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- 1 - キルギス 

1. 一般事情 

1-1. 面積  １９万９，９００㎢ 

1-2. 人口  ５００万人 

1-3. 首都  ビシュケク 

1-4. 人種  キルギス人(64.9%)、ウズベク人(13.8%)、ロシア人(12.5%) 

ウクライナ人(1.0%)、ウイグル人(1.0%) （1999 年 3 月 現在） 

1-5. 公用語  キルギス語（国家語）、ロシア語 

1-6. 宗教  イスラム教スンニー派が優勢 

1-7. 地勢等 

 キルギス共和国は世界の屋根といわれる天山山脈の斜面に横たわる山国である。南はそ

の 7,000m 級の峰峰を隔てて中国ウィグル自治区に、北はカザフスタン、西から南にかけ

てはウズベキスタン、タジキスタンと国境を接している。領域の大部分はテンシャン（天

山）山系の諸山脈及びアライ山脈に占められており、国土の 3 分の 2 以上が海抜 3,000m

を越える高地で、氷雪に覆われる諸山脈、深さ 500m に達する峡谷がそこここに分布する。

国内東域には世界でも有数な氷面積を持つ不凍湖イシック・クルが水面標高 1,609m、東西

長約 180 ㎞、南北幅約 50 ㎞（最大水 キルギス共和国は世界の屋根といわれる天山山脈

の斜面に横たわる山国である。南はその深 702m）の広さに満面と塩水をたたえている。 

 中国との国境にはポベーダ峰（7,439m）、ハン・テングリ峰（6,995m）などが聳える。

海抜 1,500m 以下の土地は全土の約 1/6 で、それは湿気をもつ風を受ける北方の前山地帯

と、南西方のフェルガナ盆地の辺緑地帯とである。森林地帯は全国土の 3％を占めるに過

ぎない。 

気候は一般に非常に乾燥し、海抜高度約 2,000m までは半砂漠及びステップで、それ以

上は亜高山の植物帯となり、約 3,000m 以上では高山の草地になる。夏は乾燥して温かく、

冬や谷や山麓では比較的雨量もあり気温も高い。 

1-8.略史 

1863 年 ロシア帝国、キルギス人の大部分が住む北キルギスタンを領有。1876 年 ロシ

ア、南キルギスタンを領有した。 

1918 年 5 月 ロシア革命後、ロシア共和国内の『トルキスタン自治ソヴィエト社会主義

共和国』の一部となる。1936 年 12 月 5 日 ロシア共和国から切り離し『キルギス･ソヴィ

エト社会主義共和国』を創設。連邦構成共和国としてソ連邦に加盟。 

1990 年 12 月 12 日 共和国主権宣言・／1991 年 8月 31 日 共和国同率宣言 

1993 年 5 月 国名を「キルギス」へと変更した 
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（東方観光局 HP) 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体   共和制 

2-2. 元首   バキエフ・クルマンベック・サリエヴィッチ大統領（2005 年 7 月就任、

任期 5年） 

2-3. 議会   一院制（定数 75）。2003 年の憲法改正により二院制から一院制に移行。 

2-4. 政治概況 

アカーエフ大統領の指導の下、キルギスは中央アジアでいち早く政治の民主化及び市場

経済化を軸とした改革路線を打ち出し、その結果、社会情勢は比較的安定している。ただ

し、貧困問題を抱える南部オシュ州・バトケン州については国境を越えたイスラム勢力の

活動の影響を受け易く、不安定要因となっている。 

 1998 年 12 月、マクロ経済の悪化を理由に辞任したジュマリエフ首相の後を受けて、イ

ブライモフ首相が就任したが、1999 年 4 月、同首相は在任中に病死し、後任にムラリエフ・

前オシュ州知事が就任した。2000 年 12 月、アカーエフ大統領は国家機関の改編を行い、

これに伴いバキエフ・前チュイ州知事が首相に就任した。だが、2002 年 5 月、バキエフ首

相は同年 3月のデモ・争乱の責を取って辞任、代わってタナーエフ第一副首相が首相に就

任した。2005 年 3 月に議会選挙の不正に端を発したキルギスの政変は 29 日、アカエフ大

統領派の新議会とバキエフ大統領代行率いる暫定政権の妥協が成立したことで、収束の方

向に向かった。 

2-5.主要産業  農・畜産業、軽工業、鉱業（金採掘） 

2-6. GNI   １４億５，４００万ドル 一人当たり２９０米ドル（02 年世銀） 

2-7. 通貨  キルギス・ソム（KGS） 

2-8. 為替レート  １US＄＝41.269KGS（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
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1US＄＝ 45.429 48.304 47.719 46.095 44.190 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易（2003 年：CIS 統計委員会） 

     輸出 ５．８２億米ドル 繊維製品、鉱物製品、金 

  輸入 ７．１７億米ドル 鉱物製品、機械設備、化学工業製品 

対日貿易（2003 年財務省貿易統計） 

 輸出 19.83 億円   金 

       輸入   6.6 億円   電気機器、精密機器、自動車 

2-10. 経済概要 

2003 年におけるキルギスの GDP は、前年の±ゼロから、再び 6.7%というプラス成長を

達成できた。GDP の 18.0%を占める鉱工業生産(1～11 月期)は、対前年同期比 16.8%増であ

ったが、Kumtor 金鉱山の生産を除くと同 8.2%増に留まった (出典：キルギス財務省、CIS

統計委員会)。 

 

3. 鉱業概要 

キルギス共和国は旧ソ連時代、アンチモン及び水銀のリーダー的生産国であったし、現

在でも同様である。またウラン鉱石及びウラン精鉱も相当量生産していると共に中央アジ

アでは石炭の産出国としても有名である。 

 水銀は 1990 年には旧ソ連の全生産量の 64％をキルギス共和国が産出し、アンチモンで

は 100％を生産している。アンチモン及び水銀はしばしば蛍石を伴って産出する。これら

のアンチモン～水銀鉱床は当国南部のフェルガナ盆地に沿って発達するアライ（Alay）山

脈北斜面に主として生成している。この両者の金属鉱物の埋蔵量はかなりのもので、これ

にアンチモン・水銀よりは劣るが錫及びタングステンの埋蔵量もかなり認められる。 

キルギス共和国が産出する他の鉱物には金、石膏、鉛、岩塩及び砒素がある。キルギス

の主要鉱業活動は、金鉱業である。カナダを始めとする多くのジュニアカンパニーが金鉱

業で活躍している。その他の生産として、アンチモン、タングステン、水銀がある。 

主要鉱産物の生産動向     (単位：t) 

鉱種 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 対前年比 

金*1 20.8 24.4 19.2 22.5 +17.2 % 

ｱﾝﾁﾓﾝ*1 1,624.0 1,700.0 1,300.0 1,398.0 + 7.5 % 

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ*2 100.0 100.0 100.0 N.D. － 

出典：*1：World Metal Statistics, March 2004 

          *2：World Metal Statistics Yearbook 2003 

          2003 年 (金)：CIS 統計委員会 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 法律 
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地下資源利用に関する鉱業関連税制((6)～(8)を柱とする)を新たに規定した税法典の

改正案が議会に上程され、現在審議中。2005 年 2 月の議会選挙を控え、年内にも改正案が

承認されるのではないかとする見方が一般的。 

(1) 大規模鉱床(現在該当するのは 6鉱床ほど)に係る鉱区は入札で、それ以外の鉱区の地

下資源利用ライセンスは先願による認可でそれぞれ付与され、ライセンス所有者(地

下資源利用者)は政府と地下資源利用契約を締結して事業を実施 

(2) ライセンスの種類： 

探鉱権(2 年、延長可)、採掘権(20 年) 

(3) 探鉱権から採掘権への移行優先権：あり 

(4) ライセンスの譲渡：可能 

(5) 鉱区情報：空白鉱区に関する情報請求が認められており、入手が可能 

(6) ロイヤルティ：採掘量に応じて以下の税率で売上に課税 

  ・ 金：3%(埋蔵量 5万 oz 未満)、5%(同 5 万 oz 以上)

 ・ 金以外の金属鉱物：一律 3%  

(7) 特別税(Bonus)：契約時の一括払い 

鉱区の経済価値に応じた課税、税額は鉱種、鉱床の規模と調査ステージ別に規定 

(8) その他インセンティブ； 

探鉱準備金制度：所得税の課税対象 15%を上限として、地質調査に目的を限定した積

み立てが可能－5年以内の任意取り崩し 

            （JOGMEC カレントトピックス 2004/9/2） 

 

