年より 321万

t 増の 1,255.9 万 t に達し、前年比 34.33％増と

なり、中国の電解アルミ生産量は連続 6 年世界

第 1 位となった。成長率は 2006 年より 14.6 ポ

イント上昇した。2007 年の電解アルミの生産量

が 50 万 t を超えた省・区は河南省・山東省・山

西省・内モンゴル・青海省・甘粛省・貴州省・

寧夏・雲南省・四川省の 10 省・区で、生産した

電解アルミは合計 1,086.21 万 t、全国生産量の

86.49％を占めた。 

2007 年、電解アルミ生産量が 10 万 t 超の企

業が 34 社から 42 社に増えた。この 42 社(中国

アルミ業 1 社を 29 社として計算)による電解ア

ルミの生産量の合計は 1,040.74 万 t、全国生産

量の 82.87％を占め、2006 年比 6.5 ポイント上

昇した。そのうち生産量 20 万 t 超の企業は 21

社(中国アルミ業1社を21社として計算)で生産

量の合計は 743.32 万 t、電解アルミ全国生産量

59.19％を占めた。 

③ 鉛 

2007年の鉛生産量は前年比 0.80％増の 275.7

万 t で、2000 年の鉛生産量の 2.51 倍で、この

間の年平均成長率は 14.36％である。中国の鉛

生産量は連続 7 年世界第 1 位で、2007 年の生産

量は世界総生産量の 33.9％を占めている。 

2007 年は、7 省・区で鉛生産量が 10 万 t を超

えた。そのうち河南省・湖南省・雲南省・安徽

省の 4 省の鉛生産量が 20 万 t を超え、この 4

省の鉛生産量だけで全国鉛生産量の 75.48％を

占めた。2007 年の生産量が 10 万 t を超えた 7

省・区の鉛生産量は 244.9 万 t、全国鉛生産量

の 88.93％を占めた(表 3-4)。 

2007 年、鉛生産量 5 万 t 超の企業が 14 社か

ら 15 社に増えた。この 15 社の鉛生産量小計は

141.64 万 t、全国鉛生産量の 51.37％を占め、

2006 年比 6.42 ポイント増であった。中でも河

南豫光金鉛集団公司、安徽華鑫鉛業集団有限公

司、湖南水口山有色金属集団有限公司、雲南冶

金集団総公司の生産量が 10 万 t を超えた。 
 

表 3-4.2007 年省別鉛生産量 
 (単位：t) 

鉛 
省 別 

2006 年 2007 年 増減率（％） 
国内合計 2,714,918 2,757,435 0.80 
河 南 934,795 911,922 -2.45 
湖 南 485,963 489,170 0.66 
雲 南 322,289 371,857 15.38 
安 徽 338,883 308,493 -8.97 
広 西 168,961 150,443 -10.96 
江 蘇 77,579 115,280 48.60 
広 東 84,862 101,849 20.02 
寧 夏 52,663 60,168 14.25 
湖 北 47,876 49,910 4.25 
重 慶 21,159 30,687 45.03 

出典：中国有色金属工業協会 

④ 亜鉛 

2007 年の亜鉛生産量は前年比 17.80％増の

371.4 万 t で、2000 年の 1.90 倍、この間の年平

均成長率は 9.69％である。中国の亜鉛生産量は

連続 11 年世界第 1 位を維持し、2007 年の亜鉛

生産量は世界総生産量の 33.1％を占めている。 
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2007年は、10省・区で亜鉛生産量が10万tを超え、

そのうち7省で亜鉛生産量が20万tを上回った。この

7省は、湖南省、雲南省、遼寧省、陕西省、広西省、甘

粛省、四川省で、以上の7省・区の亜鉛生産量が全国の

亜鉛生産量の 79.20％を占めた。2007 年に生産量が10

万tを超えた10の省・区の亜鉛生産量は348.26万tで、

全国亜鉛生産量の93.76％を占めた(表3-5)。 

また、亜鉛生産量が 10 万 t を超えた企業が 9

社に増えた。この 9 社の亜鉛生産量の小計は

174.66万tで全国亜鉛生産量の47.02％を占め、

2006 年比 1.65 ポイントの増加であった。この 9

社は次の通り。株洲精錬集団有限公司、葫芦島

有色金属集団公司、雲南冶金集団総公司、中金

嶺南有色金属股份公司、白銀有色金属(集団)有

限責任公司、蘭坪金鼎鋅(亜鉛)業有限公司、漢

中八一鋅(亜鉛)業有限公司、河南豫光金鉛集団

公司、巴彦淖璽紫金有色金属有限公司である。 

 
表 3-5.2007 年省別亜鉛生産量 

 (単位：t) 
亜   鉛 

省 別 
2006 年 2007 年 増減率（％）

国内合計 3,152,961 3,714,188 17.80 
湖 南 690,639 785,809 13.78 
雲 南 620,023 749,546 20.89 
遼 寧 289,087 366,100 26.64 
陝 西 252,396 316,379 25.35 
広 西 253,773 285,596 12.54 
甘 粛 231,715 232,341 0.27 
四 川 198,115 205,862 3.91 

内モンゴル 92,728 190,664 105.62 
広 東 140,916 187,901 33.34 
河 南 145,378 162,402 11.71 

出典：中国有色金属工業協会 

 
⑤ ニッケル 

2007 年のニッケル生産量は前年比 7.40％増

の 11.6 万 t で、2000 年生産量の 2.27 倍、この

間の年平均成長率は 12.88％である。金川集団

公司の電解ニッケルの生産量は 10.61 万 t で国

内のニッケル総生産量の 91.62％を占めている。 

 

⑥ 錫 

 2007 年の錫生産量は前年比 9.42％増の 15.1

万 t で、2000 年の 1.35 倍、この間の年間平均

成長率は 5.41％である。地域別に見ると、中国

の錫製品は雲南、広西、湖南などの省区に集中

しており、この 3 省区で全国錫総生産量の

92.62％を占めている。錫の大手メーカーには雲

南錫業集団有限公司と柳州華錫集団有限公司が

ある。中国の錫資源は豊富で、その生産量は長

年世界第 1 位で安定しており、2007 年の錫生産

量は世界総生産量の 40.6％を占めている。 

 

⑦ アンチモン 

 2007 年のアンチモン生産量は前年比 2.0％増

の 15.3 万 t である。地域別に見ると、中国のア

ンチモン製品は湖南、広西、雲南に集中してお

り、この 3 省区で全国総生産量の 91.33％を占

めている。錫鉱山閃星アンチモン業有限公司が

中国最大のアンチモン製品メーカーである。ア

ンチモンは保護資源鉱種に属しているため、

2007年のアンチモン生産量は 2000年の1.35倍

である。中国のアンチモン生産量は世界第 1 位

で、2006 年の生産量は世界総生産量の 89.5％を

占め、国際市場のアンチモンは主に中国の生産

と供給に依存している状況にある。 

 

