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2007年中国国土資源公報紹介

はじめに
2007 年の中国国内の主要鉱物資源の生産量は、急成長している経済の発展と共に増加している。その内、鉄鉱

石生産量は 7.07 億 t（2006 年：5.88 億 t）、10 種非鉄金属（アルミニウム、銅、鉛、亜鉛、ニッケル、錫、アン
チモン、マグネシウム、チタン、水銀）の生産量は 2,351 万ｔ（2006 年：1,917 万 t）である。2000 年以降の
西部地域の鉱物資源の開発例としては、新疆ウイグル自治区の阿舎勒銅鉱山、青海省の徳尓尼鉱山、チベットの玉
龍銅鉱山などの大型銅鉱山が挙げられる。中国最大の銅鉱床である玉龍銅鉱山の開発は、技術、資金、環境対策等
の問題があり、開発が遅延していたが、2008 年 8 月から 10,000t/年の電解銅プラントの操業に着手する予定で
ある。中国国土資源部は、不足する国内資源の探査を強化するため、2008 年 4 月 2 日に、2020 年までの中国地
質探査活動の指針として「全国地質探査企画」を発表した。企画の中で、目標として鉱産資源探査を推進し、国内
の鉱産資源供給能力を大いに高めると明記している。具体的な探査方針として、非エネルギー鉱産資源分野では、
123 か所の重点調査評価区域と 161 か所の重点探査区域が企画されている。

中国国土資源部は ｢2007 年中国国土資源公報｣ を作成し、2008 年 4 月下旬に中国国土全体の土地利用の管理
及び鉱産資源の現状等の評価と新たな知見に関し一般国民に開示した。同広報によると中国国内の一斉鉱物資源調
査により大中型鉱床 208 か所（2006 年：213 か所）を新たに発見したとしている。その内訳は、エネルギー鉱
床 50 か所（2006 年：42 か所）、金属鉱床 73 か所（2006 年：88 か所）、非金属鉱床 82 か所（2006 年：85 か
所）、その他水、ガス鉱床 3 か所（2006 年：1 か所）となっている。また、主要鉱物資源では同公報によるとチベッ
ト自治区の駆龍銅鉱山で銅 895 万 t、モリブデン 62 万 t、銀 7,469t が確認されたとしている。

本公報は鉱物資源調査のみならず、2007 年の 1 年間の土地利用・管理の現状を報告すると共に、海洋資源、マ
クロコントロールによる土地管理の厳格化、国土資源の基礎的地質調査の実施、防災関連の現状と対策、科学技術
と情報化の進展、国土資源長期計画等の中国国土資源に関する動きを網羅している。本公報は、中国の鉱物資源開
発の現状と今後の動向を理解する上で基礎的な情報を含み、鉱物資源をベースとしたビジネスや中国の鉱物資源の
現状を知る上で示唆に富むものと考えられることから翻訳文を以下に紹介する。なお、原文をご利用されたい方は、
当機構企画調査部にお問い合わせ頂ければ手配可能である。

土屋　春明北京事務所　所長
tsuchiya@jogmec.cn

2007 年中国国土資源公報

概　　要
2007 年、国土資源関連事業は党中央と国務院の指

導の下、科学的発展観を徹底させ、第 16 回党大会と
第 17 回党大会の精神を真摯に貫徹し、国土資源の調
査評価、計画、管理、保護、合理的利用の職能を全面
的に履行し、各業務とも大きな進展が見られた。

●資源政策、特に土地政策のマクロコントロール参画
能力が一段と強化された。

●最も厳格な耕地保護制度を徹底させ、耕地保護目標
責任制を強化し、基本農地建設と土地の整理・復墾

（訳注：鉱物採掘跡地等の埋め戻し再生、原状回復）・
開発への取り組みを強化し、耕地 1 億 2,000 万 ha
のレッドライン（警戒線）を堅持した。

●用地の節約と集約を図り、農村の集団建設用地に関

する法律と政策を厳密に執行し、工業用地の「入札・
競売・公示」政策と工業用地の最低価格基準を全面
的に推進した。

●全国の土地利用全体計画の作成を本格的に展開し、
第 2 ラウンドの鉱物資源計画と全国地質探査計画の
作成作業を進めた。

●全国土地法執行「100 日行動」を展開し、規則違反
や違法な土地利用行為を効果的に取締まった。

●鉱物資源開発の手順を引き続き整頓・標準化し、資
源開発の統合性を高め、鉱業権の管理を強化した。

●国土資源の大規模調査で大きな成果があった。
●第二次全国土地調査を開始し、「土地登記弁法」及

び「土地利用現状分類（国家基準）」を公布・実施
した。

●鉱物資源探査を強化し、鉱物資源のポテンシャル
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評価及び埋蔵量と利用に関する調査を全面的に推進
し、中央と省レベルの地質探査基金をスタートさせ
た。

●「全国地質災害防止“第 11 次 5 か年計画”」を公布・
実施し、全国農村地質防災知識「一万村研修」を行
い、増水期と三峡ダム地区等の重点地区の地質災害
防止を強化した。

