
中華人民共和国 
 

主要データ 

国名〔英名〕  中華人民共和国 〔 People’s Republic of China 〕 

面積(km2) 9,596,961   

海岸線延長(km) 14,500 

人口（百万人） 1,334.7 

人口密度（人/km2) 139 

GDP（百万 US$) 4,908,982 

一人当り GDP（US$） 3,678 

主要鉱産物：鉱石 
銅、鉛、亜鉛、タングステン、錫、モリブデン、アンチモン、マ

グネシウム、希土類 

主要鉱産物：地金 銅、鉛、亜鉛、アルミニウム、錫、アンチモン、マグネシウム 

鉱業管轄官庁 国土資源部、工業情報化部、国家発展改革委員会 

鉱業関連政府機関 中国有色金属工業協会 

鉱業法 鉱業資源法  

外資法 外商投資産業指導目録 

環境規制法 （環境影響調査制

度、環境・排出基準の有無等） 
環境保護法 

鉱業公社 
（国有中央企業） 中国アルミ業（Chinalco）、中国五鉱集団

（Minmetals）、中国冶金科工集団（MCC）など  

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） 

・レアアースなど資源の乱掘・不法採掘防止による資源保護、環

境汚染対策の観点から年間採掘総量を国土資源部が管理 

・資源輸出抑制策として、輸出増値税還付率の調整、輸出税、輸

出量割当制度 

・資源の安定確保を目指し、海外進出 

・産業構造調整のため、専業鉱種を超えた企業再編 

2009 年のトピックス 

・鉱業の安定化及び産業構造調整のため、非鉄金属産業調整振興

計画の策定 

・銅 30 万ｔ、鉛 60 万ｔ、亜鉛 40 万ｔの旧精錬設備の淘汰 

・マクロ経済政策の一環として、企業支援的な色彩の強い備蓄積

み増し 

 

1．鉱業一般概況 

中国には多くの鉱物資源が賦存しており、特に亜鉛、アンチモン、ビスマス、カドミウム、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、イルメナイト、ストロンチウムの埋

蔵については世界第 1 位、鉛が第 2 位、マグネシウムが第 3 位、リチウムが第 4 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。 

一方、生産量についても銅地金、アルミニウム地金、アンチモン鉱、金鉱、鉛鉱、鉛地金、錫鉱、

錫地金、亜鉛鉱、亜鉛地金、マグネシウム地金、モリブデン鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、カド

ミウム地金、スポンジチタン、ニッケル地金、バナジウム、ビスマス鉱、コバルト地金、水銀、希土
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類が世界第 1位、ボーキサイトが第 2位、銀鉱が第 3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、マグネシウム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。特に内蒙古自治区の Bayan Obo 鉱山は世界最大の希土類埋蔵量を有する｡ 

 

 

2．鉱業政策 

 中国の非鉄金属の需要は急激な経済発展により増加の一途をたどっているが、供給側をみると、過

剰生産能力、生産集約化の遅れ、非効率的は生産体制が課題となっている。これに対し政府は、非効

率生産者の淘汰、業界再編成による構造改革を推し進めようとしている。業界再編成について、中国

アルミ業公司等の中央企業を中心に集約化するとみられる。レアアース資源に関し、世界最大の生産

国として、過剰生産の管理、輸出量の規制等の政策を進めつつある。また中国国内に不足する鉱物資

源については、海外の資源権益を獲得する動きが加速しており、2009 年には特に豪州のプロジェクト、

企業の買収が相次いだが、豪州側にはこれを警戒する動きも見られた。今後の世界経済の行方に不透

明感があるものの、中国の資源管理の強化、海外資源権益の獲得は今後も継続していくものと思われ

る。 

 

（1）金属生産産業の構造改革 

急激な経済発展にともなう非鉄金属資源消費の増加に応えるため、非鉄金属の生産能力の拡大も行

われている。しかし、非鉄金属の産業構造を見た場合、多くの少数生産者による産業集約化の遅れ、

非効率的な生産体制が課題としてクローズアップされている。 

非鉄金属産業調整及び振興計画 

国家発展改革委員会は、2009 年 5 月、「非鉄金属産業調整及び振興計画」を発表した。この中で、産

業成長、内需拡大のために、生産能力淘汰、産業構造改革推進が必要であることを強調している。そ

の主な内容は下記のとおりである。 

①業界再編成 

競争力のある総合非鉄金属会社の設立（上位 3－5社に集約） 

資源自給率の向上、再生資源利用率向上 

②高付加価値化の推進と支援税制の整備 

輸出増値税還付率引上げと輸出促進 

内需活性化 

国家備蓄の拡大 

③企業海外進出の促進（走出去） 

④生産集約化、及び国内資源開発、国外資源権益獲得を推進 

 