⑧ マグネシウム 

2007 年のマグネシウム生産量は前年比

18.89％増の 62.3 万 t で、2000 年の 4.39 倍、

この間の年平均成長率は 24.14％に達し、10 種

金属の中で成長スピードが最も速い品目である。

中国のマグネシウム生産量は連続 8 年世界第 1

位で、地域別では主として山西、河南、寧夏、

陝西の 4 省区に集中しており、この 4 省区のマ

グネシウム生産量が全国総生産量の約 96.92％

を占めている。なお、2007 年の中国のマグネシ

ウム生産量は世界総生産量の 84.2％を占めて
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いる。 

上述の非鉄金属品目の主要企業による生産量

の全国総生産量に占める割合から、中国の多く

の非鉄金属品目でその生産集積度が継続的に上

昇し、国際市場における競争力も強化されてい

ることが分る。 

 

(4) 主要鉱産物の輸出入額及び量 

 中国海関統計によると、2007年中国の非鉄金属

輸出入総額は前年と比べ 33.2％増の 875.08 億

US$となった。そのうち 2006年の輸入額は 611.19

億 US$、輸出額は 263.89億 US$で、それぞれ対前

年比 46.4％、10.2％の増加で、347.3 億 US$の輸

入超過となり、対前年比105.1％の増加となった。

中国の非鉄金属輸出入総額は年々大幅に伸び、

2007年の非鉄金属輸出入総額は 875.08億 US$で、

2002年の 167.84 億 US$と比較して約 5.2 倍とな

っている。一方輸出入量については、銅地金原料

となる銅精鉱、スクラップ、粗銅の輸入量を表 3-6.

に示す。また、中国の 2006 年の銅精鉱、銅スク

ラップの主要輸入相手国と輸入量をそれぞれ表

3-7及び表 3-8に示す。 

 銅原料輸入に関しては、銅精鉱は 2006 年と比

較して 25.04％増の 4,516,188t、スクラップ

12.98％増の 5,584,687t となった。また、粗銅

の輸入量は172,836tで 95.53％と大幅に増加し

ている。銅精鉱の最も輸入量の多い相手国はチ

リで、対前年比 5.49％増の1,329,703tである。

ペルーも 2005 年と同様第 2 位で、対前年比で

99.01％と大幅に増加している。また、ザイール、

南アフリカなどのアフリカ諸国からの銅精鉱輸

入は順調に増加し、それぞれ 36.34％、51.01％、

の増加となった。増加率を見るとペルーからの

輸入が 1.99 倍、ザイールから 1.51 倍の増加と

なった。銅スクラップ輸入については、最も輸

入量の多い国は日本で、対前年比 6.3％増の

2,071,081t となり、輸入銅スクラップ総量の

37.1％を占める。第 2 位はアメリカで 5.03％増

の 693,829t となった。最も増加率の大きい国は

スペインで 1.82 倍の 595,665t であった。 

鉛・亜鉛原料の輸入に関しては、鉛精鉱が

6.52％増、亜鉛精鉱は 159.73％増と大幅に増加

した。錫精鉱は昨年に比べ、191.75％と大幅増

加となった。ニッケル精鉱は国内の盛んな需要

に応えた形で、原料の輸入が急増し、昨年の

4.12 培となった。 

非鉄金属地金の輸出入に関しては、表 3-9 に

示すとおりである。地金の輸入量は、鉛、亜鉛

とも対前年比 25.02％、53.0％の大幅な減少と

なり、銅は対前年比 80.61％増と大幅に増加し

た。ニッケル地金は対前年比 7.46％増の

96,644t であった。一方、地金の輸出量は銅、

鉛、亜鉛、ニッケルとも急減し、対前年比それ

ぞれ、48.19％、56.10％、15.2％,25.2％減であ

った。この要因としては、中国政府による一連

の輸出増値税還付率の撤廃・引き下げ、輸出関

税率の引き上げ政策の影響によるものと推測さ

れる。
 

表 3-6.2006 年及び 2007 年の原料輸入量 
(グロス重量、単位：t) 

 2006 年 2007 年 増減率（％） 

銅：    精鉱 3,611,904 4,516,188 25.04

スクラップ 4,942,874 5,584,687 12.98

粗銅 88,394 172,836 95.53

アルミ：アルミナ 6,911,218 5,124,471 -25.85

スクラップ 1,765,374 2,090,610 18.42

鉛：    精鉱 1,188,678 1,266,142 6.52

スクラップ 22,869 2,682,332 11,629.1

亜鉛：   精鉱 828,370 2,151,486 159.73

スクラップ 72,483 42,171 -41.82

錫：    精鉱 7,094 20,697 191.75

スクラップ 0 0 0

ニッケル： 精鉱 3,777 15,563 311.98

スクラップ 449,286 1,972,078 338.94
出典：有色金属工業協会 
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表 3-7.2007 年の銅精鉱主要輸入相手国一覧 

 (グロス重量、単位：t) 

輸 入 地 輸 入 量 増減率(％) 

輸入総量 4,516,188 25.04

チリ 1,329,703 5.49

ペルー 1,017,174 99.01

モンゴル 551,701 1.73

オーストラリア 351,417 -32.01

カナダ 97,923 4.29

アメリカ 244,883 55.2

ザイール 54,890 51.01

南アフリカ 95,400 36.34

アルゼンチン 28,509 -51.03

メキシコ 87,962 33.49

コンゴ民主共和国 59,693 -25.02

出典：安泰科 

表 3-8.2007 年銅スクラップの主要輸入国一覧表  

(グロス重量、単位：t) 

輸入地 輸入量 増減率(％) 

輸入総量 5,584,687 12.98

日本 2,071,081 6.3

アメリカ 693,829 5.03

オーストラリア 320,402 -35.03

スペイン 595,665 82.47

フィリピン 151,710 -50.69

オランダ 324,586 61.52

韓国 167,382 -8.57

ベルギー 101,794 -36.43

ドイツ 144,620 4.02

イギリス 117,606 35.85
出典：安泰科 

 

表 3-9.2006 年及び 2007 年の製錬金属の輸出入量 

(グロス重量、単位：t) 

 2006 年 2007 年 増減率(％) 

銅地金：   輸入 827,021 1,493,701 80.61

輸出 243,029 125,914 -48.19

アルミ塊：  輸入 289,855 111,363 -61.5

輸出 838,286 160,793 -80.8

精製鉛：   輸入 33,406 25,048 -25.02

輸出 537,092 235,758 -56.10

亜鉛：    輸入 318,177 149,490 -53.0

輸出 325,405 275,649 -15.2

錫：     輸入 15,913 12,888 -19.0

輸出 19,982 23,477 17.4

ニッケル：  輸入 96,644 103,855 7.46

輸出 22,632 16,929 -25.2

出典：有色金属工業協会 
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(5) 主要非鉄金属の消費 

 2007 年の中国経済は 2006 年に引き続き急速

な発展が継続されており、2007 年の非鉄金属需

要は、2006 年同様旺盛な内需に支えられ堅調な

伸びを示している。中国政府は 2004 年 4 月に過

熱気味な中国経済に対しマクロ調整を行ったが、

経済面の大きな減速もなく堅調に推移している。

主要非鉄金属の消費の推移を表 3-10 に示す。銅

は 4,860.9 万 t(対前年比 33.2％増)、鉛は

2,506.2 万 t(同 12.5％増)、亜鉛は 3,585.4 万

t(同 15.1％増)、ニッケルは 327.8 万 t(同

36.5％)で世界第 1 位であり、それぞれの世界の

消費量に占める割合は、銅 27.06％、鉛 30.55％、

亜鉛 31.69％、ニッケル 23.11％である。前年と

比較して銅、ニッケルの伸び率が高くなってい

る(表 3-10 参照)。
 

表 3-10.主要非鉄金属の消費推移 
 (単位：千 t) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2006 増減率 