●国による土地監督査察制が順調に実施され、省以下
の国土資源管理体制改革と幹部の管理体制改革がほ
ぼ完了した。

●国土資源の科学技術革新と IT 化が進み、「金土工
程（電子化のためのフレームワーク作り）」の第一
期主要プロジェクトが竣工し、国土資源分野の対外
開放が拡大された。

●海洋経済は引き続き安定的な成長を維持し、海域の
使用管理で顕著な成果を収めた。

●測量に関する統一的な監督管理が強化され、測量の
サービスレベルが高まり、「国務院の測量業務を強
化することに関する意見」が公布・実施された。

Ⅰ. 土地資源

土地利用の変更に関する調査結果によれば、全国の
耕地面積 1 億 2,173.52 万 ha、園地 1,181.31 万 ha、林地
2 億 3,611.74 万 ha、牧草地 2 億 6,186.46 万 ha、その他
の農業用地 2,549.11 万 ha、宅地及び独立した鉱工業
用地 2,664.72 万 ha、交通運輸用地 244.43 万 ha、水利
施設用地 362.86 万 ha、その他は未利用地である（図 1，
図 2 参照）。2006 年比でそれぞれ耕地は 0.03％、園地
は 0.04％、林地は 0.002％、牧草地は 0.03％減少し、

宅地及び独立した鉱工業用地は 1.11％、交通運輸用地
は 2.05％、水利施設用地は 0.37％増加した。

全国耕地の正味減少面積は 4.07 万 ha で、減少率は
0.03％、前年比 0.22 ポイント減少した。そのうち建
設占用耕地は 18.83 万 ha で前年比 27.2％減、「生態退
耕（耕地を元に戻す）」面積は 2.54 万 ha で 92.5％減、
災害によって消失した耕地は 1.79 万 ha で 50.0％減、
農業の構造調整により減少した耕地は 0.49 万 ha で
87.9％減、上述の 4 つの原因により減少した耕地は
23.65 万 ha となった。なお、同時期に行われた土地
の整理・復墾・開発によって補充された耕地は 19.58
万 ha で、建設による耕地占用面積を 4.0 ％上回った。

耕地の保護が一層強化された。具体的には以下のと
おりである。

①統括的長期計画と一般計画を厳格に実行し、耕地
保護のための各措置を着実に行った結果、耕地面
積の減少が明らかにスピードダウンした。

②新規建設用地の認可を厳しくしたことで、年間の
新規認可建設用地が 39.50 万 ha に抑えられた。

③「省級政府耕地保護責任目標審査弁法」を徹底さ
せた。

④効果的な措置により 116 か所の国家級基本農地保
護モデル地区の建設と土地整理が推進された。

⑤財政部と共同で「新規建設用地有償使用料の中央
との分配方式の調整に関する通知」を発布し、資
金の使用効率及び耕地の復墾・開発効果を高めた。

⑥財政部や国家税務総局と協力して「中華人民共和
国耕地占用税条例」を改訂し、耕地占用税の税率
を引き上げた。

⑦土地復墾プラン評価審査制度を確立し、「土地復
墾プランの立案と審査方法に関する通知」を発布
することで、生産建設プロジェクトにおける復墾
を強化した。

土地資源の管理が経済社会の発展に寄与した。具体
的には以下のとおりである。

①国務院に報告して認可を受ける都市建設用地の審
査・認可方法に調整を加え、手順を最適化し、効
率を高めることで都市建設とその発展に寄与し
た。

②土地供給は国の重点プロジェクトと一般住宅等
の民生プロジェクトを優先させるようにし、年
間に認可された交通運輸及び住宅用地がそれぞれ
30.7％と 13.0％増加した。

③「“国務院の都市部低所得家庭の住宅難を解消す
ることについての若干の意見”を徹底させ、土地
供給の抑制を強化することに関する通知」を発布
し、都市部低所得家庭向け住宅用地の供給を確保
した。

④「土地整理と農村建設」をテーマに市長検討グルー
プを主宰し、土地整理を推進することで新農村建
設に寄与し、土地資源の管理レベルを向上させた。

⑤国務院の生豚生産を発展させ市場供給を安定させ
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図 1.　2007 年国内土地利用状况
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図 2.　全国耕地面積の変化状況
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るという精神を徹底させ、「家畜家禽飼育の規模
化を促進するための用地政策に関する通知」を発
布した。

⑥労働保障部と共同で「被土地収用農民の社会保障
を確実に行うことに関する通知」を発布し、土地
を収用された農民の権益を擁護した。

地籍管理の基礎保障能力が著しく高まった。具体的
には以下のとおりである。

①第二次全国土地調査が正式にスタートし、各調査
活動が順調に進められた。

②「物権法」の関連規定を実施し、土地の登記業務
を標準化するために、「土地登記弁法」（国土資源
部第 40 号令）が正式に公布された。

③『土地利用現状分類（国家基準）』が国家標準化管
理委員会によって正式に公布・施行され、全国の
土地利用の分類に関する基準が統一された。

④「第二次全国土地調査技術規定（業界基準）」、
「ベースマップ生産技術規定」、「国家級技術審査
規定」、「土地利用データバンク基準」、「城鎮地
籍データバンク基準」等の技術の規範化と管理
に関する規定が公布された。