工業情報化部も鉄鋼、非鉄金属企業の統合再編に関する政策を発表 

 2009 年 9 月、工業情報化部は、鉄鋼、非鉄金属企業の統合再編に関する行政指導書を作成している

が、この中で中国における過剰生産能力を抑制するために以下の政策を実施するとしている。 

①生産過剰となっている鉄鋼、セメント、板ガラス、石炭化学、風力発電設備及び多結晶シリコン産

業への投融資制限。 

②鉄鋼生産等におけるエネルギー消費、環境保護、資源総合利用促進 

③参入許可管理の強化（多結晶シリコン、モリブデン及びレアアース、アンチモン） 

④企業再編及び旧式生産設備の淘汰 

⑤情報提供（国内外の生産・販売状況等需給動向調査、解析、公表 
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戦略資源政策 

2009 年 12 月、中国商務部は、2010 年に戦略資源の輸入と備蓄制度拡充を行うと表明した。 「戦

略資源」とは、輸入依存度が 50％以上の、国家安全、戦略上重要な石油、天然ガス、鉱物資源で、緊

急事態への対処、資源供給の安定保障に対する対策を構築するとともに、戦略資源の輸入制限を緩和

し備蓄制度を拡充する。また、工業情報化部は、資源備蓄法律制度が十分に確立されていないとして、

｢2010 年にレアメタル備蓄制度を設立する｣ことも表明している。 

 

（2）レアアース産業政策 

 中国はレアアース資源の世界最大の供給国であり、日本はレアアースの供給のほとんどを中国から

の輸入に依存している。中国のレアアース生産において、無秩序な開発、生産効率、環境汚染等の問

題も起きているため、中国政府は産業構造の改革、生産量、輸出量の規制等の産業政策を推し進めて

いる。以下に、レアアース工業の発展計画、生産及び輸出管理等について 2009 年に発表された主な政

策について述べる。 

 

工業情報化省、レアアース工業発展計画(改定)を発表 

2009 年 8 月、工業情報化省は 2009～2015 年の 6 年間のレアアース生産に関し、資源管理の集約化、

輸出規制強化、国内のレアアース応用分野技術開発の推進、業界再編成を進めるとしている。なお、

この計画（改定案）の発表当時、一部レアアースの輸出禁止措置が含まれていると報道されたが、工

業情報化部関係者はこれを否定した。なお、レアアース開発に関し、外資による鉱山開発は禁止され

ている。 

 

レアアースの生産計画及び輸出管理 

工業情報化部は、2009 年 5 月、レアアース鉱と中間品の生産指令計画を発表した。この中で、無秩

序なレアアースの生産を抑制し、資源を保護する目的で生産の総量規制を強化している。2009 年のレ

アアースの生産計画は 11.95 万 t で、前年より 8.1％引下げられた。また、レアアース鉱石の採掘総量

規制は 82,320t（酸化物換算)となっている。中国はレアアースの世界最大の供給国であるが、レアア

ースの輸出量は毎年、輸出総量計画により管理する。2008 年輸出枠は 34,156t であり、この内約 60％

に相当する 21,000t が日本向けであった。2009 年の輸出枠は 33,300ｔに削減されている。 

 

レアアース生産企業の淘汰 

10 年 4 月、工業情報化部は、レアアース生産企業に対する許可条件案を発表し、全国でレアアース

生産企業の 2 割が条件を満たさず淘汰の対象となる見込みである。判断の基準は生産規模、技術と設

備、エネルギー消費、資源の総合利用、環境保護などである。淘汰の基準は、生産能力について、軽

希土鉱山が 30 万 t/年以上、イオン吸着型希土鉱山（重希土が多い）が 3,000t/年以上、混合型希土鉱

山が同 8,000t/年以上となっている。 

 