銅 2,307.3 2,736.9 3,083.7 3.363.9 3,639.1 3,609.5 4,860.9 33.2％ 

鉛 643.4 957.3 1,286.3 1,398.8 1,939.7 2,228.4 2,506.2 12.5％ 

亜鉛 1,512.3 1,676.1 2,003.5 2,551.2 2,925.7 3,115.3 3,585.4 15.1％ 

ニッケル 85.0 84.2 132.8 143.9 197.1 240.1 327.8 36.5％ 

出典：World Metal Statistics 2008 

4.主要鉱山企業の活動状況 

(1) 江西銅業集団公司 

江西銅業集団公司(以下｢江西銅業｣という)

の 2007 年の電気銅生産量は、2006 年と比べ

24.85％増加し 553,266t となり、年度計画の

100.66％に達成した。昨年と同様、国内銅企業

の中で第 2 位を占めている。銅精鉱中の銅金属

量は 15.46 万 t、対前年同期比 1.29％の減少と

なった。硫酸生産量は 117.94 万 t、対前年同期

比 7.99％増加し、年度計画の 100.04％を達成し

た。銅棒の生産量 36.03 万 t で、対前年同期比

41.19％増加し、年度計画の 97.377％を達成し

た(表 4-1)。 

2007 年 5 月、江西銅業集団傘下の武山銅鉱山

の鉱石処理量を 5,000t/日に拡張する工事を開

始した。当該プロジェクトが完成すると同鉱山

の鉱石処理量は 2,000t/日増加し、銅、金、銀、

硫黄の生産量が大幅に引き上げられ、同公司の

銅原料自給率も引上げられる。武山銅鉱山は、

中国国内最大の坑内掘り鉱山で推定埋蔵量は

4,000 万 t である。鉱床は南北二つに分かれ、

現在の出鉱量は 3,000t/日となっている。本プ

ロジェクトが完成後は、年間銅精鉱生産量

12,814t(金属量)、金 218kg、銀 7,512kg、硫黄

17.1 万 t、硫黄精鉱 33.19 万 t を生産する。精

鉱は同公司傘下の貴渓製錬所に供給する。 

2007 年 7 月、江西省九江市にある城門山銅鉱

山の採掘権が江西銅業集団に正式に移転された。

今回の採掘権移転により、城門山銅鉱山の採掘

能力は現在の 2,000t/日から 7,000t/日に引き

上げられ、江西銅業集団公司にとっては重要な

原料供給基地となると同時に九江市の経済成長

にもつながる。江西銅業集団は城門山銅鉱山の

再編を行い、2007 年 10 月から城門山銅鉱山の

採掘は江西銅業集団公司により管理された。城

門山銅鉱山は、銅、硫黄を主とし、モリブデン、

鉄、亜鉛、金、銀、レニウム、タリウム、セレ

ン、テルル、ゲルマニウムなど希少金属を随伴

共生する大規模多金属鉱床で、鉱石埋蔵量は

2.2 億 t で銅金属量 165 万 t、硫黄 3,768 万 t

である。 

江西銅業傘下の貴渓製錬所の 30 万 t 銅製錬

建設工事がほぼ完了した。2007 年 8 月 1 日に試

運転開始となり、江西銅業集団は 70 万 t の銅製

錬生産能力を保有し、世界銅産業のベスト 3 に

入った。本銅製錬建設プロジェクトへの投資総

額は、約 35 億元である。2005 年 12 月に工事を

開始し、世界最新の銅フラッシュ製錬技術及び

ステンレスの陰極板を使用するパーマネントカ

ソード法を取り入れ、国家の産業政策及び銅産

業参入条件に適合する銅製錬プロジェクトであ

る。 

江西銅業集団は、四川省冶金地質探査局と戦

略的協力契約を締結し、それぞれの優位性を発

揮し、四川省涼山州の鉱物資源特に銅鉱資源に

対する共同探査・開発事業を展開する。涼山州

には 82 種類の鉱種があり、超大規模、大規模鉱

床 30 箇所、中規模鉱床 63 ヵ所がある。そのう
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ち銅鉱資源は、四川省銅鉱資源の半分以上を占

めている。四川省にとって重要な銅鉱探査地域

である。また、江西銅業集団は、江西省地質鉱

産局と正式に鉛亜鉛鉱権益移転契約を締結し、

全面的な戦略的協力事業を展開している。 

五鉱集団公司は国内の大手銅生産企業であ

る江西銅業集団公司と、2007 年 10 月 8 日に戦

略的協力契約を締結した。両社は、国内外の金

属鉱物資源の共同開発を実施する予定である。

江西銅業集団公司は五鉱集団公司と国内で戦略

的協力事業を展開する唯一の銅生産企業となっ

た。契約書によれば、両社はそれぞれ優位性を

発揮し、国内外の銅、金、鉛、亜鉛、ニッケル、

レアアース及び鉄などの資源開発プロジェクト、

金融支援、原料調達、技術確保、人材の交流な

ど幅広い分野で協力していく。 

江西銅業は中国五鉱集団公司と共同でカナ

ダの鉱山会社ノーザン・ペルー・カッパー

(Northern Peru Copper,NPC)社を買収すること

を発表した。NPC 社はカナダ・トロント取引所

で株式上場しており、今回江西銅業と五鉱非鉄

金属の両社は NPC 社を 100％買収する予定であ

る。 買収額は 1 株あたり 13.75C$、総額は 4 億

5,500 万 C$に達し、およそ 33 億 5,400 万元(約

537 億円)に相当する。買収後、江西銅業と五鉱

非鉄金属はそれぞれ 40％、60％を出資し、登録

資本 11 億 5,000 万元で、新たに｢五鉱江西銅投

資有限会社｣を設立する。なお、契約によれば、

買収は 2008 年初頭にも完了する予定である。江

西銅業はノーザン・ペルー・カッパー社の銅精

鉱の全量を引き取る計画である。 

中国冶金科学工業集団、江西銅業集団、紫金

鉱業集団の 3 社は、アフガニスタンの Aynak 銅

鉱床の開発協定を締結した。アフガニスタンの

Aynak 鉱床の協力開発及び他の鉱業分野での協

力について、中国冶金科学工業集団が本プロジ

ェクトの事前予備探査、開発設計を担当し、江

西銅業集団と紫金鉱業集団が鉱山経営管理を担

当する。今後の計画として、中国冶金科学工業

集団が本プロジェクトの開発工事請負に参画し、

江西銅業・紫金鉱業集団にその権益分の銅精鉱

を優先的に販売する予定である。中国冶金科工

集団と江西銅業集団、紫金鉱業集団からなる入

札団が同国最大の銅鉱 Aynak の優先開発権を取

得した。上記 3 社の落札価格は 28.7 億 US$と見

込まれる。本銅鉱床の開発は早ければ半年後に

着工される。本銅鉱床は世界で探査された最も

大きな銅鉱床の一つで、探査された銅鉱石埋蔵

量は 6.9 億 t、銅含有率は 1.65％、銅埋蔵量は

1,133 万 t(金属量)で、その規模は中国の銅鉱埋

蔵量全体の 3 分の 1 以上に匹敵する。 

 
表 4-1.2002―2007 年江西銅業集団主な製品の生産量 

        (単位：t) 