⑤人口 50 万人以上の 84 都市の年度モニタリングを
全面的に展開し、その成果を土地関連の法執行及
び検査等の国土資源管理業務に幅広く応用した。

⑥各種の土地の権利帰属に関する紛争 2 万件余を
調停し、調停成功率は 89.7％に達した。「土地の
権利帰属に関する調停を強化することに関する通
知」を発布し、調停業務のシステムを改善した。

工業用地の入札・競売・公示による譲渡と工業用地
の最低価格基準を全面的に行い、土地資源の市場化度
が著しく高まった。全国譲渡地の合計 22.65 万 ha で、
そのうち入札・競売・公示による譲渡地は 11.53 万 ha
で、総譲渡面積の 50.9％を占め、前年比で 20.4 ポイン
ト上昇した。

Ⅱ. 鉱産資源

地質探査への投資は急成長を維持し、財政支出の伸
びもさらに加速した。1 年間に投入された地質探査費
は 620.09 億元、前年同期比 25.2％増で、そのうち財政
支出は 55.63 億元で 47.2％増、前年比 8.1 ポイント上
昇した。

2007 年の年初現在、全国で 171 種の鉱物が発見され、
159 種の鉱物の埋蔵量が明らかにされた。その内訳は
エネルギー鉱物 10 種、金属鉱物 54 種、非金属鉱物
92 種、水資源等 3 種であった。亜鉱物種を加えると、
調査で埋蔵量が確認された鉱物の総数は 224 種に達
し、ウラン、トリウム、地下水、鉱泉水及び新たにリ
ストアップされた（亜）鉱物 1 種を除くその他の 219
種の（亜）鉱物は、前年度と比べ確認埋蔵量が増えた
ものが 108 種（49％）、減少したものが 70 種（32％）、
変化のなかったものが 41 種（19％）あった。

地質調査と鉱物探査で新たに発見された大中型鉱産
地は 208 か所となった（図 3 参照）。その内訳はエネ
ルギー鉱産地 50 か所、金属鉱産地 73 か所、非金属鉱
産地 82 か所、水、ガス鉱産地 3 か所である。鉱物 77
種の埋蔵量の増加が新たに確認されたが、その内訳は
石油 12.11 億 t、天然ガス 6,974 億㎥、原炭 406.25 億 t
である。石油では新たに冀東南堡、大慶古竜、長慶姫

の 3 か所の億ｔ級大型油田が、天然ガスでは新たに
吉林長嶺、長慶神木、四川広安、タリム大北、北方淞
南の 5 か所で 300 億㎥の大型ガス田がそれぞれ発見さ
れた。

全国の主要鉱物製品の生産量と輸出入が成長を維
持した。原炭生産量は 25.36 億 t で 6.6％増、原油は
1.87 億 t で 1.6％増、天然ガスは 693.10 億㎥で 18.3％
増、鉄鉱石は 7.07 億 t で 20.2％増、粗鋼は 4.90 億 t で
15.8％増、10 種類の非鉄金属の生産量は 2,351 万 t で
22.6％増、リン鉱石は 4,542 万 t で 16.6％増、原塩は 5,976
万 t で 10.6％増、セメントは 13.54 億 t で 9.2％増であっ
た。全国の鉱物製品の貿易総額は 4,942 億＄に達し、
前年比 28.7％増で全国の貿易総額の 22.7％を占めた。
前年に比べ大量に不足している鉱物製品の輸入が増え
続けているが、その内訳は原油 1.63 億 t、鉄鉱石 3.84
億 t、マンガン鉱石 664 万 t、クロム鉄鉱石 609 万 t、
銅鉱石 453 万 t、カリ肥料 960 万 t となっている。

2007 年末現在の有効探査許可証は 29,191 件（新規
6,683 件）で、そのうち石油天然ガスは 1,153 件あった。
有効採掘許可証は 106,202 件（新規 10,055 件）で、そ
のうち石油天然ガスは 617 件であった。また、鉱物資
源の有償使用制度が一層進んだ。2007 年、全国で入 
札・競売・公示によって譲渡された探鉱権は 541 件、
譲渡価格は 17.98 億元、競売・公示で譲渡された採掘
権は 9,965 件、譲渡価格は 32.85 億元であった。

国外における鉱物資源探査で進展が見られた。基盤
設備の建設を強化したことで探査・開発・利用のレベ
ルが向上し、国際鉱業企業と密接に協力し合うこと
で目的の国と地域の経済発展を促進し、「Win‐Win」
を実現した。また、2007 年は鉄、銅、ニッケル、ボー
キサイト等の非鉄金属及び貴金属の国外探査でも大き
な進展が見られた。
「国土資源部の深層探鉱業務に関する指導意見」を

公布し、深層部の鉱物探査に移行させる戦略的転換へ
の政策的支援を行った。「石炭と炭層ガス資源の総合

エネルギー鉱産
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図 3.　2007 年新規発見した大～中規模鉱徴地 208か所
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探査・採掘管理の強化に関する通知」を公布し、炭層
ガスの総合的な探査と開発を奨励した。なお、国務院
に対し「全国石油・天然ガス資源の最新評価と埋蔵量・
生産量の増加傾向予測レポート」を提出し、石油・天
然ガス資源の資源量を明らかにした。また「全国地質
探査業界通報」を初めて作成し、地質探査の状況や探
査に従事する人員、経済運営状況等を全面的に紹介し
た。

