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- 1 - アルバニア 

1. 一般事情 

1-1. 面積  28,748ｋｍ２ （日本の 0.08 倍） 

1-2. 人口  約 315 万人（2001 年央推計）  

1-3. 首都  ティラナ（約 50 万人） 

1-4. 人種  アルバニア人 

1-5. 公用語  アルバニア語 

1-6. 宗教  イスラム教 70％、正教 20％、ローマカトリック 10％ 

1-7. 地勢等 

アルバニアは起伏があって山がちな地形が多い。一番高い山はディバル地区にあるコラ

ビ山で、2,753 メートルに達する。海岸付近の低地は典型的な地中海性気候であり、内陸

部の高地は大陸性気候である。首都のティラナ以外の主要な都市としてはドゥラス、エル

バサン、シュコダル、ジロカスタル、ヴロラ、コルチャなどがある。 

 

(CIA World Factbook HP) 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体  共和制 

2-2. 元首  アルフレッド・モイシウ（Alfred MOISIU）大統領 

（2002 年 7 月 就任、任期 5 年、74 歳） 

2-3. 議会  一院制（140 名、任期 4 年） 

   国会議長 セルヴェト・ペルムビ（Servet PELLUMBI） 

2-4. 政治概況 

アルバニアでは従来、勤労党（91 年 社会党に名称変更）による一党独裁の下に共産主
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義鎖国体制がとられてきたが、1990 年より東欧改革の影響を受け、対外開放、複数政党

制の導入等の民主化が始まり、1992 年 3 月の総選挙では民主党を中心とする民主政権が

成立した。 

1997 年に入り、ねずみ講問題を発端とする騒乱が南部地域を中心に発生し、同年 3 月、

メクシ首相が辞任した。続いて 4 月～8 月まで人道援助物資の配給の安全確保のためイタ

リアを中心とする多国籍防護軍が展開、6 月の講会選挙の結果を受けてベリシャ大統領が

辞任し、7 月に社会党を中心とする中道左派政権が成立した。その後も社会党と民主党の

対立が続き、1998 年 9 月に起こった民主党議員の射殺事件を契機に発生した騒擾事件は、

この事件の責任をとるかたちで首相が交代するに及んだ。更に、1999 年 10 月には与党･

社会党の党議長選挙の結果を受けて、再び首相が交代し、メタ首相が就任した。 

2001 年 6、7 月の総選挙で与党社会党が勝利を収め、メタ首相が続投したものの、2002

年 1 月 社会党内の意見対立が原因となって同首相が辞任し、翌 2 月にはマイコ元首相率

いる新内閣が成立した。 

2002 年 6 月 大統領選挙では、与野党のコンセンサスによりモイシウ元国防相が新大統

領として選出され、7 月に就任。同月、マイコ首相が辞任し、社会党のﾅﾉ党首が首相に就

任した。 

2-5. 主要産業  農業、機械工業、工業、製造業 

2-6. GDP  19 億＄／一人当たり 1,560＄（2002 年） 

2-7. 通貨  アルバニア・レク（Lek、ALL） 

2-8. 為替レート  １US＄＝97.25ALL 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

１US＄＝ 135.12 142.64 136.55 133.74 106.58 

            （International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易 

総貿易額 18.2 億＄（2002 年） 

輸 出 3.3 億＄ 繊維、食料品、建築資材 

輸 入 14.9 億＄ 機械、食料品、繊維 

 

        対日貿易(2002 年) 

輸 出 2.0 百万＄ 自動車部品、トラクター 

輸 入 0.5 百万＄ タバコ、加工用植物 

 

2-10. 経済概況 

 1992 年 3 月に民主政権が成立し、同年 7 月に G24 アルバニア支援国会合が開催されて

以来、欧米諸国や国際機関から多くの支援を受け、経済は 1993 年以降、徐々にではある

が改善の方向に向かってきていた。しかし、97 年にねずみ講問題を発端とする騒乱が発

生し、経済活動に少なからぬ影響を与えた。 
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 その後、国際社会から支援を受けて経済活動は徐々に回復しつつあり、GDP 成長率は