年 2002  2003  2004  2005  2006  2007  

カソード 231,613 343,088 415,052 421,586 443,443 553,266

アノード 195,313 N/A N/A 293,800 458,100 N/A

銅精鉱 150,809 156,062 157,347 151,970 152,000 154,600

出典：安泰科 

 

(2) 銅陵有色金属(集団)公司 

銅陵有色金属(集団)公司(以下｢銅陵有色｣と

いう)の 2007年の銅カソード生産量は 623,486t

で、2 年連続で中国国内第 1 位となり、対前年

比で 14.5％増加した。2007 年の銅精鉱生産量は

46,528t(金属量)で対前年同期比 0.92％増加し

た。また、2007 年の硫酸生産量は 1,511,800t

で対前年比 27.75％増加した(表 4-2)。 

冬瓜山銅鉱山は国内最大な坑内掘り銅鉱床で、

埋蔵鉱量は 100 万 t(銅量)で、設計生産能力は

13,000t/年であり、2009 年までには 13,000t/

年操業体制を確立する計画である。2007 年 10

月、本プロジェクトの安全施設は国家安全生産

監督管理総局の検査を受け、認可され、冬瓜山

銅鉱山は試運転から生産操業開始となり、生産

目標値達成後、年間4万tの銅を生産している。 

2007 年 6 月、銅陵集団は、オウトクンプ社と

有価金属回収協力プロジェクトについて合意に

達した。オウトクンプ AB(フィンランド)社が提

供する最新生産設備及び制御技術を取り入れ、

銅陵集団傘下の製錬所で有価金属回収プロジェ

クトを立ち上げる。本プロジェクトは電解銅の
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アノードスライムから金、銀、白金、パラジウ

ムなどレアメタルを回収することにより、資源

を総合利用し、環境汚染を減少させ、経済効果

を生み出す。 

安徽省政府支援の下で銅陵有色集団公司は、

池州市政府、池州泰達冶金公司と共同投資によ

り安徽銅冠有色金属(池州)有限公司を設立した。

銅陵有色集団公司が筆頭株主とり、主要業務は、

銅・鉛・亜鉛・モリブデンなど非鉄金属の採掘・

選別・製錬と化学工業製品の生産で、今後 3～5

年間に販売収入を 100 億元以上にすることを目

標としている。現在、安徽銅冠有色金属(池州)

有限責任公司の傘下には九華亜鉛製錬所、黄山

嶺鉛・亜鉛鉱山があり、主に銅、鉛、亜鉛の採

掘・選鉱、製錬・加工、化学工業製品の製造等

の事業を展開している。安徽銅冠有色金属(池

州)有限責任公司を設立後、年間生産能力 20 万

tの九華亜鉛製錬所を 30万 tに増強する建設工

事を開始し、九華亜鉛製錬所は現在、試運転に

入っている。 

江蘇省句容仙人橋鉱業公司の銅鉱山立坑建設

工事の起工式が最近開催された。句容仙人橋鉱

業有限責任公司は 2004 年 8 月に設立され、2006

年 8 月に江蘇省の採掘許可証を取得した。同公

司の主な株主は、銅陵有色集団公司(44％)、銅

陵金蟾鉱業公司(27％)、華東有色地質鉱産院

(19％)である。句容仙人橋鉱業有限責任公司は、

8,200 万元を投じ、直径 5m、深さ 350m の立坑を

開削し、年間採掘規模 33 万 t の中規模銅鉱山を

建設する計画で、インフラ設備の建設期間は 2

年間、マインライフは 20 年としている。 

2007 年 3 月 27 日、紫金鉱業集団グループは

ペルーのRio Blanco銅プロジェクトを所有する

Monterrico Metals の全株式の 38％にあたる

1,014万株を1株あたり 350ペンスで取得した。

紫金鉱業集団グループとは紫金鉱業、銅陵有色

金属公司、複合投資企業の Xiamen C&D らによっ

て構成される企業連合である。Rio Blanco 銅プ

ロジェクトへの最低投資額 14 億 4,000 万$で年

間推定生産量は銅約 22 万 t、マインライフは 20

年とされ、本鉱山の生産が開始すればペルー全

体の銅生産量が 20％上昇する。

 
表 4-2.2002 年―2007 年銅陵有色金属公司の銅生産量(金属量) 

 (単位：t) 

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

カソード 308,488 337,313 371,060 442,912 548,781 623,486

アノード 246,664 N/A N/A N/A N/A N/A

銅精鉱 30,299 27,430 32,100 37,412 46,100 46,528

出典：安泰科 
 
(3) 雲南銅業(集団)有限公司 

雲南銅業(集団)有限公司(以下｢雲南銅業｣と

いう)の2007年カソード生産量435,226tとなり、

年間計画の 107.58％を達成した。2006 年の

360,100t と比べ 20.86％増加した。硫酸は対前

年比 5.93％増の 84.13 万 t に達した。銅精鉱生

産量は 15.18 万 t となった。同公司の非鉄金属

生産・販売総量は 55.5 万 t に達し、対前年同期

比 23.3％増加した。販売収入は対前年比 24.5％

増の 406 億元、輸出入貿易額は対前年比 33.6％

増の 18.1 億 US$、税込み利益は前年比 13％増の

43 億元となった。その内訳は、利潤額は 25.5

億元、税金 17.5 億元であった。2008 年には、

非鉄金属生産・販売総量は 70 万 t、販売収入 450

億元、輸出入貿易額は 20 億 US$、税込利益額 45

億元を目標としている(表 4-3)。 

2010 年までに、雲南銅業集団有限公司は銅可

採鉱量 1,000 万 t、亜鉛可採鉱量 200 万 t を保

有する計画である。非鉄金属総生産量は 71 万

t/年で、内訳は電気銅 60万 t、電気亜鉛10万 t、

ニッケル 1 万 t、金 12t、銀 1,000t で、自山鉱

からの銅精鉱生産量は 40万 t(金属量)と見込ん

でいる。また、非鉄金属加工製品の生産量は 30

万 t/年、硫酸 170 万 t/年を産出する見込みであ

る。販売収入額を 300 億元、税込利益額を 30

億元、輸出入総額を 15 億 US$、資産総額は 250

億元で、純資産額は 80 億元と見込んでいる。 

2006 年 6 月に雲南銅業株式有限公司、赤峰金

峰有限公司、赤峰市人民政府 3 者の協議に基づ

き、雲南銅業株式は、赤峰金峰銅業と共同出資

により赤峰雲銅を設立し、年間生産能力 10 万 t

になる高純度銅カソード電解工場の建設を開始
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した。同公司は内モンゴル自治区赤峰市錦山工