Ⅲ. 海洋資源

全国の海洋経済は安定成長を維持した。2007 年、
全国の海洋総生産額は 2 兆 4,929 億元で前年比 15.1％
増、国内総生産額の 10.11％を占めた（図 4 参照）。海
洋石油・天然ガス産業が急成長を遂げ、年間増加額
769 億元、前年比 17.3％増を実現した。海域での石油
天燃ガス探査の自主イノベーション能力が一層強化さ
れた。

海洋環境保護は依然厳しい状况にある。沿岸の一部
海域では水質がやや好転しているが、汚染が依然深
刻である。近海の大部分が汚濁のない海域（「清潔海
域」）であり、遠洋海域の水質は良好な状態を保って
いる。全海域のうちまだ「清潔海域」の水質基準に達
していない面積が約 14.5 万㎢（前年比 0.4 万㎢の減少）
ある。汚染の深刻な海域は主に遼東湾、渤海湾、黄河
河口、莱州湾、長江河口、杭州湾、珠江河口及び一部
の大中都市沿岸の一部水域となっている。

年間に発生した暴風による高潮、高波、海氷、赤潮、
津波等による海洋災害は 163 回を数え、直接的経済損
失は 88.37 億元になった。暴風による高潮による災害

（沿岸地域の高波を含む）の直接的経済損失は 87.15
億元で、主な海洋災害になっている。

海域使用に関する管理面で画期的な進展があり、海
域使用権が基本的用益物権として確立された。島しょ
の保護と管理が強化され、島しょ関連の計画・立法・
政策研究及び保護区の設置等の業務が全面的に行われ
るようになった。海洋の機能による区分制がますます
改善され、「海洋機能区分管理規定」が公布された。

海域の権利とその帰属が全面的に標準化された。海域
の囲い込みや埋め立てが厳しく規制され、養殖用の海
に関する管理が強化された。年間に交付された海域
使用権証書は 6,037 件で、権利が確定した海域面積は
24.46 万 ha であった。海域有償使用制度の整備が新し
い段階を迎え、｢海域使用料金徴収管理強化に関する
通知｣が公布された。国の海域使用に関する動態監視、
監督、観測管理システムの整備が大幅に進められ、海
域管理の情報システムが幅広く応用されるようになっ
た。全国の海域行政境界線画定作業が進み、行政海域
の境界線 6 本に関する協議書が締結された。また海域
使用管理のモデル事業が行われ、養殖用海域の使用に
関する一斉調査と登記及び特別法執行が集中的に行わ
れた。

Ⅳ. 国土資源の大規模調査
基礎地質調査のレベルが一層向上し、サービス分野

が広がった。地域的な物理化学探査やリモートセンシ
ング調査で新たな成果が得られた。重要な経済区、鉱
床帯、地質上重大な問題がある地域での一連の大中縮
尺エリア物理探査や化学探査及び航空リモートセンシ
ング調査が終了し、地質図の更新や新たに 100 か所余
の鉱徴地及び若干の探査異常区と将来的に採掘可能な
区域を発見する等の成果があった。また青蔵高原の基
礎地質調査成果の統合で新たな進展が見られた。青蔵
高原の地質構造分割案を策定し、新しい青蔵高原 1：
1,500,000 の地質図を改訂し、青蔵高原 1：1,500,000 の
先カンブリア紀地質図、火成岩地質図、構造～岩相古
地理図、新生代地質図及び地域の重力、航空磁力、化
学探査等一連の総合的図面資料の作成がほぼ終了し、
それに対応するデータバンクを構築したほか、ラサ地
質体中部では大規模なエクロジャイト（榴輝岩）帯が
発見された。鉱物資源の調査・評価でも大きな成果
を挙げた。メタンハイドレートの探査で進展が見られ
た。中国南海海域北部でボーリング探査を行い、メタ
ンハイドレート実物サンプルの採取に成功し、中国南
海北部に豊富なメタンハイドレート資源が埋蔵されて
いることが実証された。これで中国も米国、日本、イ
ンドに次いで国家級研究開発プロジェクトを通じてメ
タンハイドレートの実物サンプルを入手した 4 番目の
国となり、これは中国におけるメタンハイドレートの
調査研究が世界の先進レベルに達したことを意味する
ものである。

地域鉱物資源評価で画期的な進展があり、岡底斯
（ガンディス）、念青唐古拉（ニェンチェンタングラ山
脈）、雲南省西北部、羅布泊（ロプノール・新疆）、烏
拉根（新疆）、騎田嶺（湖南省）、河南省西南部等の鉱
物資源基地の雛形が形成された。中でも駆竜銅鉱山で
は銅 895 万 t、随伴モリブデン 62 万 t、随伴銀 7,469t
が探査によって確認された。実質的にコントロールで
きる鉱区の資源量は 1,000 万ｔを超え、中国最大の銅
鉱山になっている。
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図 4.　全国の海洋総生産額成長状況
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深層部の鉱物探査で大きな進展があった。安徽省廬
樅地区で新たに地下約 700 ｍに位置する泥河大型鉄鉱
山が発見され、遼寧省橋頭では深層部に巨大鉄鉱床が
あることが判明し、初歩的な予測ながら将来的な資源
量は 10 億 t が見込まれているが、これは中国東部地
区の深層部鉱物探査のポテンシャルを十分に示すもの
であり、中国の鉄鉱資源不足を緩和する上で大きな意
義がある。

