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第 1 部 資源開発環境調査 

1. 一般事情 
 

1-1. 面積  16 万 4,154 ㎢ 
 

1-2. 人口  946 万人 
 

1-3. 首都  チュニス（人口約 83 万人） 
 

1-4. 人種  アラブ人 98％、その他 2％ 
 

1-5. 公用語  アラビア語（公用語）、フランス語 
 

1-6. 宗教  イスラム教スンニ派がほとんどである。 
 

1-7. 地勢等 

 北アフリカの中部、地中海に面した小国。東がリビア、西がアルジェリアに

接する。国土の南半分がサハラ砂漠。海岸部は、地中海性気候で、夏に高温で

乾燥が激しく、冬は温暖で雨が降る。内陸にすすむにつれ乾燥が激しくなり、

砂漠気候となる。  
 歴史的には、当国北東部地中海沿いを中心に古代カルタゴの文明が栄えた。

その後ローマ、ビザンチン帝国、オスマン＝トルコの支配下におかれる。1883
年、フランスの保護領となり、1956 年独立。社会主義路線をとったが、1970
年以降自由化へ。古代遺跡と豊富な自然の観光が名高い。  

 
(MBndi HP) 
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2. 政治・経済概要 
 

2-1. 政体  共和制 
 

2-2. 元首  ズィン・エル・アビディン・ベン・アリ大統領 
 

2-3. 議会  一院制 任期５年・議席数 182(地方区 148、全国区 34) 
 

2-4. 政治概況   

初代大統領･ブルキバ氏は当初、社会主義化を進めたが、1970 年代からは自

由主義･穏健路線に政策転換し、1975 年には終身大統領となった｡ 1987 年､健

康上の理由から引退を表明したブルキバ前大統領から政権を引き継いだべン･

アリ首相 (現大統領 )は 88 年 7 月に終身大統領制を廃止し、民主化促進のために

憲法改正案を可決 (大統領は任期 5 年、最長 3 期、直接選挙で選出 )、更に、多

数政党制を認めるなど国の民主化を進め､現在も与党 RCD 党 (民主立憲連合 )を
軸とした安定政権を維持している｡ 1999 年 10 月には初の複数候補制での選挙

でべンアリ大統領が 3 選し、与党も圧勝した。  
 但し、1987 年以降、イスラム原理主義の声も国内で高まっており、政府は警

戒を強めて強硬策で対処してきた｡ 
 対外的政策としては、非同盟中立が基本で、アラブ諸国の連帯を重視し、マ

グレブ諸国連合の推進のほか中東和平問題にも積極的に参画し､レバノンを追

われた PLO 本部を一時受け入れるなどの役割を果たした。一方、旧宗主国フ

ランスや米国とも緊密な関係を維持して、欧米諸国と穏健現実路線で関係強化

にも意欲を見せている｡ 
  

2-5. 主要産業  農業 (小麦、大麦、柑橘類、オリーブ )、観光業、  
   鉱業 (石油、燐鉱石、セメント )、  
   工業 (繊維、機械製品、電化製品、食品加工 )、 
 

2-6. ＧＮＩ   200 億ドル 一人当たり 2,070 ドル（2001 年） 
 

2-7. 通貨   チュニジア･ディナール（TD、TND） 
 

2-8. 為替レート    １US＄＝1.2356TND （2005/02 現在） 

年末  1999 年  2000 年  2001 年  2002 年  2003 年  
1US
＄＝  

1.1862 1.3707 1.4387 1.4217 1.2885 

（ International Financial Statistics 2004）  
2-9. 貿易(99 年) 

  輸入 88.2 億ドル：繊維、石油、肥料、化学製品等  
  輸出 94.2 億ドル：繊維、機械、穀物、自動車等  
 



 

- 3 - チュニジア 

対日貿易 (2000 年 ) 
  輸入 63.5 億円：自動車、タイヤ、電気電子機器  
  輸出 28.5 億円：魚介類 (黒鮪 )、パルプ、衣類  

 