業パークに位置し、敷地面積は 13.21 万 m2で、

主に非鉄金属、有価金属分野の先端技術及び製

品の研究・開発・生産・販売を行う。登録資本

金は 4.767 億元で、雲南銅業株式有限公司は

65.01％の権益を所有している。本プロジェクト

の投資総額は 4.4 億元で、年間販売額 70 億元、

税込利益額 5,000 万元を見込んでいる。本プロ

ジェクトは内モンゴル自治区の投資奨励重点産

業プロジェクトで国の環境保護設計基準に基づ

き、廃水、廃棄物、廃棄ガスのゼロ排出を目指

している。2010 年まで、赤峰雲銅の電解銅生産

能力は 20 万 t になると予想している。 

雲南銅業有限公司は、広東省清遠市清城区人

民政府と｢20万 t電解銅プロジェクト｣に関する

協力協定を締結した。締結後、清遠市清城区石

角鎮広東清遠雲銅有色金属有限公司を設立した。

2006 年 11 月中旬から雲南銅業集団公司は清遠

市と協力を開始した。清遠市清城区人民政府は

広東清遠雲銅有色金属有限公司に土地を譲渡し、

広東清遠雲銅有色金属有限公司は 20 億元を投

入し、2 期に分けて年間銅生産能力 20 万 t の電

解銅プロジェクトの建設を行う。広東清遠雲銅

有色金属有限公司は主に非鉄金属製品の生産、

販売、冶金開発プロジェクトの工事請負、技術

コンサルタント、人材派遣、倉庫、運送などの

業務を行う。雲南銅業集団公司は 1.2 億元を投

入し、60％の権益を所有した。 

雲南銅業集団公司は、河北省保定市人民政府と

昆明で銅製錬共同開発プロジェクトに関する戦

略的協議を締結した。保定市安新県人民政府、雲

南銅業集団公司傘下の雲南銅業株式有限公司及

び保定大利銅業有限公司の共同投資により河北

省保定市安新県で年間 20 万 t の高純度銅カソー

ドを生産する銅精錬会社を設立する。雲南銅業株

式有限公司は、15 億元を投入し、2009 年に生産

を開始する予定である。なお、安新県人民政府が

銅電解精錬所建設に必要な用地を提供する。 

雲南銅業集団公司が 1,000 万元を出資し、迪

慶羊拉銅鉱床の探査権を買収し、3,000 万元を

投じ、探査を実施した。2004 年 9 月に本プロジ

ェクトは正式に鉱山設備建設を開始した。雲南

銅業集団公司は迪慶羊拉銅鉱山の開発に 5 億元

を投入し、出鉱量 6,000t/日、採掘・選鉱、湿

式製錬、硫酸生産を一体化した銅生産量 2 万 t/

年、硫酸生産量 4 万 t/年の大規模近代化鉱山の

操業を目指している。2007 年 11 月、羊拉銅鉱

山の操業が正式に開始した。羊拉銅鉱床は雲南

省、四川省、チベット自治区の 3 省に接してい

る徳欽県羊拉郷に位置している。確定埋蔵量は

80 万 t(銅量)、推定埋蔵量は 130 万 t 超(銅量)

になる。羊拉銅鉱山への投資額は 7 億元で銅の

年間生産量は 2 万 t を計画し、採掘・選鉱、化

学工業、湿式製錬を一体化した近代的な鉱山を

目指す。第 1 期工事完成後の年間工業総生産額

は 10 億元に達し、2010 年の第 2 期工事完成後

の年間工業総生産額は 30 億元、税込み利潤額は

5 億元になる見込みである。 

 2007 年 7 月 18 日、雲南銅業集団公司は上海

対外経済貿易投資集団と協定書を締結し、上海

対外経済貿易投資集団が所有している新彊ウイ

グル自治区にある 2 か所の鉱業権を所有するこ

とになった。雲南銅業集団公司の鄒 韶禄総経

理の話によると、新彊、チベット、江西省、雲

南省は、銅資源の探鉱ポテンシャルが高い地域

であり、今回、雲南銅業集団公司は 5.2 億元を

投資し、哈蜜市の土屋銅鉱山の採掘権及び延東

銅鉱床の探鉱権を取得した。 

 雲南銅業(集団)公司傘下の玉渓鉱業公司は、易

門県易門銅工場と銅鉱山の共同開発に関し、合意

に達し、2007 年 10 月に着工した。同鉱山の年間

銅精鉱生産量は 2 万 t(金属量)で、2008 年 12 月

に操業開始する予定である。易門銅工場の銅鉱山

はスカルン型大規模銅鉱床であるが、銅品位は

0.32％と低品位でかつ鉱石処理が難しい。本プロ

ジェクトの第1期目の投資予算額は 8億元で、現

在の市場価格で計算すると年間販売額は12億元、

税込利益は 2億元となる見込みである。 

2007 年 10 月 30 日、非鉄金属業界の大手企業

である中国アルミ業公司は雲南省昆明市で中国

第 3 位の銅生産企業である雲南銅業集団公司と

｢戦略的協力及び資本参加｣に関する協定書を締

結した。2007 年 8 月 19 日、雲南省人民政府と

中国アルミ業公司とが戦略的協力協定書を締結

し、中国アルミ業公司は雲南銅業集団と全面的

に協力するとともに、資本参加し、雲南銅業集

団の第 1 位の持ち株主となった。30 日に締結し

た協定書に基づき、雲南銅業集団公司は中国ア

ルミ業公司と戦略的協力パートナー関係を築き、

全面的に協力する。中国アルミ業公司は、75 億
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元で雲南銅業集団の 49％の権益を所有するこ

とになった。雲南省国有資産監督管理委員会と

他の 2 社雲南省の 2 社企業が、それぞれ雲南銅

業集団の 47％、2％、2％の権益を所有する。中

国アルミ業公司は、更に 20 億元を投入し、雲南

省で銅の高度加工プロジェクトを実施する計画

であり、中国アルミ業公司の実際の投資額は

100 億元近くになる。中国アルミ業公司の資本

参加完了後、雲南銅業集団は中国アルミ業公司

が取得した国内外の銅鉱物資源を開発し、原料

安定供給を高め、雲南省の銅産業を更に成長さ

せる計画である。 

最大株主が中国アルミ業集団公司となった後、

雲南銅業集団公司はペルーの銅鉱山の開発に参

画する計画である。今後、中国アルミ業集団公

司は海外に所有している銅鉱山を雲南銅業集団

公司に優先的に開発させる。現在、雲南銅業集

団公司は 7 か国でプロジェクトを実施している。

同公司は以前は製錬事業を主としていたが、採

鉱・選鉱・製錬・加工の一環体制を会社の経営

方針とした後、年間銅精鉱生産量は 10 数万 t

から 40～50 万 t となり、自給率は 50％以上に

達している。今後数年間で雲南銅業集団公司は

年間売上額 1,000 億元超を目標している。
 

表 4-3.2002 年―2007 年雲南銅業(集団)有限公司の主な銅製品生産量 
(単位：t) 

      2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 

カソード 186,096 187,109 224,616 320,066 360,100 435,226

アノード 139,485 N/A 210,672 243,600 238,899 N/A

銅精鉱 61,454 51,814 50,984 80,200 87,900 151,800
出典：安泰科 

 