鉱物資源に関する国勢調査を全面的にスタートさせ
た。全国規模の鉱物資源のポテンシャル評価と埋蔵量
及びその利用に関する調査が全面的に進められ、建
国以来の地質調査と鉱物探査の成果を系統的に分析か
つ取りまとめた。鉱物資源利用の現状を全面的に掌握
し、中国の鉱物資源のポテンシャルを科学的に評価す
ることにより、国家レベルの鉱物資源に関する計画・
管理・保護・合理的利用面の要求を満たし、地質関係
の科学技術の進歩と商業的地質業務の発展を促進する
ことになった。

地下水探査と地質環境調査で著しい成果を収めた。
地下水探査モデル事業が民生サービス面で重要な役割
を果たした。四川省紅層丘陵の水不足地区における地
下水探査及びモデル事業では、32 万か所に井戸を設
けて 120 万人の飲用水問題を解消した。雲南省瀘西県、
貴州省道真コーラオ（仡 ）族ミャオ（苗）族自治県、
銅仁県、広西チワン族自治区忻城県、湖南省竜山県で
18 か所のモデル事業を実施し、25 万人の飲用水問題
と 6,666ha の耕地の灌漑用水不足を解消した。寧夏回
族自治区平羅県、河北省唐県、青海省貴徳県、黒竜江
省肇東等の地方病の深刻な地域で地下水探査と安全な
水供給モデル事業を実施し、200 万人の農民と大衆の
ために飲用可能な地下水脈を探し出し、34 か所で進
められた安全水供給モデル事業では、30 数万人に直
接清潔な飲用水源を提供した。また重要経済区の地質
環境総合調査評価では、遼寧省沿海地方の経済計画と
港湾建設、天津市浜海新区の建設、河北省曹妃甸及び
冀東南堡油田等の国家プロジェクトに地質環境面の根
拠を提供し、青島市、珠江デルタ、黄河デルタ等の海
岸地帯の環境地質調査では、沿海地方の経済発展、環
境保護、減災と防災に基礎資料と科学的根拠を提供し
た。

地質情報資料のサービスレベルが向上した。1：
200,000、1：250,000、1：500,000 の中縮尺地質図オン
ライン、データバンク及び中国地域の地球化学データ
バンクが全面的に公開され、全社会的に使用できるよ
うになったが、それは中国の公益的地質資料の開放
度を高め、鉱物資源の探査と開発に役立ち、中国の
鉱業投資環境の改善面で大いに意義がある。（詳細は
www.gsd.cgs.cn）。

土地資源の調査モニタリングに進展が見られた。
2,731 件の土地調査報告書が作成されたが、その主な
内容は以下のとおりである。1：100,000 土地資源モニ
タリング 960 万㎢、1：50,000 土地資源モニタリング

30 万㎢、1：25,000 土地資源モニタリング 15.4㎢、1：
10,000 土地資源モニタリング 112.95 万㎢、1：10,000
土地資源調査 200 万㎢、1：500,000 土地資源評価 119
万㎢、1：50,000 土地資源評価 62 万㎢、1：10,000 土
地市場評価 9.98 万㎢。

土地利用についてのリモートセンシングの成果が土
地管理に応用された。瀋陽、吉林、嘉興、蕪湖、武
漢、商丘の 6 都市のモニタリング成果を特別法執行と
監察に用い、人口 50 万人以上の 84 都市に対するモニ
タリングの成果を土地法の執行と監察に応用し、ウル
ムチ、フフホト、天津、大慶、昆明、ハルピン、南昌、
成都、銀川の 9 都市のモニタリング成果が年度の土地
変更調査結果の確認に応用された。

　
Ⅴ. 地質環境の保護と地質災害の予防と対策

2007 年は全国で各種地質災害が合計 25,364 件発生
し、死傷者は 1,123 人（その内、死亡者 598 人、行方
不明者 81 人）であった。地質災害の直接的経済損失
は 24.8 億元で、四川、重慶、湖南、雲南、湖北、広
東の 6 省の損失が全国の 80.9％を占めた。前年比でそ
れぞれ死亡・行方不明者数は 12.3％、直接的経済損失
は 42.6％減少した。

地質災害の予防と対策が強化された。具体的には以
下のとおりである。

①全国農村地質災害予防対策知識 ｢一万村研修｣ が
行われ、300 万人近くが受講した。

②全国山間丘陵地県（市）の地質災害調査と重点地
区の地質災害に関する詳細な調査が引き続き行わ
れた。

③増水期の地質災害モニタリング警報システムを整
備し、全国の地質災害と気象の予防警報を引き続
き実施した。

④積極的に地質災害の「群測群防（訳注：災害知
識の普及と地元住民と協力して観測を行い、避難
等に役立てる活動）」を推進し、重慶市の巫山や
奉節に国際的に先進レベルの地質災害リアルタイ
ム・モニタリング・モデルステーションを設置し
た。地質災害モニタリング予防警報は効果が顕著
で、地質災害 920 件を防止し、37,830 人を安全に
避難させ、5.5 億元の直接的経済損失を未然に防
いだ。