2-10. 経済概況    

 経済面では､1987 年に世銀､IMF の指導･支援のもとで構造調整計画を開始

し ’93 年末まで実施した。湾岸戦争の影響によって外国からの投資が減ると共

に、輸出、観光収入も落ち込んだが、’92 年から ’96 年までの第 8 次経済社会開

発 5 ケ年計画により経済の自由化･民活を図り、市場経済体制の強化を推進し

た｡ 更に ’97 年 7 月第 9 次経済社会開発計画 (1997-2001 年 )が策定され､市場経

済体制の一層の推進を図っている｡ 
1995 年 7 月に他の北アフリカ諸国に先駆けて EU と初めて締結された自由貿

易協定 (2008 年までに自由貿易ゾーンを設立する趣旨のパートナーシップ協

定 )により､その後 12 年間で協定の段階的実施を取り決め逐次進められている｡ 
経済構造面では、小麦･オリーブなどを中心とする農業、石油･りん鉱石など

の鉱業ならびに繊維･機械･食品などの工業が主産業となっている。又、歴史の

ある国として観光業も重要な位置を占めている｡  
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3. 鉱業概要 

古くローマ時代以前にまで遡る活動の歴史を持つチュニジアでの鉱業は、鉄、鉛、亜

鉛などの採掘・生産が断続的に行われてきたが、近代以 降は、19 世紀末からリン鉱石

の採 掘 (1896～)が大 々的 に行 われ、その他 に鉄 (1906～ )、鉛 ･亜 鉛 (1892～)の開 発

が積極的になされてきた。 

但 し、これまではそれ以 外 の鉱 種 では顧 みられるものは少 なかったが、最 近 、探 査 上

の新 知 見 から高 品 位 の鉛 ・亜 鉛 鉱 床 が新 規 に発 見 されるなど、鉱 業 国 としても見 直 さ

れ始めている。 

 チュニジアにおける既 知 の鉱 物 資 源 はその殆 どが同 国 の北 部 ～中 央 部 に集 中 し、か

つてはリン鉱 石 、鉄 鉱 石 および岩 塩 を主 たる開 発 対 象 としたが、最 近 では鉛・亜 鉛 、銅 、

金、銀などの鉱床や鉱徴が数多く発見されてきている。これらのうち約 50 の鉱床がかつ

て採掘された実績を持つ。 

 
3-1. 鉱産品目別生産量 

 以下にチュニジアにおける鉱業品目別の生産量を第 3－1 表に示す。 

また、チュニジアの鉱物資源年度別の生産量を表 3-2 に示す。 

 
第 3-1 表 チュニジアの鉱業産品生産量 

  

No. 品 目  生  産  高  備  考  
1 原油     379 万トン  (1997 年 ) 
2 天然ガス      68 千兆ジュール  (  〃    ) 
3 鉄鉱    13 万トン  (2000 年 ) 
4 鉛鉱  4,300 トン  (1998 年 ) 
5 亜鉛    4.5 万トン  (1999 年 ) 
6 燐鉱       795 万トン  (1998 年 ) 
7 銀         1 トン  (  〃    ) 
8 海塩   47 万トン  (  〃    ) 

 

 
鉱種別では、鉛･亜鉛鉱床が集中する中部ドーム帯で鉛･亜鉛鉱山の 2 箇所、

重晶石 (＋鉛･亜鉛随伴 )鉱山 1 箇所、鉄鉱山 2 箇所が操業中である。  
 

銅に関しては、かつて北部で幾つかの鉱床が小規模に採掘された例があるが、

現在は何も閉山しており、その後探査は行われているものの、今の段階では操

業鉱山は無い。  
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第 3-2 表 チュニジアの鉱物資源、年度別生産量 
 

 
年  

鉄鉱石  
(千トン ) 

鉛  
(千トン ) 

燐灰石  
(百万トン ) 

銀  
(トン ) 

亜鉛  

(千トン ) 

1999 220 6.5 8.0 4.0 48.9 

2000 180 7.0 8.3 3.7 41.2 

2001 200 6.9 8.1 3.5 40.1 

2002 200 5.1 7.6 3.0 35.7 

2003 160 5.3 7.9 3.0 38.0 

(出典：Raw Materials Data) 
 