4-2. 政策 

2004 年 2 月の大統領令(中央行政機関の改革)を受け、改革を委任された Tanayev 首相の

下、キルギス共和国における鉱山･冶金、石炭鉱業、石油･天然ガス採掘に関する鉱業行政

を地質鉱物資源庁（Gosgeologoagenstve）に一元化する決定(2004.2.12.政令 77 号)がさ

れた。 

これによって、鉱物資源の予測･評価、投資促進、埋蔵量認定及び企業活動モニタリン

グなどの鉱業行政に関する機能が統合化され、責任体制が明確になる(従来は経済発展･産

業貿易省の各部局と地質鉱物資源庁に分散され、非効率であった)ことから、鉱業セクタ

ーの競争力増大につながると期待されている。 

同首相は、地質調査活動こそが投資者の責務だとし、鉱業投資の促進のために、国際標

準となる制度の導入(地下資源法や税制等の改正)を図ることが必要だと指摘、地質鉱物資

源庁は所要の見直しを中心とした作業を行っている。以下に主な具体例を示す。 

・鉱業開発プログラムの策定 

・地下資源法の改正(契約手続きの簡素化、ライセンス剥奪条件の明確化、開発時の国庫
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納付金の規定など) 

・税制改正(地下資源利用に関する税制(鉱業税制)の規定、ロイヤルティの明確化、輸出

付加価値税の廃止、減価償却制度の見直しなど) 

・鉱業企業に対する環境保全対策の義務強化 

・国による鉱量評価制度の見直し 

・鉱業企業(KYRGHYZALTYN公社、国営 Haidarkan コンビナートなど)の民営化促進。 

 

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

5-1-1 地質鉱物資源庁 

国家地質・鉱物資源委員会（GOSKOMGEOLOGIJA）を前身とする機関で、その概要について

は、キルギス共和国の資源開発環境（1994）を引用する。 

 同委員会は 1938 年に設立され、同国全土を対象にして概査から精査までの探鉱の計画

及び実施を担当しており、委員会とはいえ実質的には省と同格である。機構図に示す通り

7 つの採鉱部隊を中核として、委員会は研究所、工場、住宅、建設等の部門も有し、400

～500 人の採鉱部隊員を含めて総数 5,000 人を擁すると言う。全額国家予算（原資はキル

ギスアルティン公社からの税金及びロイヤルティ）で運営されている。 

 国家地質・地下資源管理委員会で精査され埋蔵鉱量が確認されたプロジェクトはキル

ギスアルティン公社に引き渡される。キルギスアルティン公社はこれに必要が有れば追加

探鉱を実施し、開発・生産に移行させる。 
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5-2.公営機関 

5-2-1 キルギスアルティン公社（KYRGHYZALTYN） 

 キルギス共和国国営企業「キルギスアルティン」はビシュケク市に本部を置き、石炭・

石油・ガスを除き同国の鉱山企業を全て統括し、探査終了後の鉱山開発を主とした業務と

しており、旧ソ連崩壊後 2年目の 1992 年に設立された。 

 すなわちキルギスアルティンは、当共和国 大の独立した経済合同体である。このコン

ツェルンは、鉱業、即ち金、ウラン、アンチモン、水銀、レアアース金属元素の採掘処理、

生産と半導体の生産を行なっている。 

 このコンツェルンには、五つの鉱業コンビナートが含まれており、さらに三つのコンビ

ナートも建設中であり、これらは各々金、スズとタングステン及び半導体材料を生産する

予定である。これらのコンビナートは、近代化した機械製造業と大規模な建設業を備えて

国家地質・地下資源管理委員会

南 キ ル ギ ス 

探 鉱 隊

北 キ ル ギ ス

探 鉱 隊

イシク・クリ

総 合 探 鉱 隊

チ ャ ト カ リ 

探 鉱 隊

総 合 探 鉱 隊 

専 門 化 部 隊 

キルギス 

総合水理 
地質調査隊

キルギス 

物理探鉱隊 
キルギス 

地質経済手法 

調査隊

補 助 部 門 

中 央 

ラボラトリ

試 験 ・ 

実 験 

工 場

資 機 材

調 達

事 業 所

建 設

組 立

事 業 所

労 働 力

調 達 部

住 宅 

事 務 所

 キルギス共和国国家地質委員会管理機構図 
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いる。更に、この公社は、多種の消費物資も生産しており、イシック・クル湖北岸ではサ

ナトリュウムも経営し、全体で 25.000 人以上の従業員を擁している。 

○本部所在地：ビシュケク市べリンスキー通 55 電話：（3312）220941，222784 

ファックス：（3312）227228 テレックス：245124 TOPAZ SU） 

○会社の法的地位：国有企業 

○設立日付：1992 年 

○公社傘下のコンビナートは次の通りである。（ ）は主要製品 

①カラ・バルタ鉱業コンビナート  

（金、ウラン精鉱、モリブデン化合物、アンモニュウム化合物） 

②サリジャス鉱山・選鉱プラント 

（錫、タングステン） 

③ マクマル鉱業コンビナート  

（金） 

④ キルギス鉱山・製錬コンビナート  

（各種レアア－ス 金、銅） 

⑤ ハイダルカン水銀生産コンビナート  

（水銀、水銀化合物、蛍石精鉱、アンチモン・水銀製品） 

⑥ カダムジャイ・アンチモン生産コンビナート  

（金属アンチモン、アンチモン化合物） 

⑦ クムトール鉱山金選鉱工場 

   （金） 

⑧ タシュクミール半導体材料工場 

（単結晶シリコン、多重結晶シリコン） 

⑨「キルギスコエ・フズモリェ」サナトリウム 

 

6. 投資環境 

6-1. 外国投資政策  

外国投資に含まれるのは、合併企業、外国企業（100％投資）、株式や有価証券の取得、

現金、科学・技術関連、知的所有権、その他のキルギス法で認可される分野である。 

 外国投資家（法人・個人）は、キルギス法人・個人及び他の旧ソ連法人・個人に比べ、

より不利な扱いは受けない。 

 外資へのライセンス（許可）はキルギス政府が出す。外資企業の登記は大蔵省になる。

ライセンス取得後、12カ月以内に外資は事業を始めなければならない。もしこれに遅れれ

ば、ライセンスを取り直す必要がある。 

 外資の契約条件はその外資企業の存続期間全てに亘って適用される。もし外国投資家が

他の法律の制定などで不利を蒙ったら、国家機関によって補償される。 

 外国投資家は自由に経営し、再投資と商業活動を含めて、投資の結果を所有し、使用し、
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管理する権利を持っている。また外国投資家は自己の生産物を自由に輸出し、利益を国外

に送金でき、キルギス市場で商品・サービスを購入できる。しかもこうした商品をキルギ

ス法に基づき輸出可能である。こうした商業活動の認可という規定は、そうした規定を持

たない他の旧ソ連諸国に比べて、外資に極めて有利な条件を与えている。 

 また、外資の事業に必要な資材の輸入には、関税がかからない。外資は第三者に権利を

譲ることも可能である。 

 外国企業は純益税として 30％支払う。しかし次のような減税措置がある。 

・ 外資が当該企業の授権資本（ハードカレンシー）の 20％以上の比率を占め、しかも金

額で 30 万ドルを超える場合、この外資の利益の 25％は 10 年間に亘って免税になる。 

・ 上記と同じく 30％以上で、80 万ドルを越えるなら、 初の 5年間は利益の 30％が免税

になり、次の 5年間は 50％が免税になる。 

・ 外資が“税の優遇措置を受けられる投資プロジェクト”に投資するなら、 初の 5 年

間は利益の 100％が免税扱いになり、次の 5年間は 60％が免税になる。 

 なお納税後、利益の国外送金に税金は課せられない。しかし免税措置を受けている場合

には、国外送金に 5％の税金がかかる。 

 

6-2. 利権 

 外国投資家への利権提供はキルギス政府によって行われ、政府が利権に提供するプロジ

ェクトを選択する。提供の対象となるものは、設備・物件・土地・資源である。キルギス

側の利権関係機関は投資額が 80 万ドル以上の利権事業では政府機関、同じく 80 万ドルま

では各州・首都ビシケクの機関と人民会議、同じく 30 万ドルまでは地方の国家機関と地

方の人民議会であり、外国側は国家・法人・個人・キルギスの合併企業である。 

 国家は利権者に対象物件の所有・利用の権利を与えるが、国家は管理権を持っている。 

 利権者は自由に事業を行い、利権事業で得られた生産物と利益は利権者のものである。

利権事業への税金は「キルギス外資法」に準じ、税の優遇措置や国外送金についても、同

法に準じる。 

 国家は利権者から生産物を優先的に購入できるが、この場合これが利権者を満足させる

という条件と利権契約で決められていることが必要になる。 

利権契約は 5～50 年の機関になる。利権事業に必要な設備・資材などは、輸入税が免除

される。利権事業への支払は、ハードカレンシーか其れと同価値の通貨による。 

利権者の支払方法には直接支払と間接支払とがある。前者には利権料、賃借料、税金が

あり、後者にはキルギス国民経済への追加的な投資、利権者による優遇的なクレジットの

提供、商業・経済上の協力拡大のためにキルギスの法人・個人に提供される利権者の他の

優遇措置である。 
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7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質概要 