日中レアアース交流 

 日中レアアース交流会議は、1988 年に経済産業省（当時は通商産業省）と中国国家発展改革委員会

（当時は国家計画委員会）との間で、レアアース分野の日中間交流と協力を目的に設立され、これま

でに 18 回開催された。最近では、2009 年 4 月に東京で 3年ぶりに開催され、産学官のシンポジウム及

び政府対話が行われた。この枠組みは、世界最大のレアアース供給国である中国と需要国の日本との

間で開催される情報交換の場であり、両国のレアアース政策にとって重要な意味を持つ。 

 

（3）中国資源企業の動向 

 中国の非鉄金属企業を中心として、海外の資源権益確保のための投資が進んでいる。その背後には、
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中国政府の豊富な政府系ファンドの後押しがある。 

 

海外資源権益獲得戦略―走出去 

 中国企業による海外資源投資の動きが活発化しているが、2009 年の特徴は、豪州企業、プロジェク

トの買収による対豪州投資の増加がある。中でも、中国アルミ業公司による世界的な資源メジャーで

あるリオティント保有権益の買収計画は、最終的には失敗したが、中国の海外資源権益獲得を象徴す

る出来事であった。また、政府系ファンドの動きも活発化している。 

 

中国アルミ業公司によるリオティント権益取得の動き 

 2009 年 2 月の中国アルミ業公司は資源メジャーリオティントに対する 200 億ドルの資産買収オファ

ーを行うことでリオティント と合意した。中国アルミ業公司はこれに先だつ 2007 年には、すでにリ

オティントの株式約 9％を取得しており、追加支援により一機にリオティントへの支配力を増す計画で

あった。しかし、この計画は、その後の投資市場の回復及び一部機関投資家の反対によりご破算とな

った。 

 

政府系ファンドによる海外資源権益獲得 

 2009 年以降、豊富な政府外貨準備金を使った海外の資源企業買収、資源権益の獲得も加速した。2009

年 7 月、中国政府系ファンドである中国投資有限責任公司(CIC)がカナダ資源大手 Teck Resources に

総額 15 億 US$の出資を行うことで、両社が合意した。また、2009 年 8 月には隣国アフガニスタンの銅

鉱山開発に中国企業が着手したニュースが伝えられた。またモンゴルでリオティント等が進める大規

模銅鉱山プロジェクトにも中国企業の参加の動きが予想される等、中国による周辺国の資源権益獲得

に関するニュースも流れている。 

 

豪州、中国の進出に警戒感 

2009 年は中国の対豪資源投資が急増した年でもあった。しかし、これに対し、豪州側は、中国国営

企業からの投資をけん制する動きもみられた。豪州の外国投資買収法では、これまで外国人(外国会社

の豪州子会社を含む)による 100 百万 A$以上の資産を有する豪州企業への出資比率が 15％以上となる

投資に対して FIRB(豪州外国投資審査委員会)の承認が必要とされていたが、2009 年 9 月に、政府高官

が、基本的には、対豪資源投資全体は規制緩和の方向にあるとしながらも、特定国の国有企業(SOEs)

からの豪州資源分野への投資については慎重にならざるを得ないと発言し、中国政府系企業の対豪投

資を暗にけん制する発言となった。 

 

 

3．主要鉱産物の生産・消費・輸出入動向 

（1）主要非鉄金属鉱石生産量 

表 3-1. 中国：金属鉱石生産量 

（単位：千 t） 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(%) 

銅 830.7 930.8 961.4 3.29 

鉛 953.5 1,145.4 1,360.3 18.76 

亜鉛 2,738.0 3,153.0 3,091.5 -1.95 

ニッケル 70.2 71.5 81.1 13.43 

錫 60.3 65.1 72.4 11.21 

アンチモン 80.9 94.4 95.9 1.59 

(出典：中国有色金属工業協会） 
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（2）主要非鉄金属地金生産量 

表 3-2. 中国：金属地金生産量 

（単位：千 t） 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(%) 

銅 3,496.9 3,779.3 4,109.5 8.74 

アルミ 12,558.6 13,176.6 12,845.9 -2.51 

鉛 2,757.4 3,206.4 3,707.9 15.64 

亜鉛 3,714.2 3,913.1 4,356.6 11.33 

ニッケル 115.8 128.7 164.7 27.97 

錫 151.3 129.0 134.4 4.19 

アンチモン 152.9 183.6 165.7 -9.75 

マグネシウム 627.3 630.7 500.8 -20.60 

チタン 30.5 44.3 61.5 38.83 

(出典：中国有色金属工業協会） 

 

（3）主要非鉄金属消費量 

表 3-3. 中国：金属地金消費量 

                                 （単位：万 t） 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(%) 