(4) 金川集団有限公司 

金川集団有限公司(以下｢金川集団｣という)の

2007 年銅カソード生産量は 24.39 万 t に達し、

2006 年の 20 万 5,379t と比べ 18.76％の増加と

なった。2007 年の非鉄金属総生産量は 36 万 t

を超え、売上額は前年より 47.18％増の 521 億

元、利潤額は前年より 97.5％増の 79 億元に達

している(表 4-4)。精製ニッケル生産量は 10.61

万 t、2008年には12万 tに引上げる計画である。

現在、金川集団公司は、ニッケル原料供給確保

のため、コンゴ(DRC)で資源開発への投資チャン

スを伺い、国内のニッケル鉱床の採掘を強化し

ている。今後、3～5 年間以内に金川集団公司は、

改善工事等により、精製ニッケルの年間生産量

を 15 万 t までに引き上げ、同時に、銅地金の年

間生産量も 40 万 t までに引上げる計画である。 

甘粛省白銀市政府は金川集団公司と蘭州で鉱

物資源探査の戦略的協力プロジェクトに関する

協定を締結した。協定書によれば、金川集団公

司は 3,000 万元を出資し、白銀市人民政府に所

属する白銀市鴻翔公司と共同で白銀金鴻資源開

発有限責任公司を設立する。白銀金鴻資源開発

有限責任公司は 8 か所の探鉱地域と現在探査出

願中の 12 か所の探鉱地域の探鉱業務を実施す

る。2007 年 8 月、金川集団は、甘粛秦祁鉱業有

限責任公司と蘭州市で鉱産資源探査開発有限責

任公司を設立し、面積 300Km2の地域を共同探査

する。鉄、銅、タングステン、レアアース及び

ニオブ、タンタルなど 5 鉱種が含まれ、金川集

団が探査段階の全部費用を提供する。 

国家発展改革委員会は金川集団が豪州

Allegiance Mining 社の権益 11％を取得するこ

とを承認した。金川集団は 2006 年 5 月に

Allegiance Mining 社と覚書を締結し、同公司

は 32 百万 US$で Allegiance Mining 社の権益

11％を取得し、同社が保有するタスマニア州の

Avebury 硫化ニッケル鉱山のニッケル精鉱を引

き取る権利を得た。 

金川集団は中国冶金建設公司(MCC)が開発し

ている Ramu ニッケル・コバルト鉱山開発に投資

する。本プロジェクトはパプア・ニュー・ギニ

アに位置し、中国冶金建設公司が 85％の権益を

所有している。中国冶金建設公司は、金川集団、

吉恩ニッケル業公司、酒泉鉄鋼集団公司と新た

な合資企業(金華鉱業合資公司)を設立し、本合

資企業から7.8億$をRamu鉱山開発に投資する。

中国冶金建設公司が本合資企業の 61％の権益

を所有し、残りの 39％の権益は、金川集団、吉

恩ニッケル業、酒泉鉄鋼集団が所有する。Ramu

プロジェクトは 2006 年末に建設が開始され、
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2009 年 3 月に操業を開始する予定で、年間ニッ

ケル 32,800t、コバルト 3,200t を生産する計画

である。金川集団は、フィリピン・MacroAsia

社と Palawan 島にある Brook’s Point ニッケル

鉱山を共同開発する計画で、現在、MacroAsia

社と交渉中である。金川集団は、既にプロジェ

クトに対する評価作業を実施している。本鉱山

の年間鉱石生産量は少なくとも 100～150 万 t

になる見込みである。 

金川集団は、カナダの Continental Minerals

社と中国国内の鉱産資源を共同開発することを

目的とした協力協定をトロントで最近締結した。

本協力協定に基づき、金川集団は Continental 

Minerals 社に 1,800 万 C$を投資し、同時に、

Continental Minerals 社が探鉱しているチベッ

ト謝通門金・銅プロジェクトを支援する計画で

ある。 

 
表 4-4.2002 年―2007 年金川集団有限公司の主な銅、ニッケル生産量 

(単位：t) 

年 2002  2003  2004  2005  2006  2007  

カソード 68,000 102,791 131,077 156,300 205,379 243,908

アノード 88,478 N/A 149,000 170,000 N/A N/A

銅精鉱 28,161 35,584 39,110 30,031 34,121 N/A

ニッケル 48,001 60,588 70,500 90,000 100,890 106,100

フェロニッケル 51,220 N/A N/A N/A N/A N/A

ニッケル精鉱 47,190 60,788 64,680 60,000 59,000 N/A

出典：安泰科 

 

(5) 大冶有色金属公司 

大冶有色金属公司(以下｢大冶有色｣という)は、

2007 年のカソード生産量を 251,238t となり、

2006年と比べ 22.82％の増加となった。アノード

生産量は19.94万 t、対前年同期比 3.16％増加し

た。銅精鉱生産量は 2.02 万 t で、対前年同期比

1.94％減少した。硫酸の生産量は 58.07 万 t で、

対前年同期比1.76％増加した(表 4-5)。 

中国アルミ業公司は、2004 年に大冶有色の権

益 49％を取得している。 

 

表 4-5.2002―2006 年大冶有色金属公司主な銅製品の生産量 

                                                             (単位：t) 

年 2002  2003  2004  2005  2006  2007  

カソード 122,342 118,855 148,363 177,428 204,558 251,238

アノード 144,184 na 143,461 182,038 193,306 199,414

銅精鉱 27,723 19,119 20,047 21,214 21,316 20,902
出典：安泰科 

 

(6) 白銀有色金属公司 

 白銀有色金属公司(以下｢白銀有色｣という)の

2007 年のカソード生産量は 7.13 万 t で、年度

計画の 109.74％に達し、2006 年の 7 万 5,781t

に比べ 5.88％の減少となった。アノード生産量

は182,315万 tで、年度計画の111.98％に達し、

2006 年の 18 万 1,012t に比べ 0.72％増加した。

銅精鉱生産量は 6,144t となり、年度計画の

107.41％に達し、2006 年の 6,762t と比べ 9.14

％減少した。硫酸(98％)生産量は 42.65 万 t、

年度計画の 114.03％に達し、前年比 29.56％増

加した。銅材生産は 3,779tで、年度計画の 68.71

％に達し、前年比 46.81％の増加となった。鉛

生産 1.51 万 t、電気亜鉛 10.6 万 t、精製亜鉛

2.83 万 t、金 672kg、銀 80t、鉛精鉱 1 万 5,101t、

亜鉛精鉱 6 万 4,643t であった。 2007 年、本公

司の売上高は 84.9 億元で、純利益は 3,600 万元

であった(表 4-6)。 

2007年 2月初めから 3月末まで生産能力 8万

t の銅製錬所及び精錬所の操業を停止し、改修

工事を行った。2007 年の輸入銅精鉱の処理・製

錬費用が低すぎるため本銅製錬所の一部または

全部を閉鎖することを検討している。同公司は

鉛と亜鉛を生産しており、銅生産量の減少によ

る損失をカバーすることは可能である。
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表 4-6.2002 年―2007 年白銀有色金属公司の主な銅、亜鉛の生産量 
(単位：t) 

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

カソード 60,248 61,969 62,537 77,527 75,781 71,325

アノード 63,668 N/A N/A 172,065 181,012 182,315

銅精鉱 11,428 10,924 8,260 8,277 6,762 6,144

亜鉛 135,339 79,036 142,597 131,106 30,516 123,100

亜鉛精鉱 65,637 66,277 62,044 66,100 71,700 64,643
出典：安泰科 

 