 旧ソ連で中央アジアというのは、アジアの中央部、いわゆる内陸アジア全体をさすので

はなくそれより狭い意味で、旧ソ連南部のウズベキスタン、キルギスタン、タジキスタン、

トルクメニスタンの四つの共和国のことである。また中央アジアの北に位置するカザフス

タン共和国、特にその南部は中央アジアと地理・地質的にも文化的にも深い関係を持ち、

一体を成しているものである。従って、本項での中央アジアの範囲を次の通りとする。 

 北限はカスピ海（Caspian Sea）の北東端部に始まり、ウスチウルト（Ust’－Urt）の

北限からアラル海（Aral Sea）の砂漠低地を横切りチュー川の下流砂漠域に続き、そして

バルハシ湖とアラクル湖の砂漠低地にいたる線とする。南限はイラン、アフガニスタン、

パキスタン及び中国との国境線と一致する。 

 

7-2. 地形 

 中央アジアの地形は砂漠帯、山麓帯及び山地帯の 3帯に分けることが出来る。砂漠帯は

中央アジアの北部を占めて分布し旧ソ連の全砂漠がこれに含まれる。すなわちカラクーム

（Kara-Kum；黒い秒）、キジルクム（Kyzyl-Kum；赤い砂）、ベットパクダラ（Petpakdala；

空腹のステップ）及びサリーイシクオトラウ（Sary-Ishik-Otrau）である。地図上ではア

ムダリア（Amu-Daria）、シルダリア（Syr-Daria）及びイーリー（Ili）の各河川によっ

て明瞭に区画されている。チュウー川はペットパクダラ砂漠を横切りながら砂の中に先滅

する。これらの砂漠はいずれも平坦な地域であり、上述した河川の流路が変化することに

よって形成された典型的な沖積平野である。 

 河川堆積物は恒常的な強風によって常にデフレーション（風食）されている。降雨量（年

間 200 ㎜を越えない）が極端に少なく、従って植生が貧弱で疎らなために、このデフレー

ションが促進され、其の結果として河川堆積物の表層には風成砂が集積している。 

 デフレーションの過程で、砂粒が形成されるばかりでなく、細粒の砂塵状物質も生成さ

れる。これらの細粒物質は、風で運搬されながら砂の堆領域を越えて山麓部に沿って堆積

し、レス（黄土）の堆積層を形成する。河川及び降水からの流水によってレスの再移動が

行われ、かなりの量のレス堆積物からなる層状集積体が形成される。レス及びレス堆積物

は例外的に肥沃な土壌を形成し、水が供給されると植生は繁茂し保持される。 

 上述した大砂漠中には、より小規模な砂漠や高原も存在している。後者には標高 150～

200m のウスチウルトの広大な台地がある。この台地の表層は中期サルマチア（Middle 

Sarmatian）時代に堆積した水平石灰岩層から横成される。 

 ウスチウルトはその北西側がマンギシラク（Mangyshlak）の褶曲した高地と、南側では

トウアルキール（Tuar-Kyr）と連結している。キジルクム砂漠の中央部にはキジルクム高

地があり、そこには標高 700～800m の小山塊が古生代の岩石から梢成されおり、これらの

岩石は環状の白亜紀及び古第三紀の岩石で取り囲まれている。 

 山麓帯は、他の 2つの地帯と比べて、無視できる程度の面積を示しているが、人口の大
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部分が集中している場所として極めて重要である。通常は幅 10 ㎞、希に 100～120km 以上

となる狭い地帯として全ての山脈斜面に沿って発達している。既述したようにこの山麓帯

にはレス及びレス堆積物が広く分布している。自然水或いは灌漑による水が供給されると、

これらの土地は植物の繁茂するオアシス、すなわち顕著な農業文化の地域に変化する。広

大な綿花畑と水田、果樹園、葡萄園、アルファルファとクローバーの畑が多くの集落を取

り囲むように分布している。フェルガナ盆地の人口密度は例えばベルギーのそれを凌いで

いる程度に人口が集中している。古都サマルカンドがあるサラヴシャン（Saravshan）谷、

タシケント（Tashkent）、アシアバード（Ashkhabad）、アルマアタ（Alma-Ata）、フル

ンゼ（Frunze）、スタリナバード（Stalinabad）等の市市街の周辺部もオアシスと呼べる

ような極めて大規模な耕作地を形成している。さらにアムダリア、シルダリア及びテゼン

（Tedzhen）の谷の下流域もまた同様であり広大な灌漑用地が発達している。 

 山地帯は中央アジアの南部を占めており、山地帯南部では古生代と先カンブリア時代の

岩石からなるが西部ではジュラ紀と白亜紀の岩石が優勢である。この地帯内には旧ソ連の

高峰が認められる。：すなわち、カーン・テングリ岩塊（Massif of Khan-Tengri）に

はスターリン峰（Stalin peak：7,495m）、ポベタ峰（Pobeda peak：7,439m）及びレーニ

ン峰（Lenin peak：7,134m）があり、世界 高の高原であるパミール（Pamir）は、其の

平均高度が 4,000～4,500m であり、それを取り囲む稜線群は 6,000～7,000m の高度を示す。 

 主要な山脈群の方向はテクトニック構造の卓超方向に一致する。これらの起源及び構造

から判断すると 3つのグループに区分され得る。すなわち北部、中央部及び南部山脈群で

ある。 

 北部山脈群の南側境界はシルダリアの谷と其の主要な支流であるナリン（Naryn）づた

いに連なっている。この山脈群はブロック状高地からなりプレカンブリア系、下部及び中

部古生代の岩石及び上部白亜系と古第三系から構成される。褶曲作用の主たるステージは

カレドニア期であり、したがって上部白亜系と古第三系は褶曲していない。 

 その南側にある中央山脈群はザラヴシャンとアライ（Alai）の谷で輪郭が規制されてい

る。地形はブロック状の高地からなり、構成岩石は中部～下部古生界の岩石及びヘルシニ

ア期の花崗岩類からなり、花崗岩類を除く岩石類は褶曲作用を蒙っている。上部白亜系及

び古第三系も広く発達していおり幾分弱い褶曲を伴っている。 

 南部山脈群は、テチス（Tethys）地向斜に属し若い褶曲山脈の性質を示している。岩石

は古生代の岩石の他に中生代の海成層や古第三系から成る。上部白亜系と古第三系の地層

は著しく褶曲しており、かつ相当程度に変成している。 
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凡例がロシア語であるが、キルギス地質調査所の HP の地質図面を載せる。 

 

 

 

7-3. 層序 

7-3-1. プレカンブリア時代の岩石（PCm） 

 プレカンブリア系は北部山脈群及び南部パミール（Southern Pamir）に発達している。

パミールでは層厚数 kmに及ぶ片麻岩類と片岩類のコンプレックスが発達し数 100m の大理

石と互層している。これらはインドに産するある種のコンプレックスに類似しておりおそ

らくは始生代の岩石であろう。 

 カラタウ（Karatau）、タラス－アラタウ（Talass－Alatau）及びさらに東のテルスキ
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ーアラタウ（Terskey－Alatau）までの北部山脈群では、古生物学的に上部カンブリア系

と決定されたものの下位に、すなわち不整合の接合面の下に変成した片岩類、千枚岩岩類、

斑岩類、変成した噴出岩類及び斑紋形成作用を受けた石灰岩類が厚い岩体として位置して

いる。これらは未区分原生界（Pr）に属する。 

 イーリー川下流の西方にあるチューイーリー山脈（Chu－Ili－mountains）では原生代

の岩石の他に、変成した頁岩とコレニア（Collenia）を含む石灰岩からなる若いコンプレ

ックスが発達している。これらの岩石はカンブリア系の下位に発達し多分震旦系に属する

と推定される（Pr₂Cm₁）。ジュンガリアンアラタウ（Dzhungarian Alatau）では、下部古

生界の地層の下位に、造構造的な接触部（断層）によって分布が規制されている変成岩類

のコンプレックスが露出している（PCm）。 

 