銅 495.7 519.8 736.4 41.66 

アルミ 1,304.0 1,339.5 1,494.3 11.55 

鉛 253.0 304.0 337.0 10.85 

亜鉛 344.0 370.0 410.0 10.81 

(出典：上海有色ネット） 

 

（4）主要非鉄金属輸出量 

表 3-4. 中国：地金輸出量 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(%) 主な輸出相手国 

銅 125.9 96.1 72.9 -24.14 韓国、シンガポール、台湾

アルミ 160.8 110.1 45.9 -58.31 
韓国、シンガポール、オラ

ンダ 

鉛 235.8 33.6 23.0 -31.55 タイ、韓国、シンガポール

亜鉛 275.6 71.3 29.2 -59.05 韓国、シンガポール、台湾

ニッケル 16.9 6.6 33.5 407.58 韓国、シンガポール、台湾 

錫 23.5 0.5 0.6 20.00 オランダ、米国、日本  

(出典：中国有色金属工業協会） 

 

（5）主要非鉄金属輸入量 

表 3-5. 中国：精鉱中含量・地金輸入量 

鉱種 2007 年 2008 年 2009 年 2009 年増減比(%) 主な輸入相手国 

銅精鉱 4,516.2 5,192.1 6,132.3 18.11 チリ、ペルー、モンゴル  

地金 1,493.7 1,456.4 3,185.2 118.70 チリ、日本、カザフスタン

アルミ精鉱 23,260.2 25,790.4 19,691.9 -23.65 

インドネシア、インド、マ

レーシア  
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酸化アルミ 5,124.5 4,586.0 5,140.7 12.10 ドイツ、日本、フランス  

アルミ地金 111.4 121.6 1,496.1 1130.35 ロシア、豪州、南アフリカ

鉛精鉱 1,266.1 1,445.0 1,604.8 11.06 米国、ペルー、豪州 

 地金 25.0 30.9 157.3 409.06 韓国、マレーシア、台湾  

亜鉛精鉱 2,151.5 2,384.9 3,850.9 61.47 豪州、ペルー、カナダ  

  地金 149.5 183.4 669.5 265.05 韓国、カザフスタン、豪州

ニッケル精鉱 15,563.9 12,318.0 16,420.9 33.31 インドネシア、フィリピン

    地金 103.9 116.9 243.0 107.87 カナダ、南アフリカ、台湾

(出典：中国有色金属工業協会） 

 

 

4．鉱山・製錬所状況 

 鉱山・製錬所毎のデータは未発表 

中国の主な鉱山(銅・鉛亜鉛)

鉱山名 所有企業名 鉱種 生産量 備考
安慶銅鉱 銅陵有色金属集団公司 銅 不詳
冬瓜山銅鉱 銅陵有色金属集団公司 銅 不詳
徳興銅鉱 江西銅業集団公司 銅 不詳
永平銅鉱 江西銅業集団公司 銅 不詳
城門山銅鉱 江西銅業集団公司 銅 不詳
大紅山銅鉱 雲南銅業股份有限公司 銅 不詳
銅録山鉱 大冶有色金属公司 銅 不詳
銅鉱峪鉱 山西中条山有色金属公司 銅 不詳
新疆阿捨勒銅鉱 新疆阿捨勒銅業股份有限公司 銅 不詳
獲各琦銅鉱 北京西蒙鉱産勘査有限責任公司 銅 不詳
玉龍銅鉱 西部鉱業股份有限公司 銅 不詳
紅透山銅鉱 中国有色集団 銅 不詳
青海　沁德銅鉱 紫金鉱業集団股份有限公司 銅 不詳
内蒙古烏努格山銅鉱 中国黄金集団中金地質有限公司 銅 不詳
雲南迪慶羊拉銅鉱 雲南迪慶鉱業開発有限責任公司 銅 不詳
紫金山金銅鉱 紫金鉱業集団股份有限公司 銅 不詳
黒竜江多宝山銅鉱 紫金鉱業集団股份有限公司 銅 不詳
雲南普朗銅鉱 雲南銅業集団公司 銅 不詳
甲玛銅多金属鉱 西藏華泰龍鉱業開発有限公司 銅 不詳
拜仁達堰銀多金属鉱 内蒙古銀都鉱業有限責任公司 鉛･亜鉛 不詳
東升廟鉱業有限責任公司 甘粛建新公司 鉛･亜鉛 不詳