 
 燐鉱山については、国営鉱山会社 CPG 社により 10 鉱山が稼行中であり、そ

れらの殆どは中部、Cafsa 地域に位置している。 その概要については次項の表

8-1 の通りである。  
 燐鉱算はすべて国営鉱山会社 CPG 社により所有･操業されており、その総鉱

量は推定で 6 億トンに上り、その年産量も 2000 年には 1000 万トンに達した。 
これら燐鉱石は中央部の Gafsa 地域から、臨海都市の Sfax や Skhira 及び

Gabes に亘って数箇所あるリン酸プラントで処理されており、その処理能力は

合計で 700 万トン /年と言われる｡ 
 

 

3-2.輸出額 

チュニジアの主要鉱産物の産出量は下表のとおりである。  
 

第 3-3 表 チュニジアの主要鉱産物の産出量  

年  2000 2001 2002 2003 
 

鉛 (千ｔ ) 
 

亜鉛 (千ｔ ) 
 

 
 6.2 

 
41.3 

 
 6.4 

 
40.4 

 
 4.6 

 
39.1 

 
 4.2 

 
35.6 

(出典：World Metal Statistics) 
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4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

鉱業に関係する法律として、チュニジア政府が公布している内、直接的に鉱

業に関連する法律及び規則は次の通りである。  
(1) 鉱業法（Mineral Law）      1953 年 1 月１日施行  
(2) 投資促進法（The Investment Incentives Code） 1994 年 1 月施行  
(3) 環境法  (Environmental Law) 1988 年 8 月 2 日施行 /1992 年 11 月 30
日改訂  

 

4-1-1．鉱業法の概要 

鉱業政策の根幹をなす鉱業法は 11 章 117 条から成り、その概要は次の通り

である . 
第 1 章「総則」：  

14 条から成り、鉱物資源の分類、管理、保護、使用に関する定義と条

件などを定める。鉱物資源の分類としては、次のとおり :  
第 1 群鉱物 : 黒鉛、石炭、亜炭、その他の化石燃料（泥炭を除く）の鉱

床。  
第 2 群鉱物 : 瀝青、アスファルト、石油、その他の固形、液状もしくは

気体炭化水素の鉱床。ヘリウム及びその他の稀ガスの鉱

床。  
第 3 群鉱物 : 下記元素金属もしくは鉱物の鉱床。  

(1) ボーキサイト及びアルミニウム、アンチモン、銀、ビス

マス、カドミウム、セリウム、稀少金属（クローム、

コバルト、銅、スズ、鉄、ルシニウム、イリジウム、

マグネシウム、マンガン、水銀、モリブデン、ニッケ

ル、金、オスミウム、プラチナ及び付随金属、鉛、チ

タン、タングステン、ウラニウム、トリウム及びその

他放射性元素、バナジウム、亜鉛）。  
(2) 硫黄、セレニウム、テルル、ヒ素、バリウム、ストロン

チウム、フッ素。  
(3) ダイヤモンド及び宝石類。  
(4) 白色石綿、雲母、タルク。  

第 4 群鉱物 : 塩化物、臭化物、ヨウ化物、固形又は液状のアルカリ性又

はマグネシウム珪酸塩、硼酸塩、硝酸塩、同鉱脈内におけ

るその他の関連塩化物の鉱床。  
第 5 群鉱物 : 燐酸塩の鉱床。  
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第 2 章「探査許可」：  
3 節の総則、第 3 群鉱物に関する規定、第 3 群鉱物以外の鉱物に適用さ