7-3-2. 下部古生界（Pz₁） 

 カンブリア紀とオルドビス紀の岩石は北部山脈群に広く発達しているが、中央部及び南

部山脈群では希である。北部山脈群では著しく変成した厚い地層（3,000～5,000m）が発

達しており、片岩類、斑岩類及び石灰岩類からなる。これらの岩石からは希にしか化石が

認められないが、それらはカンブリア紀とオルドビス紀を示している。時代区分が行えな

い部分では全体の系統は下部古生界（Pz₁）として示してある。カラタウの南東部の例の

様に、場所によっては厚い層状の石灰岩類（2,000m）が発達している。基底に向かっては、

これらの地層には上部カンブリア系を示す三葉虫類や層状燐灰土のレンズを伴う薄層が

挟まれるが、上層に向かってはオルドビス紀の海成化石が見いだされている。地質図上で

は、これらの地層は Cm₃+0 で表現してある。他の地方ではカンブリア紀とオルドビス系を

分けることができ、かつカラタウの北部では下部オルドビス系さえも戦別できる。 

 中央部山脈群ではオルドビス系の地層は現在までにまだ発見されていない。カンブリア

紀の化石を含む石灰岩類と頁岩類が小規模に分布している。 

 南部山脈では下部古生界がパミール中央部に発達している。岩石は厚い珪岩類と変成し

た石灰岩類及び頁岩からなる。これらの岩石中には海成フォーナーが見いだされている。

カンブリア系の地層も産する様である。 

 

7-3-3. 中部古生界（Pz₂） 

 この区分の岩石は全域に分布する。北部及び中央部山脈群では、岩石は中程度に変成し

ており、殆ど全域で化石を含んでいるため系区分が可能である。パミールの北部では構成

岩石は砂岩類、頁岩類及び石灰岩類の厚いコンプレックスからなり、それらは著しく変成

しており、希にシルル紀、デボン紀及び前期石炭紀の化石を含んでいる。 

シルル系（S）この時代の堆積物はアライとトルケスタン（Turkestan）の稜線群を含む中

央部山脈群に もよく発達しており、この部分の層序はウラルの東側の層序に類似してい

る。下部は砂岩類を挟む頁岩類からなる。特に筆石を含む頁岩類が特徴的であり、粘土質

の石灰岩頚が床板珊瑚類を含んで広く発達している。噴出性の火成岩類がしばしば認めら
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れる。上部は主として多様な海成フォーナーを伴う石灰岩類からなる。シルル系堆積物の

総層厚は 3,000～4,000m に達する。所によってはシルル系堆積物は淡色系の礁石灰岩類で

終了しており、その堆積は前期デボン紀の時代全体を通じて中断すること無く継続し、数

百 mの厚さを持つへルシニア期の石灰岩類の岩塊を形成した。南部山脈群では、シルル系

堆積物は中央部稜線群における堆積物と類似しているが、発達の度合いは良くない。北部

山脈群ではカレドニア造山運動の後期フェーズに移行したため、シルル系の層序はカレド

ニア地帯のそれと同じであり、地殻が不安定なこと及び海成～陸成の堆領物の互層で特徴

づけられる。 

デボン系（D） 

 本系の堆積物は全ての地域で認められる。後述する 3区分（D₁+₂,D₂+₃,D₃）ともかなり

の厚さの石灰岩と頁岩類で特徴づけられる。北部山脈群では本系層序は東部カザフスタン

（Eastern Kazakhstan）カレドニア地帯と同様である。；下部（D₁+₂）は赤色頁岩からな

り、上部（D₂+₃, D₃）は石灰岩類からなる。中央部山脈群では殆ど海成堆積物のみが発達

し、主として石灰岩と頁類からなり、まれに砂岩を伴う。 

 火山岩類は下部デボン系にしばしば見いだされている。パミールでの南部山脈群では、

主として其の中央部に 3区分層がいずれも小規模石灰岩類の分布で特徴づけられる。 

下部石炭系（C₁） 

 デボン系と同様に本系は至るところで見いだされている。それらは、3 つの階に属する

化石を含む海成堆積物によって代表される。層状の石灰岩類が卓越するが、頁岩類も存在

する。層厚は変化に富み、1,500m～2,000m 及びそれ以上に達する。北部山脈群東部域では

火山岩類が卓越する。 

 

7-3-4. 上部古生界（Pz₃） 

 この時代の堆積物は、北部、中央部及び南部の山脈群で顕著な対照を示している。これ

は本階の地層が多様なフェーズを持つヘルシニア期の褶曲作用を蒙っているためである。

ヘルシニア期の褶曲作用は、 初北部山脈群で発生して急速に隆盛時に達して相当規模の

古地理的変化をもたらした。前期石炭紀の海域は乾燥した陸域によってとって代わられた。

この陸域は、南部と東部のみに限って、しかも短期間のみに侵入した海域の中に形成され

た。陸成フローラの痕跡を含むか、又は化石の認められない砂岩類、礫岩類及び頁岩類か

らなる厚い地層中に、この海は薄い海成の石灰岩類を堆積させた。高地が形成されたため

上部ベルム系の堆額物はどの地域でも欠如している。西部域ではタシケント地方にて、噴

出性の火山岩類の厚い堆積物（C₂+₃）が認められる。 

 この摺曲作用は中央山脈群にて 盛時に達した。中期石炭紀が始まると中部古生界の地

層の上に、この褶曲作用によって中期石炭紀の堆積物の不整合位置が決定された。褶曲作

用の 初のフェーズは比較的弱く、そのため中部石炭系の堆積物では陸成の礫岩類と砂岩

類の近くに Choristite やフズリナを含む石灰岩類を主とする海成堆積物がしばしば見い

だせる。後期石炭紀及び前期ペルム紀に、へルシニア期の褶曲作用は、その 盛期に達し、
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この時代の終末に向かって、これまでの海域が急峻な褶曲山脈に変化して行った。この褶

曲作用に続いて、へルシニア期花崗岩類（γ₂3）の広範な貫入が起こった。ここでも海成

の上部ペルム系が欠如している。中央部山脈群の南側境界に沿っては、不明瞭な植物化石

の痕跡を除けば、化石を含まない厚い頁岩類及び砂岩類のシリーズが上部古生界の堆積物

を代表している。 

 南部山脈群では、北部～中央部山脈群と同一タイブの地層が発達しており、ここでも Pz

₃を与えている。パミールの北西部ではピャンジ（Pyandzh）川の盆地にて詳細な上部古生

界の区分が可能である。其の基底では植物痕跡を含有する砂岩類と頁岩類（C₂+₃）、その

上位に海成のフォーナを含む砂岩類、頁岩類及び石灰岩類（C₃+P₁）が累重し、下部ペル

ム系の厚い礁石灰岩類が続き、上部ペルム系の赤色層で完結している。南部パミールでは

ヘルシニア期の褶曲作用はその初期のフェーズのみで弱く表現されている。それらのフェ

ーズは中期及び後期石炭紀の数㎞に及ぶ頁岩質物質の堆積を伴っており、場所によっては

石炭を含んでいる。下部ペルム系（P₁）の海成堆積物は広範囲に分布し、かなりの層厚を

もつ各種の岩石からなる。しかしながら も特徴的な現象は後期ペルム紀のフォーナをも

つ石灰岩ユニットが下部にあり、上部では前期トライアス紀のフォーナを含むことである。

このことは、この地方ではヘルシニア期の褶曲作用の 終フェーズが欠けていることと、

古生代の堆積物が漸移して中生代の海成堆積物に変化したことを示している。これらの現

象はいずれも、地中海地向斜の内帯に特徴的に見られる。 

 

7-3-5. 中生界 

 この時代の堆積物は北部と南部で明瞭に異なっており、西部と東部とではさらにその差

が著しい。カラタウーフェルガナ稜線（Karatau-Fergana ridge）の東方では中生代の堆

積物は全て陸成相に属する。この稜線から西方では後期白亜紀～古第三紀の海進が至ると

ころで起きている。後期ジエラ紀～前期白亜紀の海進はヘルシニア東方へは侵入しなかっ

た。すなわち、ムゴザール（Mugodzhar）、キジルクム高地と中央山脈群を結ぶ線より東

方である。この線より西～南方へはこの海進はあまねく存在している。中期及び後期ジュ

ラ紀と後期トライアス紀の海は南部パミールのみで発達した。これに対応して、北部山脈

群では上部白亜系と古第三系の海成堆積物がチュー川の下流域とその川の西方のみに発

達した。東方では中生界と新生界の堆積物は陸成タイブである。 

 中央山脈群では、北側の境界に沿っては後期白亜紀及び古第三紀の海成堆積物のみが、

また南側の境界に沿っては上部ジュラ系及び下部白亜系中に珊瑚礁石灰岩類を含む海成

相が存在する。 

 南部山脈群では中生界の堆積物はカウカス（Caucasus）の堆積物と同様である。トライ

アス紀、ジュラ紀及び白亜紀では海成タイブが卓越している。海成相で代表される下部ト

ライアス系（T₁）はマンギスラークとトウアルーキール榊造の中核部に発達している。そ

れは粘土類、石灰岩類及び砂岩類で代表されセラティテス（Ceratites）を含み、それほ

ど厚くない。これらの堆積物は、ペルム紀及び前期－中期トライアス紀の厚い砂岩類～頁
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岩類シリーズの中心部に産する。この他に海成の下部トライアス系がパミールで発達して