鉛･亜鉛 不詳

巴彦淖尓紫金有色金属有限公司 紫金鉱業公司 鉛･亜鉛 不詳
蘭坪金頂鉛亜鉛鉱 雲南蘭坪金鼎亜鉛有限公司 鉛･亜鉛 不詳
会澤鉛亜鉛鉱 馳宏亜鉛股份有限公司 鉛･亜鉛 不詳
昭通鉛亜鉛鉱 馳宏亜鉛股份有限公司 鉛･亜鉛 不詳
雲南華联亜鉛インジウム股份有限公司 雲南華联亜鉛インジウム股份有限公司 鉛･亜鉛 不詳
錫鉄山鉛亜鉛鉱 西部鉱業集団公司 鉛･亜鉛 不詳
成縣毕家山鉛亜鉛鉱 甘粛省成州鉱業集団公司 鉛･亜鉛 不詳
西成鉛亜鉛鉱田 白銀有色金属有限責任公司 鉛･亜鉛 不詳
湖南宝山鉛亜鉛鉱 湖南有色股份集団 鉛･亜鉛 不詳
黄沙坪鉛亜鉛鉱 湖南有色股份集団 鉛･亜鉛 不詳
康家湾鉛亜鉛鉱 水口山有色金属有限責任公司 鉛･亜鉛 不詳
佛子衝鉛亜鉛鉱 佛子衝鉛亜鉛鉱 鉛･亜鉛 不詳
連平县大尖山鉛亜鉛鉱 連平县大尖山鉛亜鉛鉱開発有限公司 鉛･亜鉛 不詳
凡口鉛亜鉛鉱 深圳中金嶺南有色金属股份有限公司 鉛･亜鉛 不詳

由巴彦淖尓華澳鉱業化工集団有限公
司、河南豫光金鉛集団有限公司ほか

内蒙古東升廟鉱業有限責任公司
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中国の主な鉱山(銅・鉛亜鉛)