れる規定に別れ、計 3４条から成り、主たる内容は次の通り。  
①探査許可･更新の申請条件、採掘物処分権、譲渡･放棄規定と境界画

定。  
②第 3 群鉱物の探査申請優先権、更新期間、 低作業、特定区域、譲

渡規定。  
③第 3 群鉱物以外の鉱物探査の許可･更新申請の条件。  

第 3 章「採掘許可」：  
7 条から成り、採掘許可･更新の申請条件、更新条件、作業不足での採

掘許可取り消しについて定める。  
第 4 章「採掘権」：  

10 条から成り、採掘権申請の提出、有効性と登録の条件、申請書に関

する指示、採掘権の期間、採掘権設定の影響、採掘権の境界画定、行

政決定による採掘権の併合について定める。  
第 5 章「鉱山の所有権」：  

13 条から成り、鉱山所有権の特徴、証書登録とその特徴、採掘権の付

属物、譲渡と賃貸の条件、放棄申請と所有権の国への返還、作業不足

への催促、並びに失効と競売について定める。  
第 6 章「鉱山の許可保持者と採掘権者間の関係及び土地の所有者との関係」： 

13 条から成り、探査用の土地に関する規則と占有、私有地の占有と行

政当局の介入、土地所有者と鉱山作業による損害への補償、防護壁並

びに隣接 /重複採掘権者間の関係について定める。  
第 7 章「財務に関する規定」：  

8 条から成り、採掘許可に対する固定税、採掘権に対する固定税、採掘

利益に対する国の関与、鉱山の数値情報を行政に提供する義務、採掘

権者の登記費用、所有権移転の権利、税金納付および国庫の特権につ

いて定める。  
第 8 章「鉱業に対する行政当局の監督」：  

8 条から成り、概要、技術上の義務、行政当局の監督、労災事故、行政

当局のための書類の保持並びに雑則について定める。  
第 9 章｢裁判および刑罰｣：  

10 条から成り、概要と調書および本政令に対する違反に科せられる刑

罰、並びに結果としての無能力について定める。  
第 10 章｢暫定条項｣：  

4 条から成り、旧許可、旧採掘権の移転、とそれらの過渡的規定、並び
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に燐酸石灰の採掘権 (1898 年 12 月 1 日政令の規制 )に関する過渡的規定

について定める。  
第 11 章｢ 終条項｣：  

3 条から成り、旧条文廃止と本政令の発効、並びに施行担当当局につい

て定める。  
 

4-1-2．鉱業権 

チュニジアにおける鉱業権としては次の 3 区分がある：  
(1) 探査権 (Permis de recherche)、  
(2) 試掘権 (Permis d’expploitaition)、   
(3) 採掘権   (Concession miniere) 

 
これら各々の概要は次に記す通りである。  

 
 (1) 探査権（Permis de recherche）：  

初回の許可年限を 3 年間とし、同期間後に更に 2 度に限り更新可能である。 
この探査 (および試掘 )許可は排他的で、譲渡、転売及び賃貸が可能である。  

探査鉱区の基本区域は東西南北線に沿った正方形で面積 400ha( 4km2)を 1 単

位とするが鉱区数には制限がない｡又、登録料は 10,000 ディナール /4km2 であ

る。  
探査権許可の年限は第 3 群鉱物で 3 ヶ年、第 3 群以外の鉱物では 5 ヶ年で、

その更新は期間 3 ヶ年まで延長可能である。  
探査許可の維持･延長には少なくとも年間 14,400 時間の労務費相当額以上の

探査活動実績を要する。又、それらは直接探査活動費の 75%以上である必要が

ある。一般管理費は 10%まで認められる。  
 第 2 回以降の延長許可は鉱山部で審査される。探査許可終了 /失効後同一権

者は  
3 ヶ年は再申請出来ない。  

(2) 試掘権  （Permis d’exploitation）：  
試掘許可は探査許可対象内に含まれる排他的なものとし、鉱山部の予審、鉱

山諮問委員会の同意の下に公共事業局長が裁可する。  
許可期間は当初 5 年間とし、更新延長は更に 5 年間可能である。採掘許可の

維持･更新には許可条件として付与された 低生産や費用額の達成が必要とさ

れ、それにより 5 年間づつの更新が審査される。  
採掘許可期間中に 1 年以上試掘活動が停止された場合、試掘許可は撤回され

る。  
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 (3) 採掘権  （Concession miniere）：  
採掘許可は探査 /試掘許可対象内に含まれる排他的なものとし、5 年以上の採