いる。中部トライアス系と上部トライアス系の大部分はパミールのみに見られ、かなりの

層厚を示し主として海成の石灰岩類から形成される。上部トライアス系の 上部層、すな

わちレート（Rhaetic）階は岩相上ではこれを覆うジュラ系の含石炭シリーズと同様であ

り、フェルガナ谷及び南部山脈群の北部を含めて多数の地域で見いだされている。これら

の地層は薄層のため地質図上には示されていない。南西部パミールの上部トライアス系で

は礁石灰岩類が発達している。ほとんどの地域で下部及び上部ジュラ系は厚さ数百 mの単

一の地層シリーズとして産し、均質で暗色又は褐色の砂質頁岩層（J₁+₂）から構成される。

各地にてこのシリーズは石炭（hJ₁）を含んでいる。例えばマンギスラーク、トウアル・

キール、ボルショイ バルカン（BoIshoy Balkhan）、クギタンガ（Kugitanga）、北部パ

ミール、フェルガナ谷、南部カラタウ（Southern Karatau）及びイーリー川に沿った地域

や国境付近に見られる。南部パミールのみで、下部（J₁）及び中部（J₂）ジュラ系の堆積

物の中で海成堆積物が相当量発達している。 

 ウラルームゴザール－キジクーム高地－ヒッサール山脈（Urals-Mugodzhar-Kyzyl Kum 

Hights-Hissar Range）の線の西方と南方の上部ジュラ系（J₃）は海成堆積物で代表され、

場所によって層厚と組成が異なっているが、どの地域でも下部白亜系（Cr₁）と密接に組

合わさっている。ボルショイ バルカン、コペット・ダク（Kopet-Dagh）、クギタンガ及

びパミールでは、主として礁相から成る塊状かつ層状の石灰岩類（400～500m）が上部ジ

ュラ系～下部白亜系地層の構成層の一メンバーと成っている。 

 上述した線の東方では陸成の上部ジュラ系は欠如しているか又は陸成の下部白亜系と

密接に関連しているかのいずれかである。第 5-1-2 図では区別していない。 

 下部（Cr₁）と上部（Cr₂）白亜系は、分布と構成の両面において著しく対照的である。

下部白亜系は上部ジュラ系に関連している。すなわち海成の上部ジュラ系の発達するとこ

ろでは、海成の下部白亜系も生成している。バルカンとコペット・ダウでは厚い石灰岩が

構成メンバーになっている。タジタンガ及びその南方域では下部白亜系の含岩塩シリーズ

が発達している。南西部タジキスタン（South-western Tadzhikistan）にあるクツヤブの

集落の近傍には岩塩ドームが発達している。パミールでも海成の下部白亜系が発達してい

る。 

 ヒッサール及びアライの両山脈の北方域及びアムダリアの東方では、下部白亜系はどの

地域でも陸成起源であり、化石を含まない赤色層で代表され、タシケント付近の様に層厚

が数百 mに達するところもある。 

 上部白亜系は海進によって識別され、さらに東方及び北方にも到達しておりヘルシニア

構造を越えている。この海進はチュー・イーリー山脈のカレドニア構造とフェルガナ山脈

を形成したキンメリッジ期の梢造によってのみ阻止されている。この間、大きな湾がチュ

ー川下流域に出現しており、一方でカラタウ山脈は標高の低い岩石質の半島になっている。

その海岸の東方では、アルマアタ北方の例のように、上部白亜系は薄い水平赤色層よりな

り、巨大な恐竜類の化石を含んでいる。 
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 海進のあった地域では、上部白亜系は海成堆積物（マール、石灰岩及び粘土類）潟成の

含岩塩及び石膏砂質－粘土質堆積物、及び赤色層によって代表され、海岸平野にそって広

ぐ堆積している。南方では、トルクメニア（Turkmenia）とタジキスタンにて海成の堆者

物が卓越し、1,000m を超える厚さに達している。 

 

7-3-6. 古第三系（Pg） 

 古第三系の堆積物は上部白亜系のものと同じ地域に発達し、同一岩相で代表される。カ

ラタウとキジルクム高地の山麓部では、暁新統と始新統（Pg₁+₂）が明耽に識別され、厚

さ数 10m の海成堆積物（粘土及び砂）で代表される。また、同様の厚さの漸新統（Pg₃）

も区別され、其の下部は海成層で上部は陸成層であり変化に富んでいる。 

 フェルガナ盆地及び南西部タジキスタンでは含石油層準が古第三系の多孔質ドロマイ

ト及び砂岩中に発見されている。この付近の古第三系は層厚数百 mと推定され、構成岩石

中では石灰岩類が重要な位置を占めている。各種カキの化石が多産するのが特徴であり、

3層とも明瞭に区分されている。 

 この地方の上部白亜系及び古第三系の堆積物の一つの特徴は、この期間の主として陸成

のモラッセタイブの礫岩及び砂岩等の厚い地層すなわち山麓タイブの堆積物が完全に欠

如していることである。このことから、中央アジア全体はその当時準平原であり、西側が

海に覆われていて、東側はいくつかの丘陵地を伴う海岸平野として出現していたと見られ

る。このように、当地方には強烈なアルプス造山運動の如何なる痕跡も見あたらない。 

 

7-3-7. 新第三系（N） 

 中新世では地形的な準平原の特徴は保たれたが、当時の海ははるか西方へ退いた。サル

マチア海（N₁，Sarmatian Sea：中新世中期～鮮新世に存在した東地中海）の境界はウス

チウルト台地の東部断崖にほぼ一致しており、南部ではアシアバード方面に連続していた。

この海の退去と同時に山塊の陸化が始まった。このように浅海成のサルマチア堆積物では

粘土と砂を狭在する礫岩類のシリーズが厚さ数百 mで堆積しており、典型的なモラッセタ

イブを示している。このような層序はコペットダク及びコーカサス山脈の南側でも見られ

る。陸化の証拠は南部山脈群とパミールでも見られる。鮮新世では、造山作用の過程は極

めて優勢であり、その作用は現代の中央アジアの山脈群－アルタイ及びサヤン（Altai and 

Sayan）の全ての地方に広まった。 

 この造山作用は第四紀全体を通して強く且つ頻繁に継続し、時として大災害をもたらす

地震の発生で明らかなように、現在でも続いている。 

 北部山脈群では、この造山作用は広域的な褶曲作用を伴わなかったが、古生代及びプレ

カンブリア時代の岩石からなる山塊がブロック化上昇したことによって表現された。南部

山脈群では、コーカサス、アルプス及びヒマラヤ の褶曲の出現で明らかなように褶曲作

用は巨大化した。 

 モラッセ地帯の北方では、広大な地域が鮮新世の河川堆積物（N₂）で占められていて、
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カラコロム及びキジルクルム砂漠の北域の砂層の下に発達している。この期間シルデリア

及びアムダリアの両河川は、現在のように北方に流れアラル海にそそぎ込んでいたわけで

なく、コペットダグ山脈の山麓を流れていた。なおアラル海そのものも、当時は現在の位

置より若干西に位置していた。これらの河川は徐々に北方に移動し、現在は風成砂で覆わ

れている広大な沖積平野を必然的に伴うようになった。風成砂で覆われた沖積平野は、シ

ルダリアの東域でも見いだされている。 

 アクチャギル階（Akchagylian stage；カスピ盆地地方の鮮新世後期の海成層）及びア

プシェロン階（Apsheronian stage；カスピ盆地地方の鮮新世後期末～更新世前期の地層）

に属する海成の鮮新世堆積物（N₂）はカスピ海の沿岸に沿って見いだされており、東方向

にかなり発達し、ウスチウルト台地の南部にまで至っている。 

 

7-3-8. 第四紀堆積物（Q） 

 第四紀堆積物は、極めて広い地域を占めており、特に砂漠地帯に発達している。 

 下部及び中部第四系である沖積堆積物（Q₁+₂）は漸移的に鮮新統にとって替わり、風成

の砂に覆われている。トルクメン（Turkmenia）ではムルガブ（Murgab）やテゼン（Tedzhen）

のように河川による陸上デルタが農業に対して極めて重要な位置を占めている。地質図上

ではデルタは Q₃で示してある。 

 後期第四紀（Q₃）及び現生（Q₄）の沖積堆積物は、アムダリア、シルダリア、タラス（Talas）

及びイーリーの河川周辺に広大な面積を占めて発達している。このことは地下の基盤岩を

超えて河川の流路が絶え間なく移動していることを物語っている。 

 山麓に沿っては、モラッセ堆積物が現在でも集積を継続している。（Q,Q₁,Q₂又は Q₃）

山地内では氷成及び融水河流堆積物（Fluvioglacial deposits）がいたるところで認めら

れる。アライ谷では、パミールの北方でこれらの堆積物はかなりの面積を占め、数百 mの

厚さに達している。カスピ海に沿っては、第四紀の海成堆積物が発達している。またアラ

ル海は後期第四紀に形成され、海成堆積物（Q₃）が広範囲に発達していることから、現在

のアラル海よりより広大な面積を占めていたことが判る。 

 