三峡ダム地区の地質災害の予防と対策で重要な成果
を収めた。2007 年末までに湖北、重慶両省は応急措
置プロジェクト 229 件、堤防の嵩上げ工事 1,002 件、
非応急措置プロジェクトの探査及び FS を 231 件を完
了し、128 か所で移転・避難プロジェクトを実施した。
三期地質災害予防対策の 1,897 か所の「群測群防」ポ
イントと 122 か所の専門監視ポイントの全てが完成し
て稼動が開始し、延べ 16 万余回の「群測群防」及び
専門監視、地滑り危険警報 236 か所、850 人の安全な
避難という実績を挙げた。

全国の主要都市及び地域での地下水のモニタリング
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を引き続き実施した。国家環境保護総局と共同で「全
国地下水汚染予防対策計画（2006～2020）」を策定した。
長江デルタ地区、華北平原、汾渭地区等の重点地区に
おける地盤沈下の予防と対策を積極的に推し進め、全
国の地盤沈下予防対策に関する「部」レベルの会議制
度が確立された。

鉱山環境保護に関する法整備とシステムの刷新を
図った。2007 年末現在、全国 20 の省（自治区・中央
直轄市）で鉱山環境の改善と回復のための保証金制度
が確立された。鉱山環境改善への取り組みが益々強化
された。2007 年末現在、中央財政の支援による鉱山
環境改善プロジェクトは累計 1,118 件に上り、投入資
金は 37.1 億元、そのうち 2007 年に行われたプロジェ
クトは 321 件で投入資金は 12.9 億元であった。湖北
省黄石、黒竜江省鶏西恒山、吉林省白山板石、黒竜江
省嘉蔭烏拉嘎、浙江省遂昌の 5 か所の金鉱で国家鉱山
公園が開園した。

重要な地質遺産の保護を強化した。中央財政から
2.4 億元の資金を拠出して 70 か所の国家地質遺産の保
存作業を行った。地質公園の建設を安定的に推進し、
2007 年には世界地質公園 1 か所が新たに建設され、
20 の国家地質公園と 4 つの世界地質公園が相次いで
開園した。

地熱と鉱泉水資源の保護と開発利用の管理を強化し
た。「浅層地熱エネルギー探査と開発に関する技術規
範」を作成した。「中国地熱城」、「中国温泉郷」、「中
国鉱泉水郷」、「中国高品質鉱泉水水源地」の選定作業
を進め、地熱及び鉱泉水資源の効果的な開発と持続可
能な利用を推進した。鉱泉水に関する知識の宣伝を強
化し、CCTV と共同で大型公共科学普及番組「生命
の泉」を制作した。

　
Ⅵ. 国土資源における科学技術と情報化
「科学技術による地質資源振興」戦略を着実に推進

し、公益的産業の科学研究活動を始動させた。科学技
術イノベーション基地の建設を強化し、新たに鉱物成
生メカニズムや資源評価に関する 8 つの重点実験室を
設けた。青年科学技術者の養成に力を入れ、国土資源
部の科学技術イノベーション人材プロジェクトを推進
した。17 名の青年科学技術者に「国土資源部優秀青
年科学技術人材」の称号が贈られ、「百人計画（在外
の著名な人材の帰国を促すためのもの）」の資金援助
対象者 18 名と「中核的青年科学技術者」20 名が選出
された。

国家科学技術支援計画と 863 計画（ハイテク研究発
展計画）の 3 つの重要プロジェクトと 5 つの重点科学
技術プロジェクトを全面的にスタートさせた。国土資
源部「第 11 次 5 か年計画」初の重要科学技術革新プ
ロジェクト 9 件を実施し、基礎研究能力や基礎科学の
技術力の向上を図った。

国土資源部は中国～ブラジル地球資源衛星 02B の
メインユーザーとして、国産衛星を主なデータ源とす

る国土資源リモートセンシング監督管理システムの確
立を推進した。

中国大陸科学ボーリング探査事業が国による竣工検
収に合格した。航空地球物理探査技術とメタンハイド
レート探査・開発のカギとなる技術で大きな進展が得
られた。広西チワン族自治区柳州市（で発見された地
層断面）が石炭紀古世の地球的堆積成層理面（地層断
面）の見られる場所（GSSP）として国際的に認定され、
世界地質年表における 9 個目の「金釘子（国際地質科
学連合会が申請し、UNESCO によって認定される地
層断面の永久的標識）」を獲得した。　

8 件の国土資源の科学技術一等賞と 58 件の二等賞
が授与された。鉱業関連では、「中国の成鉱体と地域
的成鉱に関する評価」、「地球化学マッピングの戦略、
方法及び応用研究」、「海南省瓊西地区の金鉱山の探査
評価」の各論文が二等賞を受賞した。

国土資源の IT 化で顕著な成果が見られた。「デジ
タル国土」プロジェクトが推進され、「金土工程」プ
ロジェクト第一期工事の主要任務が予定通り完了し
た。具体的には以下のとおりである。

①国土資源部及び 90％の省とモデル都市建設用地
の審査認可、建設用地の予備審査、鉱業権の管理
等の応用システムの開発が終了し、その運用（オ
ンライン）が始められた。