精錬所名 所有企業名 鉱種 生産量 備考
金昌冶錬庵 銅陵有色金属集団公司 銅 不詳
金隆銅業公司 銅陵有色金属集団公司 銅 不詳
張家港　合銅業 銅陵有色金属集団公司 銅 不詳
赤峰金剣銅業公司 銅陵有色金属集団公司 銅 不詳
貴渓冶錬庵 江西銅業集団公司 銅 不詳
雲銅冶錬庵 雲南銅業股份有限公司 銅 不詳
金峰銅業 雲南銅業股份有限公司 銅 不詳
昆鵬銅業 雲南銅業股份有限公司 銅 不詳
清遠雲銅 雲南銅業股份有限公司 銅 不詳
金川冶錬庵 金川集団有限公司 銅 不詳
山東祥光冶錬庵 山東祥光銅業公司 銅 不詳
大冶冶錬庵 大冶有色金属公司 銅 不詳
東営方園冶錬庵 東営方園有色金属公司 銅 不詳
寧波金田 寧波金田銅業公司 銅 不詳
烟台鵬　 烟台鵬 銅業有限公司 銅 不詳
金升有色 金升有色金属公司 銅 不詳
山西中条山有色金属公司 山西中条山有色金属公司 銅 不詳
巴彦淖尓飛尚銅業公司 巴彦淖尓飛尚銅業公司 銅 不詳
白銀有色金属公司 白銀有色金属公司 銅 不詳
上海大昌銅業公司 上海大昌銅業公司 銅 不詳
上海鑫冶銅業公司 上海鑫冶銅業公司 銅 不詳
葫芦島有色金属集団公司 葫芦島有色金属集団公司 銅 不詳
広州珠江銅庵 広州珠江銅庵 銅 不詳
包頭華鼎銅業公司 包頭華鼎銅業公司 銅 不詳
富春江冶錬庵 富春江冶錬庵 銅 不詳
重慶冶錬庵 重慶冶錬庵 銅 不詳
大無縫建昌銅業公司 大無縫建昌銅業公司 銅 不詳
河南豫光金鉛集団有限公司 河南豫光金鉛集団有限責任公司 鉛･亜鉛 不詳
河南金利鉛業集団 河南金利鉛業集団 鉛･亜鉛 不詳
济源市万洋冶錬有限公司 济源市万洋冶錬有限公司 鉛･亜鉛 不詳
河南安陽市豫北金鉛有限責任公司 河南省安陽市豫北金鉛有限責任公司 鉛･亜鉛 不詳
株洲冶錬集団股份有限公司 株洲冶錬集団股份有限公司 鉛･亜鉛 不詳
第四、八冶錬庵 水口山有色金属有限責任公司 鉛･亜鉛 不詳
郴州宇騰化工有限公司 郴州宇騰化工有限公司 鉛･亜鉛 不詳
郴州市金貴有色金属有限公司 郴州市金貴有色金属有限公司 鉛･亜鉛 不詳
巴彦淖尓紫金亜鉛冶錬庵 紫金鉱業公司 鉛･亜鉛 不詳
金峰中色庫博紅燁亜鉛業有限公司 中国有色金属建設有限公司ほか 鉛･亜鉛 不詳
内蒙古興安銀鉛冶錬庵 内蒙古興安銀鉛冶錬庵 鉛･亜鉛 不詳
陕西東嶺冶錬総公司 陕西東嶺集団 鉛･亜鉛 不詳
商洛冶錬庵 陕西八一亜鉛業 鉛･亜鉛 不詳
白銀有色金属公司 白銀有色金属公司 鉛･亜鉛 不詳
中冶葫芦島有色金属集団有限公司 中国冶金科工集団 鉛･亜鉛 不詳
雲南馳宏亜鉛ゲルマニウム有限公司 雲南馳宏亜鉛ゲルマニウム有限公司 鉛･亜鉛 不詳
金鼎亜鉛業二冶錬庵 雲南蘭坪金鼎亜鉛有限公司 鉛･亜鉛 不詳
雲南祥雲飛龍实業公司 雲南祥雲飛龍实業公司 鉛･亜鉛 不詳
雲南羅平亜鉛電股份有限公司 雲南羅平亜鉛電股份有限公司 鉛･亜鉛 不詳
雲南縣南方有色冶錬有限責任公司 雲南縣南方有色冶錬有限責任公司 鉛･亜鉛 不詳
韶关冶錬庵 深圳中金嶺南有色金属股份有限公司 鉛･亜鉛 不詳
安徽華鑫鉛業集団有限公司 安徽華鑫鉛業集団有限公司 鉛･亜鉛 不詳
徐州春興合金有限公司 徐州春興合金有限公司 鉛･亜鉛 不詳
江西金德鉛業股份有限公司 江西金德鉛業股份有限公司 鉛･亜鉛 不詳
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中国の主な鉱山と精製錬所(アルミ関連)-1

鉱山・精錬所名 所有企業名 鉱種 生産量 備考
中国アルミ広西分公司 中国アルミ業公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
電解アルミ 不詳

信発集団（広西）アルミ業公司 山東荏平信発集団 ボーキサイト 不詳
アルミナ 不詳

電解アルミ 不詳
広西華銀アルミ業公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
広西百色銀海アルミ業公司 広西投資集団 電解アルミ 不詳
広西来賓銀海アルミ業公司 広西投資集団 電解アルミ 不詳
雲南文山アルミナ庵 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
雲南アルミ業公司 雲南冶金集団 電解アルミ 不詳
雲南東源アルミ業有限公司 雲南東源煤業有限公司 電解アルミ 不詳
中国アルミ貴州分公司 中国アルミ業公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
電解アルミ 不詳

貴州六盤水双元アルミ業有限責任公司 湖南曽氏企業集団 電解アルミ 不詳
中国アルミ遵義アルミ業有限公司 中国アルミ業公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
電解アルミ 不詳

広アルミ貴州アルミ業公司 広東広アルミ集団公司 ボーキサイト 不詳
アルミナ 不詳

電解アルミ 不詳
貴州賞安順黄果樹アルミ業有限公司 湖南曽氏企業集団 電解アルミ 不詳
湖南創元アルミ業有限公司 湖南晟通科技有限公司 電解アルミ 不詳
福建省南平アルミ業有限公司 中国アルミ業公司 電解アルミ 不詳
浙江華東アルミ業股份有限公司 不詳