7-4. テクトニクス 

 中央アジアでは、主要な山脈群の方向はテクトニック構造の卓越方向に一致し、既述し

たように北部、中央部及び南部山脈群の 3つのグループに区分され得る。 

 しかしながら、細部を見て行くとテクトニック構造及び構造階層（structural story）

は各所にて区々であり、上述山脈群と一致する部分とそうでない部分があるので便宜上北

部帯、中央帯及び南部帯に分けて記載する。 

 

7-4-1. 北部帯 

 北部山脈部の北部及び中部ではテクトニック構造と構造階層はカザフステップ（Kazakh 

steppe）のカレドニア地帯におけるものと同一である。 
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第 1階層：始生代、原生代及び前期古生代の岩石類からなり、上述した名前のコンプレッ

クスに対応する亜階層に細分され且つ非常に錯綜した構造を持っている。 

第 2階層：時代は中期及び後期古生代であり、ずっと単純な構造、より低い程度の変成作

用及びより少量の花崗岩によって特徴づけられる。へルシニアの造山運動はカレドニアの

それよりも弱いが、それでもなお、かなりの規模を持っている。 

第 3階層：後期トライアス紀、前期及び中期ジュラ紀の夾炭層を含み、広域的スケールで

褶曲しているが、其れらの褶曲は単純かつ平坦的であり、変成時貫入岩体（synorogenic 

intrusive massifs）を伴わない。 

第 4階層：上部ジュラ系及びそれより若い全ての地層であり、褶曲していない未固結堆積

物で代表される。 

 

7-4-2. 中央帯 

 北部山脈群の南側と中央山脈群の全体を含んでおり、5階層からなる。 

第 1階層：北部帯と同一であるが、ほとんど露出していない。 

第 2階層：基本的であり卓越している。主ヘルシニア褶曲作用はカレドニアのそれより

は強く、ヘルシニア期の花崗岩類が卓越している。 

第 3階層：北部帯と同一であるが、その褶曲作用ははるかに強烈であり、フェルガナ山

脈の南部に位置するウズゲント（Uzgent）夾炭層の例のように、引き続いて強い変成作用

を受けている。フェルガナ稜線の構造は、前期白亜紀に生じたキンメリッジ褶曲作用の期

間中に形成されており、後期白亜紀の海が拡大するのに対して主要な障害物となった。 

第 4階層：上部白亜系と古第三系であり、単純で平坦的ではあるが断層や押しかぶせ断

層によって破壊され、明確に定義された褶曲で特徴づけられる。これらの広域的な褶曲は、

構造線の一般的な方向に伸張しており、花崗岩の貫入は伴ってはいない。地質図上では、

それらはタシケントの北方、フェルガナ谷及びキジルクム高地（Kyzyl-kum Heights）で

明瞭に表現されている。 

第 5階層：新第三系と第四系であり、概して褶曲も変成もしていないが、場所によって

は圧縮を受けて単純、平坦な短軸背斜（brachyanticlines）になっている。そのような褶

曲はフェルガナ谷で特によく発達しており、ナマンガン（Namangan）の北西方及びアンデ

ィサン（Andizhan）の南方及び西方にもある。これらの地域で強い地震が発生しているこ

とから褶曲作用のこの過程は現在でも進行中である。 

 

7-4-3. 南部帯 

 南部帯は南部山脈群からなり、キンメリッジ及びアルプスのより若い造山フェーズが

も強く表現されていることで識別できる。 

第 1階層は 2つの亜階層に細分される。 

 亜階層 1：始生代と前期古生代の南西部パミール（Central Pamir）の結晶質コンプレッ

クスを含んでいる。 
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 亜階層 2：中部パミール（Central Pamir）に見いだされた前期古生代の変成コンプレッ

クスを含んでいる。 

第 2階層：中部及び上部古生界であり、激しく褶曲し且つ変成しており、この点では第

1階層と殆ど変わりがない。 

第 3階層：トライアス系、ジュラ系及び下部白亜系からなり、前期白亜紀に終了したキ

ンメリッジ造山フェーズに出現と連結している。これらの堆積物は著しく変位し、ねじ曲

げられて複雑な褶曲を示し、スライス状に破壊され、且つキンメリッジ期の花崗岩類によ

って貫かれている。 

第 4階層は上部白亜系と古第三系であり、著しく変成し且つ褶曲している。また、 パ

ミールでは変動時貫入作用によって破壊されている。 

第 5階層：新第三系と第四系であり、これら地層の褶曲は明瞭ではあるが比較的単純で

あり、且つ岩石は中程度に変成している。コペットダクの山麓の例のように、各地にて若

い褶曲が発達しており、その成長は現在でも続いている。西部トルクメニスタン（Western 

Turkmenistan）では、当階層の構造が石油貯留の役割を担っている。このような構造はコ

ペットダクの西方及びカスピ海沿岸付近にも見られる。 

チェレケン半島も含油地方の一つで、この構造がよく露出している。 

 

7-4-4. 中央アジアのテクトニクス史 

 先カンブリア時代及び古生代では、中央アジア全体は長期に亘る顕著な下方運動

（downward movements）を受けていた。この運動量は累積した堆積牲及び火山性堆積物の

厚さから決定可能で、合計では 25～30 ㎞を示している。下方運動は造山運動で中断され

ており、それに伴う褶曲作用によって、いくつかの地帯では乾燥陸域、すなわち侵食の対

象陸域が形成された。北部山脈群ではスベコフェン造山運動、カレリア造山運動及びカレ

ドニア造山運動の明瞭な徴候が観察でき、わけてもカレドニア造山運動が顕著である。中

央部山脈群では、先カンアリア時代の造山運動（褶曲作用）の証拠はなく且つカレドニア

連山運動も殆ど存在していない。この点で中央部山脈群は北部山脈群と明瞭に異なってい

る。南部山脈群では先カンブリア時代の褶曲作用は明瞭であるがカレドニア造山運動は弱

いかもしくは全く存在せず、丁度中央部山脈群の場合と同様である。 

 テクトニック運動史における顕著な部分はヘルシニア造山運動によって演ぜられた。冬

山脈群での運動様式は異なるものの、全ての山脈群でこれは明白である。造山運動全フェ

ーズに於ける 大強度は中央部山脈群で達成された。高く聳え立つ褶曲山脈は前期ペルム

紀のフェーズに起因している。北部及び南部山脈群では 初のフェーズが 大で、それは

中期石炭紀に起きている。このため北部では乾燥陸域が形成され、その陸域はまだ存在し

ている。南部では新たに形成された乾燥陸域は急速に破壊されつつあり、その陸域が継続

して沈降したため、海進が促進された。ぺルム紀の海は中断することなしにトライアス紀、

ジュラ紀及び前期白亜紀の海によって引き継がれた。既に存在していた先カンブリア時代

及び古生代の地層に対してはこの期間中少なくとも 10～12km の厚さの海成堆積物が付け
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加わった。 