掘可能と認められる鉱床が証明された時に、申請者に技術的、経済的な採掘能

力があり、且つ生産及び費用に関する提示仕様を受け入れた場合に鉱山部の予

審、鉱山諮問委員会の同意の下に公共事業局長が裁可する。(治安を理由に拒否

される事がある )。  
採掘権の許可期間は 99 年間とし、更新延長は採掘権者が許可条件を満足し

ている時には更に 25 年間の延長が可能である。  
 
4-1-3．鉱区設定状況  

チュニジア全土に関する鉱区設定の状況についての統一的な公刊情報や入手

可能情報は殆どないが、

ONM による鉱区概況

に関する図面を第 4-1
図に示す。  

(以下、出典省略図面

は ONM 資料 ) 
チュニジア北部地域

に関しては、現在稼行

されている幾つかの鉱

山の採掘鉱区を除いて

は何れの種別の鉱区に

ついても許可、設定は

なされていない (2001
年末現在 )。但し、豪州

の探鉱ジュニア会社で

ある Albidon 社が金の

探鉱を対象に探鉱鉱区

を申請中であり、2002
年度中は申請が保留扱

いとされていたが、そ

の後の推移は未詳であ

る。  
 
 

第 4-1 図 チュニジアにおける非鉄金属資源関係鉱区設定の概況 
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4-2. 政策 

チュニジア政府は一貫した経済成長を目的に、数次にわたる五カ年計画で経

済構造調整を実施してきており、鉱業分野でもさらなる発展のために内外の投

資促進を奨励するべく、様々な施策、優遇措置などを講じてきた。  
現鉱業法もこの一環として現在改訂作業の 終段階にあり、2003 年 5 月には

改訂版が国会承認を得て発効の予定と見込まれていた。鉱業に係る探査･採鉱な

どの権益取得に関しては、現 /新鉱業法に基づく手続きの他、さらに細部に関し

てはそれを規定した鉱業協定書 (Convention Miniere)をチュニジア政府との間

で個別に締結する必要がある。但し、同国政府は外資導入に極めて積極的であ

ることから、外国からの投資に対しては次のように数多くの優遇処置が既に講

じられている。  
 

・投資者は探査・採掘の何れの段階でも、外資 100%若しくはチュニジア側

との合弁 /共同企業体 (Joint Venture)などフレキシブルな形態を選択する

ことが可能。  
 

・外資に対する税法上の特典として、通関税および消費税の免除。利益に対

する税の軽減措置などを用意。 また、鉱山業に対しては輸出入税が免除

されている。  
 

・鉱山使用料 (Redevance Miniere)は原則として利益の 35%とされているが、

初の 5 年間については免除される。  
 

なお、外資とチュニジア側とによる共同事業の場合には、チュニジア側のパ

ートナーとしての受皿機構は次の通りである : 
 

探査段階 : Office National des Mines (ONM: チュニジア鉱山公社 )  

(後述 ) 
採掘段階 : Societe Djebel Djerissa (SDD: 国営会社 SDD) 

SDD 社は Bougrine 鉱山を除く稼働中の鉛､亜鉛､鉄鉱山

を 管 理 ･ 経 営 し て お り ､ 旧 Compagnie Miniere du 
Nord-Ouest (COMIND)社が名称変更したものである｡現

在の社員数は約 650 名で構成される｡ 
 

4-3. 税制 

チュニジアの一般税制の概要については次のとおりである。  
 出典 : チュニジア経済産業情報 (JICA シニア海外ボランティア ) 

http://www.tunisianindustry.nat.tn/japan_desk/taxsystem.asp 
4-3-１．法人税 (IS) 

・  一般 ：  35％  
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・  減率 ：  10％へ、手工芸、農業、卸売業に従事する会社、および生産者共

同組合・消費者共同組合でつくられた奉仕共同組合、に対し適用  
・  免除 ：  輸出専業の会社の場合、創業開始日起算当初１０年間は法人税免

除、その後は 50％減率の 17.5％が適用される   
4-3-2. 所得税 (IR) 