1998 年以降平均 7～8％の高成長を続けている。治安情勢を十分安定させ、経済や社会の

インフラを整備して外国からの投資を増大させていくことが大きな課題となっている。 

 

3. 鉱業概要 

アルバニアには、クロム、銅、ニッケルなどの鉱床が知られるが、生産が行なわれてい

るのはクロム鉱石のみである。ここ数年は生産量は低下気味であり、2002 年はクロム鉱

石（41.6％Cr2Ｏ3）73,000ｔであった。 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

鉱業法（Mining Law 1994）が施行されているが、詳細については、不明である。 

4-2. 政策 

国営企業の民営化を推進している。後述の Albkrom の民営化を進めている。 

 

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

5-1-1．大臣評議会(閣議) ( Council of Ministers) 

 これはアルバニア政府の正式名である。かって共産政権下では党の機関が政府機関と平

行して存在し、決定を下すのはこれらの機関であったので、閣議の権限は極めて限定され

たものであった。1991 年の総選挙後、閣議は他のヨーロッパ諸国のそれと同様に憲法上

の全権限を掌握したが、まだアルバニアでは大統領がより強力な権限を持ち、政策決定に

積極的な役割を果たす仕組みになっている。政府は、高度に中央集権された経済、専制的

社会・政治体系を、自由経済と民主主義に基づく社会へと抜本的な改革を目指していると

ころである。政府は民営化庁(National Agency for Privatisation)、外国投資促進庁

( National Agency for Promoting Foreign Investment)等の諸官庁が実施してきた作業

の直接の責任者である。 

 

5-1-2．工業・経済省（Ministry of Industry and Energy） 

鉱物資源政策の実施機関である。 

 

5-1-3．地質調査所 

1994 年当時の調査では、下記のとおりである。 

地質調査・物理探査・地化学探査業務は、現在はティラナに本拠のある“Geoalb”の管

轄下にある。下部機関として地質研究所（Institute of Geological Researcbes）、物理

探査・地化学探査センターおよび中央研究所がある。そのほか、国内主要クロム、銅鉱山

地域 10 カ所に地方事務所があり、鉱山会社に契約サーヴィスを提供する態勢をつくって



 

- 4 - アルバニア 

いる。Geoalb は会社としての全ての責任を負うほか、国内外の他の地質機関との協力を

増進する方向を模索している。 

 自由経済への移行以前には人員 9 千人を擁し、年間 50 万 m の試錐、3 万 m の坑道探鉱

を実施していたが、94 年 12 月現在は 1800 人に削減され、実質的探査業務は停止状態で

ある。資金状況が改善されれば鉱山地質分野に重点をおいた活動で Geoalb の活動能力は

飛躍的に延びるとアルバニア政府は期待しているが、具体的な資金不足解消の目途はない。 

 地質調査所は 1940 年代に広域的地質調査が開始されてから重要な機関となった。1960

年代までに地調は全国の地質図、構造図作成の責任を持つようになった。過去に於いても

資金に問題があるため、一般的には殆ど調査資金を要さない既知鉱床調査を実施すること

が多く、先進的地化学探査、物理探査も実施していない。地質調査所には物理探査および

地化学探査の専門の部門は存在するが資金・機器不足のためアルバニアの複雑な地質を解

明するような応用研究は殆ど為されていなかった。 

 地質図、地化学探査報告書のような一般的地質データはティラナの地質調査所

（Gjeoalba）で入手できる。データの質は実に様々で、不十分なものもあるが、それは地

質家の能力不足によるのではなくむしろ資金不足に由来するものである。鉱床地帯の精細

な調査結果などは高い水準のものが多いが、手書き原図のみでコピーの入手はカラーコピ

ー機がないので人手は不可能ではないが容易ではない。国際的鉱山会社が必要と考えるい

くつかのデータ、例えば詳細な空中磁気、重力調査、及びカラー空中写真などは存在しな

い。ともかく、外国企業が当国で探査を実施する場合には Geoalb が過去の地質データを

すべて保有しているため当機関との何らかの協力関係を持つ必要がある。 

 Bulqiza，Shebenik などのクロム鉱床地帯の縮尺 1：50，000 の地質・鉱床図はドイツ

の援助で印刷されている。 

 水理地質調査も Geoalb の責任である。地下水貯留層の地質調査は水質図および国土水

理分帯図の作成と共に実施されている。 

 