 キンメリッジぞう造山運動はこれら膨大な厚さの地層を圧縮し複雑で時には等斜褶曲

を形成すると共に現在の日本列島に類似した山稜の連なる島弧を形成した。 

 これらの鳥弧は南部山脈群地方及び中央部山脈群西部域の両域において前期～中期白

亜紀及び古第三紀の海の上に顔を出していた。前期白亜紀中にフェルガナ山稜が上昇した。

北部山脈群でのキンメリッジ造山運動は微弱ではあったがアンガラ地向斜の中に明瞭に

残っている。 

 アルプス造山運動は中新世に開始された。造山運動の 大強度は貫入活動を伴って南部

山脈群のみで達成され、急峻な山脈を形成した。中央部山脈群周辺部及び北部山脈群の南

側に沿った地域では、アルプス造山運動はむしろ弱く、貫入作用や注目すべき変成作用も

伴っていない。いずれの地域でも、アルプス造山運動の顕著な現象は、運動が広域的な性

格を持っていることと、その結果としてある方向に収斂する褶曲系が形成されたことであ

る。北部山脈群の北側では、これらの褶曲は存在せず、その山の外形は地塊運動（block 

movements）に依っている。地魂運動の 大強度は北部山脈群で起きている。中央山脈群

では、この地塊運動は褶曲運動で隠された。地塊運動は主として上昇運動に起因し、まれ

に下降運動にもよった。これらの運動は古生代及び先カンブリア時代の地層からなる地塊、

陸塊及び岩体の境界部にある断裂に沿って発生した。これらの地塊等はほぼ垂直な断層面

で境されているためその運動方向は通常ほぼ垂直であった。これらの面が多少とも傾斜し

ている場合押しかぶせ断層が推定でき、面が水平に近い場合押しかぶせ断層によって形成

されたデッケとして扱っている。プレートテクトニックスではサブダクションによる逆断

層として解釈できるのかも知れない。 

 押しかぶせ断層運動の期間中は古生代の地塊は、中生代及び古第三紀の未固結堆積物を

圧縮し、しばしば複雑な性質を持つ褶曲を形成した。圧砕褶曲（crush folds）系は他の

褶曲とは区別される。このことは衝上断層面から離れると、これらの褶曲が減少し 終的

には普通の水平層にとって変わるという事実による。また第 2の差異はそれが変成作用を

全く伴わないとうことである。複雑で等斜又は逆転した褶曲が形成されているにも拘らず、

問題となっている岩石は未団結のままである。 

 地塊衝上断層はアルマアタの東方にて古生代の地層に沿ったところで観察できる。地塊

運動の特徴は、中生代及び新生代の被覆堆積物が水平で乱れていない外座層としての分布

を示していることがよく認められている。これらの堆積物は古生代の地塊の上昇に先だっ

てその地塊の表面を覆っていた。古生代陸塊の頂部には、ところによっては上部白亜系の

水平な海成堆積物層の断片が見られることがあり、これらは本来の位置より 3,000～

4,000m も上昇したことになる。この上昇の期間中、古生界を底部とする古い準平原の表面

もまた保存され、殆ど平坦な表面をもつ山脈頂部が認められる。上昇した地塊のサイズは

極めて変化に富んでおり、巨大な地塊で長さが数百 km、幅数 km を示すものから小さい地

塊では 100m×100m のものまである。 

 地塊運動が発達した地帯はカラタウ山脈で始まる北部山脈群全てが含まれている。すな
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わちハン－テングリ（Khan-Tengri）及びジュンガリアン アラタウまでも含まれており、

さらに遠方ではタルバガタイ（Tarbagatay）の北方及び東方、アルタイ（Altai）、サヤ

ンス（Sayans）、サブ－バイカル（sub-Baikal）及び西部トランスーバイカル（Western 

Trans-Baikal）地方で、全延長は 400km を越える。 

 これらの地塊運動は鮮新生に始まり、第四紀まで一筋に継続しており、1917 

年にアルマアタの南方で発生した古生代大陸塊の断層活動に関連した地震の存在で示さ

れるように現在でもそれらの運動が続いている。 

 

7-5. 火成活動 

7-5-1. 先カンブリア時代 

 北部山脈群に於いて も広大な活動範囲が認められる。地質図には酸性（γ₁）及び中

性～塩基性（ôν₁）貫入岩類のみが記載されており、噴出岩類を除いているために小範囲

の活動の印象を与えている。其れらはカラタウの北部、タラスアラタウ及びイシック・ク

ル（Issyk-Kul’）湖の南方のテルスキー・アラタウの様様の地方に存在するが、 大に

発達している所はチュー・イリー山脈で斜長石花崗岩の原生代貫入岩が片麻岩類を切って

いる一方、その後のオルドビス紀の海成堆積物に覆われている。 

 始生代の貫入岩類は正片麻岩類、片麻岩化したはんれい岩及び角閃岩類からなる。地質

図に示したように、フルンゼの北方に位置する原生界の構成岩石には酸性～塩基牲の溶岩

類（石英－曹長斑岩頚；quartz albitophyres,ひん岩類及び輝緑岩類）及びそれらの凝灰

岩類が認められており、時として 1,000～2,000m の厚さに達する。 

 南部山脈群には、パミールの南西部にて先カンブリア時代の岩石中に厚い片麻岩化した

花崗岩類（γ₁）が産する。 

 

7-5-2. カレドニア期 

 北部山脈群で、先カンブリア時代と同様、 も広大な活動範囲が認められる。一方、中

央部及び南部山脈群では中程度に発達しているに過ぎない。ここではカレドニア期とへル

シニア期の貫人活動を分離することはしばしば不可能で、それらは区別しないで（γ₂）

で示した。例えばアルマアタの南方とスターリナバードの北方にある前期古生代の地層中

にこの場合がある。北部山脈群では、ひん岩類、曹長斑岩類及びそれらの凝灰岩類と角礫

岩類が未区分下部古生界（カンブリア系及びオルドビス系）の構成の一部になっている。

これは図上には示していない。 

 カレドニア期の変動時花崗岩類は広大な規模のパソリスを形成している。例えばフルン

ゼの南方に位置し複雑な形状を示す花崗岩バソリスは、延長 250 ㎞以上で幅が 50－70km

を示す。イシック・クル湖の南方及びタシケントの東方のバソリスもまた、相当なサイズ

を示している。しかし、時として前期カレドニア期の貫入岩類（γ₂1）と後期のカレドニ

ア期貫人岩類（γ₂2）とを分離することが出来る。 
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7-5-3. ヘルシニア期 

 北部山脈群の西部域ではこの時代の火成岩類は欠如している。しかしながら、東部域で

は、ジュンガリアン・アラタウ及びアルマアタの東方の例のように広大な地域が、前期石

炭紀（C₁）の酸性火山岩（曹長斑岩類及びひん岩類）及び後期古生代（C₃+P）の種種の火

山岩類によって占められている。ここには小規模なヘルシニア期花崗岩体も見いだされて

いる。タシケントの東方では一つの大地域が合計の厚さが 2,000－3,000m ある後期古生代

（C₂+₃）の酸性火山岩類で占められている。 

 中央山脈群では、この期の火成岩類が卓越する。山脈全てに沿って中部及び上部古生界

が発達し、この中には種種の火山岩類が見いだされているがそれらは薄く（数百 m）かつ

範囲が狭いため図示していない。 

 この期の花崗岩類（γ₂3）は、キジルクム高地からハン・テングリ地方にいたるまでい

たるところに発達しているが、個々の岩体の規模は小さい。スタリニバードの北方に位置

する岩体のみがかなりのサイズを示しているが、多分この一部がカレドニア期の岩体に属

するからである。キジルクム高地の北部に位置するスルタン－ウィズ－ダク

（Sultan-Uiz-Dagh）岩体中には、この期の火成活動では比較的希な塩基牲及び超塩基性

貫人岩類（δυ₂3 及びσ₂3）が発達している。一般にウラルと比較してテンシャン

（Tien-Shan）では超塩基性貫入岩が極端に少ないため、火成作用のタイプを簡単に見分

けることが出来るとともに、テンシャンに経済的に稼行対象となるクロム～ニッケル鉱床

及び石綿鉱床等が殆ど存在しないことが説明できる。 

 南部山脈群では後述するキンメリッジ期の火成活動が卓越しヘルシニア期のものは次

にランクするが、それでもこれらの岩石類は十分に分布しており、特にパミールでは明瞭

である。ここでは中期古生代の火山岩類（PZ₂）が発達しており、ヘルシニア期花崗岩類

のバソリス（γ₂）も見られる。 

 

7-5-4. キンメリッジ期 

 この期に属する岩石は古生代の造山活動期のものとは分布に於いて著しい差異があり、

主として南部山脈群に見いだされている。北部及び中央部山脈群では、溶岩類と凝灰岩類

からなる小範囲のみが見いだされており、極めて希にしか分布していない。例としては、

アラクル（Ala-kul’）盆地及びイシック－クル湖の北方にあるジュラ紀の堆積物中にあ

る。 

 南部山脈群では、この期の火成岩類は広く分布し、塩基性火成岩類で特徴づけられる。

マンギスラークとトアルキールから始まりパミールで終わっているジュラ系の発達して

いる範囲では、殆どどこでも小規模の溶岩類が見られる。図上では示していない。キンメ

リッジ期の貫入岩類は下部及び中部ジュラ系の砂質粘土質の地層を切っており、かつそれ

らの地層に挟在する。酸性及び塩基性岩体はクラスノボック（Krasnovodsk）付近に見い

だされており、花崗岩パソリスはボルショイバルハンにもあるが、 大規模のキンメリッ

ジ期花崗岩類（γ₃）はパミールに発達する。 
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7-5-5. アルプス期 

 中央アジアではこの期の火成岩は分布も小さいため、重要度は低い。厚さが 20-30m を

超えない小範囲の玄武岩類が古第三紀及び新第三紀の赤色層に中に見いだされ、トラン

ス・イリーアラタウ（Trans-Ili Alatau）から中国領土であるチャティール・クル湖（Lake 

Chatyr-Kul’）の南部まで追跡できる。フェルガナ谷の北部では、白亜紀の堆積物が安山

岩～玄武岩岩脈で切られている。 

 南部山脈群ではクシカ（Kushka）の町の西方で塩基性火山岩類が古第三系中に発達して

いる。アルプス期の花崗岩類（γ₄）はキンメリッジ期の花崗岩類を切る小さな岩体で代

表される。図上では西部パミールにあるホローグ（khorog）の北東方に分布する。 

 