(7) 中条山有色金属集団有限公司 

 中条山有色金属集団有限公司(以下中条山有

色という)の 2007 年のカソード生産量は 11.1

万 t で、対前年同期比 63.2％増加となり、年度

計画の 95.67％を達成した。銅アノードの生産

量は 9.08万 tで、対前年同期比 3.29％増加し、

年度計画の 99.36％を達成した。硫酸生産は

21.03万tで、対前年同期比6.81％減少したが、

年度計画の 85.08％を達成した。銅精鉱生産は

2.03 万 t で、対前年同期比 3.45％減少したが、

年度計画の 111.44％を達成した。銅材の生産量

は 3,501t で、対前年同期比 64.9％増加し、年

度計画の 70.02％を達成した(表 4-7)。 

2007 年 3 月、中条山集団は韓国 SK ネットワ

ークス株式会社(SKN 社と略称する) と｢北方銅業

株式有限公司と韓国 SK ネットワークス株式会

社と北方銅業株式有限公司における資本の増加

に関する契約書｣、｢後山銅鉱山におけるリスク探

査・開発協力事業趣意書｣を締結した。契約書に

基づき、SKN 社は、大韓鉱業振興公社と共同で 2

億 2,600 万 US$を投資して中国の北方銅業株式有

限公司の権益 45％を買収し、中国政府の批准を得

られていた。SKN 社と大韓鉱業振興公社はそれぞ

れ 39％と 6％の権益を保有した。後山銅鉱床に関

する協力探査事業では、中条山集団は本事業の

55％、SKN社は 45％の権益を所有した。 
 

表 4-7.2002 年―2007 年中条山有色集団有限公司の主な銅製品生産量 
 (単位：t) 

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

カソード 20,335 23,163 25,896 27,225 68,025 111,017

アノード 49,303 N/A 30,894 93,702 87,958 90,852

銅精鉱 30,301 22,262 20,926 20,800 21,000 20,276

出典：安泰科 
 
(8) 湖南株冶製錬集団公司 

2007 年湖南株冶製錬集団公司(以下湖南株冶集

団という)は上海証券取引所に上場を遂げ、年間

工業総生産額は 150.55 億元、鉛・亜鉛総生産量

は、50.93 万 t となり、それぞれ対前年同期比

34.5％、12.1％増加した。販売収入は133億元に

達し、輸出入総額は、2.98 億$で、輸出による外

貨獲得額は1.8億元となった(表 4-8)。 

 2008 年に湖南株冶集団は、電気鉛 9.6 万 t、

粗鉛 6.6 万 t、電気亜鉛 42.8 万 t、硫酸 37.5

万 t、粗銅 2,800t、鉛亜鉛合金 37 万 t を生産す

る計画である。年間製錬能力を10万t引き上げ、

年間 50 万 t に到達し、国内亜鉛製錬能力総量の

10％を占める計画である。新規増加する生産能

力は 2008 年下半期に生産開始する予定で、同時

に鉛の生産能力も拡大することを考えている。

湖南株冶集団の生産に必要としている精鉱を国

内又は海外から調達する計画であるが、亜鉛精

鉱、鉛精鉱輸入の割合はそれぞれ 15％～25％、

30％となっている。 
 

表 4-8.2002 年―2005 年の湖南株冶集団の銅、鉛、亜鉛生産量 
(単位：t) 

年 2002  2003  2004  2005  2006  2007  

亜鉛 266,471 285,021 301,780 326,778 370,034 414,808

鉛 96,606 91,466 93,185 96,037 84,273 113,347

銅 1,314 0 0 0 0 0

出典：安泰科 

 



 

世界の鉱業の趨勢  2008      29 

 
 
 

ア
ジ
ア 

中 

国 

(9) 葫芦島有色金属集団有限公司 

葫芦島有色金属集団有限公司(以下｢葫芦島有

色｣という)の 2007 年の非鉄金属総生産量は初

めて 40 万 t を突破し、対前年同期比 19％増加

した。そのうち電気亜鉛 352,012t で、対前年同

期比 27.54％増加した。銅カソードの生産量は

34,138tで前年比の57,510tに対し40.64％減少

した。銅アノード生産量は 3.39 万 t、対前年同

期比 30.20％減少した。精製鉛の生産量は

12,696t、対前年同期比 244％増加した。化学工

業製品の生産量は 692,957t で、対前年同期比

15.09％増加した。硫酸の生産量は 66.85 万 t

で、対前年同期比 14.24％増加した。工業総生

産額は106億元で、対前年同期比17％増加した。

2007 年の売上額は初めて百億元を超え、107 億

元になり、対前年同期比 15％の増加となった。

税引き後の利益は 9,000 万元になり、対前年同

期比 321.7％増加した(表 4-9)。 

葫芦島亜鉛製錬所は、中国冶金科工集団と｢葫

芦島有色金属集団有限公司移転協議書｣を締結

した。本協議書に基づき、葫芦島有色金属集団

有限公司の 33％の権益を中国冶金科工集団に

移転した。資産の整理と算定報告が遼寧省人民

政府国有資産監督管理委員会により確認された。 
 

表 4-9.2002 年―2007 年葫芦島有色金属集団有限公司の銅、亜鉛の生産量 
(単位：t) 

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

亜鉛 286,936 221,653 243,131 245,561 276,001 352,012

銅 59,155 54,264 50,157 53,807 57,510 34,138

出典：安泰科 
 

(10) 深圳圳圳圳市中金嶺南有色金属有限公司 

 2007 年、深圳市中金嶺南有色金属有限公司の

鉛・亜鉛精鉱の生産量は 14.54万 t(金属量)、対

前年同期とほぼ同様で、内訳は亜鉛精鉱 9.99万

t、鉛精鉱 4.55 万 t である。また、硫黄精鉱生

産量 57.91 万 t、精鉱中銀含有量は 85.95t であ

る。鉛・亜鉛地金の生産量は 27.38 万 t で対前

年同期比 28.53％増加した。内訳は亜鉛地金

18.15 万 t で対前年同期比 31.84％増、電気鉛

9.22 万 t で対前年同期比 22.48％増である。銀

の生産量は対前年同期比 12.19％増の 185.22t、

硫酸の生産量は対前年同期比 24.97％増の 33.91

万 t である。2007 年の年間売上は対前年同期比

26.44％増の 82.65億元、純利益は対前年同期比

8.69％増の 12.05億元である(表 4-10)。 

2008年には、鉛・亜鉛精鉱生産量 16.5万 t(金

属量)、鉛・亜鉛地金生産量 37 万 t、銀 190t、

電池用亜鉛粉末 8,000t を生産する計画である。 

2007 年 3 月、韶関市仁化県にある丹霞製錬所

の50万t亜鉛製錬プロジェクトの建設が開始さ

れた。本プロジェクトへの投資総額は約 40 億元

で、長沙有色冶金設計研究院が設計し、工事は

3 期に分けて実施する。第 1 期工事は 10 万 t 電

解亜鉛技術改善プロジェクトで、2008 年末まで

に完成する予定である。第二、三期それぞれ 20

万 t 電解亜鉛工事を実施し、それぞれ 2010 年、

2012 年に完成する予定である。 

 韶関鉛・亜鉛製錬所の廃水処理施設は 2007

年 9 月 21 日から稼動した。この廃水処理施設に

より、韶関鉛・亜鉛製錬所は廃水量を 55％以上

削減し、96％以上の工業用水リサイクル率を達

成した。韶関鉛・亜鉛製錬所は深圳中金嶺南有

色金属有限公司傘下の年間鉛・亜鉛生産量

250,000t の大規模製錬所である。同製錬所は

2005年12月16日に点検ミスにより北江に高濃

度のカドミウムを含んだ廃水を流出する事故を

起こし、その後 2006 年 1 月から廃水処理施設の

建設を含む環境対策プロジェクトを立ち上げた。

プロジェクトへの投資総額は 1.2 億元である。 

 
表 4-10.2002 年―2006 年の深圳市中金嶺南有色金属有限公司の亜鉛生産量 

(単位：t) 