・  方式 ：   6 段階累進税率で、所得 1,500DT 未満は免除。所得 50,000DT
超に対してはその超過部分に対し 35% 

4-3-3. 付加価値税 (VAT) 

  VAT は農業に係わるものを除き全産業、手工芸品、サービス活動に対し適

用される。  
・  基本税率  :  18％  国産同等品のある資本財､原料､半製品､非食消費財

に適用  
・  重要な製品  :   6％ 社会、医療、教育関連製品に対し適用  
・  特定の資本財  :  10％ 国産同等品のない資本財等に適用  
・  限定贅沢品  :  29％  
 VAT の免除： 投資誘致法による優遇措置あり   
4-3-4. 地方税  

  総取引高（VAT を含む）の 0.2％、ただし、1 社 1 年当たり、立地数に関

係なく 20,000DT を上限とする   
4-3-5. 消費税  

  限定、少品目（たばこ、アルコール飲料等）： 6％   
 

4-3-6. 二重課税防止条約  

 日本－チュニジア間では、二重課税防止条約は、まだ締結されていない。  
 チュニジアが二国間二重課税防止条約を締結している国は、現在 33 カ国あ

り、その主要国は次のとおり。（出典：FIPA/JBIC, 他）  
 ドイツ、オーストリア、ベルギー、カナダ、韓国、デンマーク、エジプト、

フランス、インドネシア、イタリア、 ヨルダン、ノルウェー、英国、スウェ

ーデン、米国、ポルトガル、ポーランド、オランダ、ルクセンブルグ、ギリシ

ャ、チェコ、ルーマニア、スイス、トルコ、北アフリカ諸国   
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5. 鉱業関係機関 
 

5-1. 政府機関 

チュニジア鉱山公社（Office National des Mines, ONM）  

ONM は、工業省鉱山局管轄下の国立の機関で、政令により 1962 年 4 月 2
日付けで創設された。数年前までは、ONM は商工業的な性格の強い組織で、

基礎調査から探査･採掘･鉱産物の販売までをおこなっていた。しかし、現在は

その業務を調査関係に限定しており、次の４点がその役割として挙げられてい

て、それら各分野での活動を続けている。  
 ①  基礎地質の調査業務  
 ②  鉱業調査目録の作成業務  
 ③  鉱床の探査および開発促進に係る業務  
 ④  鉱物資源の評価に係る業務  
ONM が対象とする鉱物はエネルギー資源、鉄、非金属資源を除く非鉄金属

資源全般である。  
組織としては、人員は 226 人からなり、上級幹部 75 職長級 91 人、一般職実

務担当職員 60 人で又、部門別では技術部門 142 人、事務部門 84 人で構成され

ている (2001 年 12 月 31 日現在 )。  
第 5-1 図に、チュニジア鉱山公社の組織図を示す。  

 
 
           総  裁  
 
 
  技術部  
 
 
 地質調査部  探鉱部    計画･企画促進部   総務･財務部  
 
   ･  付属設備 :  実験室､パイロット･プラント､岩石･鉱物･化石標本室､図書室など  

 
第 5-1 図 チュニジア鉱山公社の組織図  

 
チュニジア国内における資源探査は、主にチュニジア鉱山公社により実施さ

れていて、同公社の主要業務の内、基礎地質の調査業務の一環としての『地質

図幅の作成』に関しては、1978～1986 年の間に、フランス国 BRGM の協力に
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より、全土をカバーする調査をほぼ終了した段階にある。  
しかし、もう一方の主力業務である鉱床探査に関してはチュニジア北部およ

び中央部の鉱床分布図、地化探異常分布図及び重力分布図が作成された段階に

とどまっており、本格的な探査支援活動としては、稼働中の鉱山周辺を除けば

精密探鉱を実施することが出来た地域は極く限られた状況にある。  
 

国営会社ジェベル･ジェリッサ社 (Societe Djebel Djerissa, SDD) 

首都テュニスから南西に約 120km に位置するダール･ハル ( Dar N'Hal)
鉛･亜鉛鉱山を開発･操業している国営鉱山会社である。  
 

国営会社ソシエテ･ジェベール･ジェリッサ社 (Societe Djebel Djerissa: SDD 社 ) 