8. 鉱山概要 

8-1. 金 

Kumtor 鉱山の岩盤崩落事故の影響から 2002 年は大幅な減産を余儀なくされたが、2003

年には回復、世界 16 位の生産量であった。Kumtor 鉱山の他には、Solton-Sary、Makmal、

Terek-Say 及び Dzhamgyr の各小規模鉱山を Kyrgyzaltyn 公社が操業管理している。参考ま

でに、我が国は、2003 年にキルギスから金地金 1,505.6kg を輸入した。 

Kumtor 鉱山(Issyk-Kul 州)： 

Cameco 社(加)が 1/3、Kyrgyzaltyn 公社が 2/3を所有する同鉱山の操業会社(Kumtor Gold 

Company 社)の全資産を別会社 Centerra Gold Inc.社(加)に移転することに双方が合意し、

2003 年末、キルギス政府もこれを承認した。なお、新会社の権益の 67%を Cameco 社が、

33%を Kyrgyzaltyn 公社(キルギス政府)がそれぞれ所有する。 

権益移転の背景には Kumtor 鉱山の山命延長問題があり、新たな協定書の枠組みによっ

て、 低 2.5 百万 US ドルの探鉱投資が義務付けられる一方で、税安定化期間 10年の特典

が付与される見通しである。Centerra Gold Inc.社は、モンゴルの金鉱山やプロジェクト、

米国ネバダ州のプロジェクトなども所有している。 

Kumtor 鉱山の 2003 年生産量は 20.9t であったが、鉱量の減少を受けて 2004 年生産量は

19.0t に留まると見られている。 

 

 

鉱山概要（操業鉱山）   記号：Kyrgyz-Au-Kumtor    

国名／地域 ：Kyrgyz/Issyk-Kul 州 

名前  ：Kumtor 

位置      ：Kyrghyzstan。 Issyk-Kul 州。同国東部ビシュケックから 550Km、 

中国国境から 25Km に位置する。 

標高 3,300ｍ－4,150ｍ。 

緯度・経度 ：北緯 41 度 52 分、東経 78 度 10 分 
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会社名（権益比率）：Centerra Gold Inc.社(加) 

Cameco 社   67% 

Kyrgyzaltyn 公社(キルギス政府) 33% 

鉱床  鉱種 ：Au 

埋蔵鉱量 ： 

1）25.304 百万 t,  3.430g/tAu  Raw Materials Data August 2004 

2）カットオフ品位 1g/tAu 

露天掘り対象  316tAu（7.4 百万 t、4.2g/tAu）* 

坑内掘り対象 201tAu（8.8 百万 t、4.5g/tAu）    

*カナダのキルボーン・エンジニアリングはカットオフを 2g/tAu として 216ｔAu（5.4

百万 t、4g/tAu）としている。 

このほか、150t Ag, 1,509t Te, 8,900t W を含む。 

（財）国際鉱物資源開発協力協会（1996） 

地質概要 ：先カンブリア紀の堆積岩を母岩とする。4 つの鉱化帯が確認されてお

り、鉱床の北西 50Km にも同様の地質環境が存在するので新たな鉱床の発見が期待されて

いる。鉱化帯は幅 100－400ｍの石英・黄鉄鉱のストックワークをなし、走向延長は 1.2Km

に及んでいる。金は 90％が黄鉄鉱中に、10％が自然金として産す。  

生産量 （直近 5ヵ年）  生産開始年：1997    

年 粗鉱生産量 

Mt 

品位 

g/t Au 

金属量 

t Au 

1999 5.298 4.54 19.000 

2000 5.482 4.65 20.840 

2001 5.470 5.14 23.400 

2002   5.611 e 3.71  16.440 * 

2003 6 e 4.00 21.074 

Raw Materials Data August 2004 

* 2002 年の減産は落盤事故によるもの。 

採鉱法  ：当初は露天掘り、後、坑内掘りに移行。 

金属回収法      ：浮遊選鉱の後、重力選鉱で処理し、再磨鉱して精化製錬を行った後、

電気分解により粗金にする。 

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 

・海外鉱業情報 特集号：世界の鉱業の趨勢 Vol.33 No.1 2003 年 5月 金属鉱業事業団 

・（財）国際鉱物資源開発協力協会（1996）：平成 7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 インドシナ・ミャンマー 平成 8年 3月 

・Raw Materials Data August 2004 

・http://www.infomine.com/ 



 

- 25 - キルギス 

8-2. アンチモン 

設備老朽化による生産効率の低下から近年減産傾向にあったが、前年よりは若干増とな

り、世界 7位であった。4鉱山で生産が行われており、Haidarkan(水銀が優勢)、Kadamzhai

及び Terek-Say(金を随伴)の各鉱山は Kyrgyzaltyn 公社が、Noboe(水銀、蛍石を随伴)鉱山

は国営 Haidarkan コンビナートが操業管理している。 

なお、同コンビナートは、世銀の指導による PESAC(国営企業の民営化)計画の下、入札

によって売却されることが決定している。 

 

8-3. タングステン 

Novosibirsk Tin Combine(露)とキルギス側(3 企業)の 50/50 による Tianshanolovo J/V

社が錫を随伴する Trudovoye 鉱山で採掘を行ってきた(2002 年は世界 7 位の生産量)が、

2003 年 6 月、財政状況の悪化から操業停止を余儀なくされ、2003 年生産実績は 250t を大

きく下回ったと見られている。同鉱山の埋蔵量はタングステン 96 千 t、錫 149 千 t とされ

る。 

 

9. 新規鉱山開発状況 

9-1. Jerroy 金鉱床(Talas 州) 

Norox Mining 社(英)が 2/3、Kyrgyzaltyn 公社が 1/3 を所有する同鉱床の開発会社(Talas 

Gold Mining Company 社)が 2005 年の生産開始を目指して開発工事中(Norox Mining 社に

よると投資総額は 68 百万 US ドル)である。同社では、年産金 1.9t 規模で露天採掘から始

め、坑内操業の準備が整い次第、坑内採掘を並行する計画としている。Norox Mining 社の

マジョリティを所有する Oxus Gold Plc.社(英)は、2002 年、南アの MAED Ltd.社によって

権益の過半数を買収された。Jerroy 金鉱床の金埋蔵量は 107.3t(品位 Au：4.9g/t<露天>、

9.3g/t<坑内>)とされている。 

 

9-2. Taldy-Bulak 金鉱床(Chu 州) 

開発権所有者の変遷を経て、2002 年 10 月からは Kyrgyzaltyn 公社によって同鉱床の開

発が検討(投資総額：54 百万 US ドル、2005 年生産開始が目標で、フル操業では産金量 2t/

年)されている。同公社は、F/S 結果に基づき鉱山開発企業を選定し、2003 年 11 月には

Central Asia Gold 社(豪)と Taldy-Bulak Gold Mining J/V に関する予備協定に合意、現

在は基本協定書の内容を協議中としている。同鉱床は、金確認埋蔵量が 75t、品位 Au 7.9g/t

と評価されている。 
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10. 探査状況 

地質鉱物資源庁によると、2003 年の地質調査活動への投資額は対前年比 34%増の 233 百

万ソム(約 5.4 百万 US ドル)で、外資がその 8 割を占めた。露、中、加、米、豪及びカザ

フスタンの各企業は、金の調査に 118 百万ソム(約 2.7 百万 US ドル)を、石油･天然ガスに

は 64 百万ソム(約 1.5 百万 US ドル)をそれぞれ投資したとされている。 

なお、地下資源利用者(金については 2003 年 1月現在、15 鉱床に対し採掘ライセンスを

発行済み)からの国家収入である鉱物資源再生納付金は、360百万ソム(約 8.3百万USドル)

に上り、国家予算からは地質調査に 34.7 百万ソム(約 0.8 百万 US ドル)が投下された。 

 

11．製錬所概要 

該当なし 
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鉱山製錬所位置図 

  

 

Kumtor  北緯 41 度 11 分  東経 78 度 10 分 

Taldy-Bulak 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

資源開発協力基礎調査  国際協力事業団/金属鉱業事業団 

資源開発調査    

1994～1996 年度 タラス 

1997～1999 年度 キチサンディク 

地域開発計画調査   

1997～1999 年度 アライ 

 

 

 

 

 

 

Taldy-Bulak 

Kumtor 
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資料（統計、法律、文献名、URL 等） 

金属鉱業事業団 キルギス共和国の資源開発環境（1994） 

金属鉱業事業団 キリギス共和国の鉱業・冶金工業の現状と課題（2003） 

一般事情： http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/kyrgyz/index.html 

 