陽新鴻駿アルミ業公司 青島鴻駿鉱業有限公司 電解アルミ 不詳
宜昌長江アルミ業有限責任公司 湖南曽氏企業集団 電解アルミ 不詳
漢江丹江口アルミ業有限責任公司 漢江水利水電有限責任公司 電解アルミ 不詳
中国アルミ重慶南川アルミナ有限公司 中国アルミ業公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
重慶南川先锋アルミナ庵 重慶博赛集団 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
四川明珠アルミ業有限公司 広東賢成、湖南莱孚、広東浩正 電解アルミ 不詳
四川其業アルミ業有限公司 四川其業集団 電解アルミ 不詳
四川眉山啓明星アルミ業有限公司 四川省電力公司(60%)、金馬集団(40%) 電解アルミ 不詳
四川広元明星アルミ業有限公司 電解アルミ 不詳

四川省阿堰アルミ庵 重慶博赛集団 電解アルミ 不詳
江蘇大屯アルミ業公司 電解アルミ 不詳

河南神火股份有限公司 河南神火集団 電解アルミ 不詳
河南汇源化学工業公司 河南汇源化学工業公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
河南豫港龍泉アルミ業有限公司 河南伊川電力集団 電解アルミ 不詳
河南恒康アルミ業有限公司 河南伊川電力集団、浙江杭州錦江集団 電解アルミ 不詳
河南天元アルミ業公司 国有資産、三門峡市 電解アルミ 不詳
開曼アルミ業（三門峡）有限公司 浙江杭州錦江集団 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
東方希望（三門峡）アルミ業有限公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
河南登封アルミ業有限公司 河南登封電庵集団 電解アルミ 不詳

電解アルミ

広西投資集団(34%）、中国アルミ業公司
（３３％）、中国五鉱集団（３３％）

浙江城建集団股份有限公司、浙江嘉汇
集団有限公司

四川啓明星股份公司、中国華能集団四
川分公司

上海大屯能源股份有限公司、中煤能源
香港有限公司

東方希望集団、米国杰德純金属公司、先
鋒全球投資有限公司
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中国の主な鉱山と精製錬所(アルミ関連)-2

鉱山・精錬所名 所有企業名 鉱種 生産量 備考
河南中美アルミ業有限公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
発祥アルミ業公司 鄭州発祥電力公司 電解アルミ 不詳
中国アルミ中州分公司 中国アルミ業公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
焦作万方アルミ業公司 中国アルミ業公司 電解アルミ 不詳
河南中孚実業股份有限公司 河南豫联集団 電解アルミ 不詳
中国アルミ河南分公司 中国アルミ業公司 アルミナ 不詳

電解アルミ 不詳
洛陽香江万基アルミ業有限公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
河南万基アルミ業股份有限公司 河南新安電力集団 電解アルミ 不詳
荏平信発アルミ業公司 山東荏平信発集団 アルミナ 不詳

電解アルミ 不詳
中国アルミ山東分公司 中国アルミ業公司 アルミナ 不詳

電解アルミ 不詳
山東南山アルミ業公司 山東南山集団 アルミナ 不詳

電解アルミ 不詳
山西关アルミ股份有限公司 中国五鉱集団 電解アルミ 不詳
山西華聖アルミ業有限公司 電解アルミ 不詳

山西華澤アルミ電有限公司 中国アルミ業股份有限公司(60%)、山西漳澤電解アルミ 不詳
山西振興集団アルミ業公司 山西振興集団 電解アルミ 不詳
開曼アルミ業有限公司山西孝義アルミナ庵浙江杭州錦江集団 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
太原東方アルミ業 山西晋能集団 電解アルミ 不詳
交口肥美アルミ業有限責任公司 山東肥城鉱業集団有限責任公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
中国アルミ山西興县アルミナ庵 中国アルミ業公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
山西兆豊アルミ業有限公司 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
電解アルミ 不詳

山西陽泉アルミ業股份有限公司 国有企業 電解アルミ 不詳
山西普能集団朔州朔能アルミ業有限公司山西晋能集団 電解アルミ 不詳
魯能晋北アルミナ庵 山東魯能集団 ボーキサイト 不詳