5-2. 公営機関 

Albkrom SH. A. Tirana 1992 年にクロム鉱山を統一して、設立されたが、現在は民営化

プロセス中である。 

Albkrom 

http://www.chromium-asoc.com/publications/directory/pdf/CRORE/albkrom_sh.a.pdf 

 

6. 投資環境 

アルバニアは 1997 年の経済危機後、社会主義経済から自由主義経済への転換が図られ

ている。アルバニア政府は 2000 年に携帯電話会社の外資に対する売却や小、中規模の企

業の民営化を進め、ここ 3 年間は高い GDP 成長率を示している。 

インフラストラクチャーは古く、補修が必要な状況であるが、政府は高速道路の建設や

道路補修、港湾整備などのインフラ整備計画を示している。外資に対して歓迎の姿勢を示
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しているが、税などの優遇処置は少ない。また、農業用地を外資が取得することはできな

い。外貨の持ち出しは制限が加えられていない。 

 

6-1．外国投資促進庁(Agency for Promoting Foreign Investment) 

 この外資の投資促進のための機関は当初、通商対外経済関係省の下に設置されたが、

1993 年 1 月に首相の管轄するところとなった。この配属変更はアルバニア政府が外資導

入を重要課題の一つとしていることの表れである、と見られている。本庁はヨーロッパ再

建開発銀行の技術援助を受ける予定である。 

 本庁の責務は： 

・投資機会に関する情報の作成、広報活動 

・外国投資家とコンタクトすることで個々の投資プロジェクトを推進する。 

・投資契約の成約のための一般的及び個々の問題に関しての必要な援助を外国投資家に提

供する。 

庁の活動はその他の省、庁、企業、会社の投資促進活動を除外する物ではなく、むしろそ

れを補足するものである。 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質 

アルバニアは地質的には地中海－アルプス変動帯に属する。地質構造区分はほぼ南北の

衝上断層系によって、東側のアルバン内帯と、西側のアルバン外帯に分けられる。アルバ

ン内帯は中生代の変動を強く受け西側に衝上し、山岳地域と対応している。塩基性岩、超

塩基性岩の火成活動、金属鉱化作用、変成作用に特徴付けられる。アルバン外帯は平野部

に対応し、堆積性岩が分布する。 

 

7-2. 鉱床 

銅鉱床は北東部において、キプロス型の層状鉱床、鉱脈型鉱床が知られ、1980 年代に

は年間 100 万トンの銅鉱石（1.5％Cu）を産出した実績を持つ。 

アルバニアのベースメタル鉱床は、銅が主体で鉛・亜鉛は銅鉱石に副産物として含まれる

程度である。銅鉱床は北部（キュケス、フシェレズ、シュコデルの各地）、中央部（ミツ

ディタ地区）、南東部（コルジェ地区）の 3 地域に集中している。 

アルバニアのクロマイト鉱山は1980年代までは年間100万トンの生産を行ない、南ア、

カザフスタンに次いで第 3 位の生産国であった。アルバニアのクローム鉱床地帯として、

次の３地区が上げられる。 

・北東部：Tropoja、Kukesi 超塩基岩体 

・中央部：Bulqiza 超塩基岩体 

・南東部：Shebenik-Pogradec 超塩基岩体 

一般に、クロム鉱床は 0.5～15ｍの脈状にをしている。開発の計画されている鉱床で、
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約 27.3 百万トンの地質学的な埋蔵量が明らかとされている。 