②建設用地供給届出等の 7 つの応用システムに関す
る開発、配置、応用のための研修が行われた。

③ 6 種類の基礎データバンクの統合作業がほぼ終了
し、国土資源監督管理の IT 化技術体系の形成に
応用された。

④国土資源の科学データの共有化が推進され、重要
な国土資源データバンクの対外的な共有化サービ
スを実現した。

⑤全国の全ての省、77％の市、47％の県の国土資源
管理部門でウェブサイトによるネット上での行政
情報の公開及び情報サービスを実現した。

⑥ネットの安全管理と安全予防が強化された。
⑦国土資源データセンター、情報共有プラット

フォーム、情報化標準体系等の基盤が整備された。
⑧国土資源データの累積が強化され、管理とサービ

スのために情報面からの支援を提供した。
国際交流と協力を強化し、成功裏に 2007 年中国国

際鉱業大会及び 5 か国共同での地質図の作成がなされ
た。二国間及び多国間の交流と協力を推進し、海外研
修と人材導入を強化した。

Ⅶ. 国土資源の管理
国土資源管理のマクロ調整への関与を強化した。

「国務院の土地調整強化に関する通知」を徹底させた。
「建設用地認可後の監督管理弁法」を制定・公布した。
新規増加分の建設用地総量と構造を積極的にコント
ロールし、土地に関する長期計画と一般計画及び建設
用地の審査認可の管理を厳格化した。中西部と東北地
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区の土地開発を優先させた。土地提供の制限及び禁止
目録を厳格に執行し、工業用地の入札・競売・公示
による譲渡と工業用地の最低価格基準適用を全面的に
推進した。不動産市場の調整に積極的に参画した。タ
ングステン、希土類鉱物の採掘総量を引き続き抑制し
た。新規石炭探鉱権の申請を一時停止した。山西省や
陝西等の 8 省で石炭資源有償使用制度改革のテストを
行った。青海省の塩湖等いくつかの塩鉱資源の総合利
用レベルが向上した。

国土資源の計画業務をさらに強化した。本格的な
土地利用全体計画の作成に取り組み、「全国土地利用
全体計画綱要（2006～2020 年）」を作成し、省レベル
の計画を秩序立てて作成した。鉱物資源の第 2 ラウ
ンドの計画作成に全面的に取り組み、「全国鉱物資源
計画（2006～2020 年）」を策定し、省レベルの計画を
着実に実施していった。「全国地質災害予防対策第 11
次 5 か年計画」を公布・実施した。「全国地質探査計
画」を策定した。全国鉱山環境保護及び改善計画を
系統立てて推進した。全国国土計画を本格的に始動
させ、広東や遼寧等の省レベルの国土計画テストケー
スで大きな成果があった。

国土資源の節約と集約的利用がさらに進んだ。用地
の節約と集約のための政策を打ち出した。「未利用地
の処分を強化することに関する通知」を発布した。財
政部や中国人民銀行と共同で「土地備蓄管理弁法」を
公布した。「建設用地の節約と集約的利用の潜在力評
価に関する規定」を制定した。国家級開発区における
土地の集約的利用に関する評価のテストケースを推進
した。都市部建設用地に対し増減をリンクさせたテス
トケースを推進した。「省エネ排出削減総合業務プラ
ン」を着実に実行し、国土資源分野における省エネ排
出削減を推進した。

鉱物資源開発の手順を全面的に整頓・標準化し、鉱
物資源開発の統合を図った。無許可探査 392 件、無許
可採掘約 2 万 5 千件（延べ人数）、越境採掘 2,233 件、
探査をせず採掘したもの 498 件、鉱業権の違法転売
344 件を取り締まり、違法鉱山及び鉱産資源法の基準
に満たない鉱山約 1 万 7 千か所を閉鎖した。各省（自
治区・中央直轄市）が鉱物資源開発統合全体プランを
作成し、3,264 か所の鉱区が整理統合実施プランを作
成し、1,749 か所の鉱区で整理統合を完了し、整理統
合によって 14,800 件の鉱業権が減少し、鉱物資源開
発の規模化と集約化のレベルが向上した。石炭及び炭
層ガス資源の総合的な探査採掘の管理、鉱業権管理の
IT 化、鉱物監督査察員の管理及び海砂採取の管理に
関する規定を公布した。採掘権許可証の有効期限及び
タングステン鉱と希土類鉱物の探査許可証と採掘許可
証の登記期限を標準化した。

国家土地監督査察制度が順調に実施された。「国務
院弁公庁の国家土地監督査察制度に関する問題につい
ての通知」（国弁発〔2006〕50 号）の要求に基づき、
機構作りと各種業務が順当に進められた。厳格な耕地

保護を行うために、省（自治区・中央直轄市）及び計
画単列市の人民政府による耕地保護目標責任制の実施
状況を重点的に監督・査察した。「以租代徴（訳注：
農民から農地の権利を安く借り開発業者に高値で転売
する違法行為）」、計画を勝手に調整したり、基本農地

（農産物の需要に応じて土地利用全体計画で決定され
た占有できない耕地）を不法占有したり、許可を得ず
に使用する等の突出した土地をめぐる違法行為に対す
る特別監督査察を展開した。耕地保護、開発区の建設、
土地市場の整理整頓等の重要な問題に関する実地調査
を行った。「全国土地法執行百日行動」を通じて全方
位かつ全プロセス的な監督査察を展開した。
「全国土地法執行百日行動」が著しい効果を発揮し