アルミナ 不詳
中国アルミ陕西銅川アルミ業有限公司 中国アルミ業公司 電解アルミ 不詳
陕西長宏アルミ業有限公司 電解アルミ 不詳

中電投青迈アルミ業有限公司 中電投集団、西安迈科集団 電解アルミ 不詳
寧夏青銅峡アルミ業集団有限公司 中電投集団 電解アルミ 不詳
白銀紅鷺アルミ業公司 中国アルミ業公司 電解アルミ 不詳
中国アルミ蘭州分公司 中国アルミ業公司 電解アルミ 不詳
甘粛連城アルミナ庵 中国アルミ業公司 電解アルミ 不詳
甘粛東興陇西分公司 甘粛省政府 電解アルミ 不詳
青海黄河水電再生アルミ業有限公司 中国アルミ業公司、鑫恒集団 電解アルミ 不詳
青海百合アルミ業有限責任公司 西部鉱業公司 電解アルミ 不詳
黄河水電開発公司鑫業アルミ公司 中電投集団 電解アルミ 不詳
中国アルミ青海分公司 中国アルミ業公司 電解アルミ 不詳
青海橋頭アルミ電公司 青海投資集団 電解アルミ 不詳
東方希望集団包頭希土アルミ業有限公司東方希望集団 電解アルミ 不詳
包頭アルミ業有限責任公司 中国アルミ業公司(80%)、包頭市(20%) 電解アルミ 不詳
内蒙古通順アルミ業股份有限公司 内蒙古霍煤集団 電解アルミ 不詳
霍煤鴻駿アルミ電公司 電解アルミ 不詳

撫順アルミ業有限公司 中国アルミ業公司 電解アルミ 不詳
吉林アルミ業公司 青島鴻俊鉱業有限公司 電解アルミ 不詳
黒龍江東方アルミ業有限公司 香港東方鑫源アルミ業有限公司 電解アルミ 不詳
新疆衆和股份有限公司 特変電工股份有限公司 電解アルミ 不詳

山西陽泉煤業有限責任公司、香港莫兆
記集団有限公司

江蘇客商李長宏先生股份、渭南光明電
力集団公司

中電投霍林河煤電集団(65%)、青島鴻俊
公司(35%)

永煤集団股份(70%)、河南五洲アルミ業有
限公司(20%)、登封電庵集団有限公司

香江集団有限公司、洛陽新安電力集団
有限公司

中国アルミ業公司(51%)、山西关アルミ股
份有限公司(49%)
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5．探鉱状況 

 国土資源部の公表によると、2009 年は探査に 277 億元（対前年比 17.5%増）を要し、621 ヶ所の鉱床・

鉱徴地を確認し、そのうち中・大型鉱床は 159 ヶ所であった。 

 1999 年以降、銅については新疆及びチベット自治区などで 21 ヶ所の大型・超大型鉱床を発見し資源

量は 3,510 万ｔ以上、鉛・亜鉛については新疆、チベット自治区及び陜西省などで 13 ヶ所の大型・超

大型鉱床を発見し、資源量は 3,382 万ｔ以上を発見している。 

 

 

 

図 1. 中国の主な鉱山位置図 

 

6．我が国との関係 

（1）日本への輸出 

鉱種 単位 輸入実績(A) 世界合計(B) (A)/(B)(%) ランク 

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

アンチモン地金 t 7,193 7,194 100.0 1

クロム鉱石 千 t 0 185 0.0 7

金属クロム t 1,498 2,930 51.1 1

フェロクロム 千 t 47 914 5.2 4

コバルト地金 t 62 12,312 0.5 13

酸化コバルト t 3 2,907 0.1 9

スズ地金 t 9,896 29,136 34.0 2
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APT t 2,442 2,452 99.6 1

チタン鉱石 千 t 5 457 1.1 8

ニッケル地金 t 4,646 61,344 7.6 8

フェロバナジウム t 265 4,251 6.2 2

五酸化バナジウム t 1,696 3,810 44.5 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

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

モリブデン鉱石 t 5,187 32,766 15.8 3

亜鉛地金 t 22,606 41,148 54.9 1

鉛地金 t 6,012 6,703 89.7 1

希土類原料・製品 t 22,743 25,705 88.5 1

金地金 kg 1,343 49,405 2.7 10

銀地金 t 62 1,303 4.8 6

銅鉱石 千 t 10 4,106 0.3 13

銅地金 t 675 78,792 0.9 6

白金族金属 kg 194 130,526 0.1 12

 

（2）日本企業による投資状況 

ベースメタルでは、中国国内で現在稼働しているものは、金隆銅業有限公司のみである。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 11 月に稼動し、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$)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。2008 年の銅カソード生産量は 302,000t で 2009 年

の生産計画は 350,000t である。 

 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％買収した。 

レアアース関連では、（株）三徳によるネオジム磁石生産抗弁会社である包頭三徳電池材料有限公

司（2001 年設立）、昭和電工(株)によるネオジ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（2002 年設立）がある。 

 

（北京事務所 土居正典） 
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