その他、ニッケルは風化残留鉱床が見られるが、小規模であり、硫化鉱床は発見されて

いない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地質ニュース 1998 年 11 月号 アルバニアの金属資源） 



 

- 7 - アルバニア 
 



 

- 8 - アルバニア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 9 - アルバニア 

8. 鉱山概要 

Albkrom SH. A. Tirana 

・Batra 鉱山  クロマイト生産量 15 千ｔ/年 

・Bulqiza 鉱山 UG クロマイト生産量４０千 t/年 

・Kalimash 鉱山  クロマイト生産量３０千 t/年 

 

9. 新規鉱山開発状況 

9-1．探鉱・開発案件概要  記号：Albania-Cu-Munella 

国名／地域 ：Albania/北部 Tropoja 地域 

名前  ：Munella 

位置  ：Albania/北部 Tropoja 地域。     

会社名（権益比率）：トルコの銅製錬会社 Ber Oner 社 

鉱床  鉱種 ：Cu   

埋蔵鉱量・品位： 

1)アルバニア地質調査所により鉱量 1,000 万 t、銅品位 1.38%と推定されている。 

(海外鉱業情報 特集号：世界の鉱業の趨勢 Vol.33 No.1 2003.05 金属鉱業事

業団) 

2）9 百万 t 1.4％Cu, 0.6%Zn(原典は g/t), 0.73g/tAu, 25％S、 

(Mining Annual Review 2003) 

地質概要  ：Munella 銅鉱床はアルバニアで知られている未開発銅鉱床で最大のもので

ある。 

開発費 ：これまでに 1.2 百万 US ドルを支出し、2003 年 5 月にはさらに 0.4 百万

US ドルを支出する予定である。 

備考 

Ber Oner 社は 2001 年 12 月にアルバニアの公共経済民営化省と同国北東部の 30 年 

間の鉱業権協定を締結した。鉱区には Tropoja 地区の Lak-Rosh 鉱床と Munella 鉱床を含

み、さらに Rubik にある銅製錬所も協定に含まれる。投資額は最初の 5 年間に 20 百万 US

ドルが、その後に 4.5 百万 US ドルが計画されていた。 

アルバニアは 1980 年代には銅粗鉱生産量が 100 万 t を超え、1 万 t 以上の電気銅を生

産していたが、1991 年に始まった市場経済への移行により生産量が激減し、現在では粗

鉱も電気銅も生産されていない。 

文献 

・海外鉱業情報 特集号：世界の鉱業の趨勢 Vol.33 No.1 2003.05 金属鉱業事業団 

・Mining Annual Review 2003 
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10. 探査状況 

該当なし 

 

11. 製錬所概要 

該当なし 

 

鉱山製錬所位置図 

Fushe Arrez

Munella 

Kalimash 

Batra 

Bulqiza 

 

 

 

 

 

操業鉱山 

Fushe Arrez ティラナの北方 80Km, Shkoder の東方 40Km の Puka 地区 

 

探鉱開発 

Munella  Albania/北部 Tropoja 地域 (Tropoje の位置) 
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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 

・ 資源開発調査 

 1995～1998 年度 シェベニック 

 

 

資料（統計、法律、文献名、URL 等） 

 

・平成 6 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アルバニア JMEC  

・The Mineral Industries of Adriatic Balkans 2001 USGS 

・地質調査所 平野英雄 地質ニュース 1998 年 11 月号 アルバニアの金属資源  

・地質調査所 神谷夏実 地質ニュース 1998 年 10 月号 東欧諸国の鉱業活動   

・Geological Survey of Albania：http://pages.albaniaonline.net/ags/ 

・Governments on the WWW: Albania：http://www.gksoft.com/govt/en/al.html 

・Albkrom ：

http://www.chromium-asoc.com/publications/directory/pdf/CRORE/albkrom_sh.a.pd

f 

・ Foreign Investment Promotion Agency：

http://www.anih.com.al/english/default.asp 

 