た。取り締まった法規違反事件は 31,000 件、それ関
連の土地面積は 327,195㎢余り、その内訳は「以租代
徴」29,745㎢余り、違法な拡張・新設約 99,150㎢余り、
無許可で占用・占拠したもの約 198,300㎢余りであっ
た。立件して取り締まった 3 種の違法な土地使用行
為は 2.6 万件余りで、立件率は 85％近くに上った。58
の重点的整理改善地区と 251 の典型的事案の基本的な
捜査・取り締まり・是正がしっかりと行われた。107
の各行政区の国土資源庁を表彰した。違法行為が頻発
していた事態の収拾を図った。予防から取り締まり、
監督管理及び部門間連携等の面で一連の制度上の成果
を挙げた。

土地と鉱物関係の違法行為の取り締まりを強化し
た。年間で土地関係の違法案件を合計 92,400 件処理
し、没収した土地面積は 8,600ha、罰金徴収額は 33.68
億元だった。また、鉱物関係の違法案件は合計 12,300
件発生し、処理案件の罰金徴収額は 3.14 億元だった。

Ⅷ. 測量製図の管理と保障サービス

国務院は「測量製図業務を強化することに関する意
見」を発布し、新時代の測量製図業務について全面的
な調整を行ったが、これは全国の測量製図業務を指導
する上での綱領的文書であり、各地の各部門とそれを
徹底させた。

測量製図と保障サービスで新たな成果を収めた。測
量製図サービスの総額は 28.4 億元と再び記録を更新
した（図 5 参照）。一般社会向けに各種地形図 60.2 万枚、
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図 5.　測量製図におけるサービス総額
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地上測量 16.4 万ポイント、航空写真 28.5 万枚、デジ
タル地図 48.3 万枚を提供した。編集・出版した地図
や図書は 2,363 点、総印刷部数は 1.5 億部に上った。全
国第二次土地調査、新農村建設、主体機能区計画、環
境モニタリング、公共安全管理、防災減災、国防建設
等の重要事業のために測量製図を保障し、国境画定の
ための実地調査、万里の長城の保護、極地科学調査、
2008 年のオリンピックのために測量製図サービスを
提供した。国務院による許可と授権を経て、国家測量
製図局と建設部が共同で中国で初めて著名景勝地とし
ての 19 の山峰の高度データを公表した。

測量製図の基礎建設が新たな歩みを開始した。測量
図は 60 万枚近くに上り、国土の基礎航空写真撮影で
は 75 万㎢が完了し、229 万㎢のリモートセンシング
映像データを取得した。西部地区の 1：50,000 地形図
空白域の測量製図や 1：50,000 国家基礎地理情報デー
タバンクの更新等の重要事業が全面的に進められ、国
の現代測量製図基準体系のインフラや高解像度立体測
量衛星等の事業の立案が安定的に行われた。鄭州市
や佳木斯（ジャムス）市等の 30 都市でデジタル都市
地理空間のフレームワーク作りのモデルケースを展開
し、デジタル中国地理空間のフレームワークの建設を
強力に推し進めた。国家測量製図局と国家発展改革委
員会が共同で ｢基礎測量製図計画管理弁法｣ を印刷発
行し、基礎測量製図の計画管理の標準化、科学化、法
制化を軌道に乗せた。

測量製図の統一的監督管理の新局面を切り開いた。
全国人民代表大会に協力して「測量製図法」の法執行
に関する調査研究を行い、「測量製図法」の完全実施
を推進した。「外国の組織あるいは個人が中国で測量
製図を行う場合の管理暫定弁法」を徹底させた。国家
測量製図局と人事部が共同で「登録測量製図士制度暫
定規定」を公布し、登録測量製図士資格認定試験を初
めて実施した。ネット上の地理情報の安全監督管理及
び渉外測量製図管理を強化し、測量製図成果の質、秘
密保持、建築測量製図等の監督検査活動を展開し、違
法案件に対する取り締まりを強化し、測量製図市場の
秩序を好転させた。一部測量製図の行政許可申請を集
中的に受理し、測量製図の資格審査の手順と方法面の
改善を行い、行政事務の公開を図った。

測量製図の科学技術イノベーションに新たな進展が
見られた。国家測量製図局対地観測技術重点実験室、
鉱山空間情報技術重点実験室、地理情報システム応用
エンジニアリング研究センター、地理空間情報デジタ
ル技術研究センターが設立された。「地理情報標準シ
ステムのフレームワーク」と「基礎測量製図標準シス
テムのフレームワーク」を印刷・発行し、12 の国家
基準と 8 つの業界基準の改訂を完了させた。「2005 年
チョモランマ峰の高度測量」等の 2 つの研究成果が国
家科学進歩賞二等賞を受賞した。完全な自主知的財産
権を有するデジタル航空写真撮影装置や航空宇宙リ
モートセンシングデータの並行処理システム等の重要

な測量製図科学技術成果が鑑定を経て広く応用される
ようになり、測量製図の生産性が大幅に向上した。

（2008.7.18）
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