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

亜鉛 170,102 162,385 170,614 181,455 137,696 181,538

亜鉛精鉱 107,156 99,974 101,134 90,700 93,893 99,900

出典：安泰科 

5. 鉱山・製錬所状況 

中国政府は、農業、鉱業、観光業等を中心に西

部地域の開発を加速し、東部沿岸地域との経済格

差を縮めることを目的に、西部地域開発計画を
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2000年に開始した(第10次 5ヶ年計画  2001年

～2005 年)。西部地域には豊富なエネルギー資源

及び鉱物資源(天然ガス 70％以上、石炭約 60％、

銅 60％以上、鉛・亜鉛約 66％、ニッケル約 89％

等)が賦存しており、中国の経済発展にますます

必要となるエネルギー資源及び原材料の国内に

おける供給ソースと位置付けられている。西部地

域開発計画を奨励するため、優遇的な鉱業政策

(税制の優遇、探鉱権等の使用料の免除又は軽減、

外資へも開放等)を適用している。 

中国の銅資源は、2004 年時点で 1,056 鉱床が

あり、可採埋蔵量は約 1,750 万 t、基礎埋蔵量

は約 2,930 万 t となっている。国土資源部によ

る 1999 年～2004 年の国内銅資源調査により、

特に、西部地域の新彊ウイグル自治区の東天山

(Tidongshan)地域、雲南省の三江｛Sanjiang 

regions、瀾滄江(Lantaang River)―怒江(Zhu 

River)―金沙江(Jinsha River)地域、チベット

雅魯蔵江(Brahmaputra River)地域の3地域が有

望銅鉱床地帯として抽出されている。2000 年以

降の中国の国内鉱山からの銅精鉱生産(金属量)

は 56 万～60 万 t で推移してきたが、2006 年 75

万 t、2007 年 83 万 t と増産している。10 次 5

ヶ年計画(2001～2005 年)時に、雲南省・大江山

(Dahongshan)鉱山第二期工事、青海省の賽什塘

(Saishitang) 銅 鉱 山 、 安 徽 省 の 冬 瓜 山

(Dongguashan) 銅 鉱 山 、 福 建 省 の 紫 金 山

(Zijishan)銅鉱山と新彊ウイグル自治区の阿舎

勒(Asele)銅鉱山は建設が進められ、阿舎勒銅鉱

山は 2004 年 9 月より試験操業が行われ、2005

年の操業実績は金属量で銅 15,115t、亜鉛 530t、

2007 年 2 月から 4,000t/日の拡張工事が行われ

ている。また、銅陵集団の冬瓜山銅鉱山、江西

銅業の富家塢銅鉱山、雲南銅業の羊拉銅鉱山等

は正式に開発に着手されており、冬瓜山銅鉱山

は 2007年10月から13,000t/年の操業体制に入

り、羊拉銅鉱山は 2007 年 10 月に 20,000t/年の

操業を開始した。チベットの玉龍鉱山は 2008

年 8月から10,000t/年の電解銅プラント操業に

着手する計画である。 

また、11 次 5 ヶ年計画期間(2006～2010 年)

には、広東省の大宝山(Dabaoshan)多金属鉱山及

び内蒙古自治区の霍各乞(Huogeqiduo)多金属鉱

山の拡張が予定されており、15,000t/年の銅精

鉱生産増が見込まれている。一方、2010 年まで

に既存鉱山からの生産能力が 10 万 t/年程度減

少すると見込まれるが、国内探査(新規及び既存

鉱山の周辺)が中国政府主導で進められ、新規銅

鉱山からの銅精鉱をあわせて 10 万 t/年から 12

万 t/年の銅精鉱生産能力増が見込まれるとの

試算もあることから、既存鉱山の生産減を考慮

すると、今後数年間の国内鉱山からの鉱石生産

は約 80 万 t で大きく変わらないと推定される。 

2007 年に完工した銅製錬所の拡張工事とし

ては、安徽省の銅陵有色・金隆製錬所(21 万 t/

年→35 万 t/年)、甘粛省・金川製錬所(20 万 t/

年→40 万 t/年)、江西省の江西銅業・貴渓製錬

所(40 万 t/年→70 万/年)等が、新規工事として

は、内モンゴル自治区・雲南銅業の赤嶺製錬所

(10 万 t/年)等があり、2008 年の生産能力は約

400 万 t と予想されている。 

 

6.我が国との関係 

投資プロジェクトとしては中国国内で現在稼

働しているものとしては、金隆銅業有限公司がの

みである。日本側住友金属鉱山㈱、住友商事㈱が、

中国側銅陵有色集団公司、金光国際有限公司と合

弁で現地法人金隆銅業有限公司を設立し、金隆銅

製錬所で銅を生産している。金隆銅製錬所は1997

年 4月 8日に試運転を開始し、11月 8日正式に稼

動し、スタート時点の電解銅の生産能力 10 万 t

から 2002 年には 15 万 t に上げたが、2004 年 4

月 18 日、銅製錬設備の改善と製錬能力をこれま

での15万 tから 21万 tにアップする工事に着手

した。総投資額は 4 億 2,900 万元(5,180 万 US$)

で、そのうち 3,890万元を硫酸製造工程のシステ

ム改善に当てている。また、2007 年 6 月には 35

万 tの銅電解設備が完成した。 

住友商事は、江西タングステン公司及び安泰

科学技術と共同で 3,000t/年のタングステン粉

末工場を 2007 年 1 月 18 日より操業を開始して

いる。3 社は共同出資により、登録資本金 7,322

万元の江西鑫友秦新材料有限公司を設立した。

タングステン粉末工場への投資総額は 13,288

万元で、年間生産能力はタングステン粉末

3,000t、炭化タングステン粉末 1,000t 及び合金

粉末 500t である。工場へのタングステン原料は

江西タングステン公司が供給する。 

また、2007 年には、タングステン関連では、

タンガロイ社による五鉱集団公司傘下の南昌硬

質合金公司の株 21％買収、レアアース関連で

は、、レアアース関連では昭和電工(株)によるネ

オジウム磁石生産合弁会社である贛州昭日稀土

新材料有限公司の設立がある。 

 

7.その他トピックス 

 特になし。 

(2008.6.20/北京事務所 土屋 春明)  

 