アルジェリア国境に近く位置する鉄鉱山のジェリッサ鉄鉱山と、ジェーベル

鉄鉱山を操業する国営鉱山会社である。  
 

国営会社 CPG 

 燐鉱山の採掘会社で、その殆どはチュニジア中央部 Gafsa 地方に集中してい

て､2002 年時点では露天掘り 7 鉱山､坑内掘り 3 鉱山が稼働中であったが、い

ずれも国営 CPG 社が操業している。 
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6. 投資環境 
 

6-1. 外資法 

  チュニジアでは投資誘致法｢Investment Incentives Code: 1993 年 12 月 27

日付け法律 No.93-120｣により、投資に係る全ての法律が一元化されているが、

その適用が除外される産業分野として、鉱業、エネルギー、金融、国内商取引

の 4 セクターが規定されている。 
 

6-1-1. 投資誘致法  

 この投資誘致法で規定されている主な項目を以下に記す。 

(出典：工業振興庁 API, 海外投資促進庁 FIPA/国際協力銀行 JBIC,他)。 

(1) 投資誘致法の適用分野では外資は資本比率 100％まで保有可能である(事

前申請不要)。 

但し、この適用除外として、輸出専業以外のサービス業で外資比率が 50％

を超える場合は事前の許可が必要 

また、農業用土地の取得も認められないが、これは長期リースで対応は可能

である。 
 

(2) 投資誘致法では｢輸出専業の会社のオフショア・ステイタス｣が次の形で認

められる。 

  形態 ① 自由貿易区内（北部のビゼルト、南部のザルジスの２ヶ所） 

  ② 国内のどこでも設立できる保税工場 

  内容 ① 投資用資本財、生産用原材料・中間財、サービスに係わる関税・

税の免除 

② 事業開始の当初 10 年間は事業の収益に係わる所得税（通常は

35％）の 100％免除。11 年目以降の 10 年間は 50％免除。 

③ 全売上高の 20％を上限に、その製品の一部を国内で販売できる

（同様の製品が国内で販売されている場合は国内で購入した原

材料の価格がベース。一方、国内で販売されていない場合は販売

価格がベース）。ただし、農業・漁業・関連加工業の場合は、こ

の 20%の上限が 30％まで許される。 

④ 簡単な通知により、外国籍の管理・監督者を 4 人まで雇用できる

（超える場合は職業訓練雇用省の許可が必要）。 
 

(3) 投資誘致法では機器･原材料の購入･輸入に次の税制上の優遇措置がある。 

(3-1)一般優遇措置 （付加価値税および消費税の減免） 

 ① チュニジア国内で製造された機器に関する付加価値税（工業製品 18％）

および消費税（6％）の免除 



 

- 15 - チュニジア 

 ② チュニジア国内で同様の機器が製造されていない場合、輸入機器に関する

関税を 低 10％（通常は 23％）まで引き下げ、付加価値税および消費税

を免除  

(3-2) 特別優遇措置 （輸出関連企業への特別措置） 

 ① 輸出専業の会社の場合、 

 ･ 生産に必要な財に関する関税、付加価値税および 消費税の免除  

 ② 部分的に輸出を行う会社の場合、 

･ 輸出業務に必要な財・サービスに関する付加価値税および消費税の免

除 

･ 輸出用製品の製造に使用される原料･中間財を輸入または国内市場

で購入した際に支払った関税・税の返済 

･ チュニジアで製造されていない資本財を輸出用の製品用の部品とし

て輸入した際に支払った関税・税の返済  
 

(4) その他特殊案件に対する優遇措置 （出典：FIPA/JBIC, 他 ） 

  投資誘致法により、次の案件については減税および補助金が認められる。 

(4-1) 地域開発 

 地域開発促進地区での観光業･製造業・家内工業･一部サービス業への投資で

は、 

 ① 所得税および法人税の減税（ 初の 10 年間、徴税の基礎から所得・利益

額の 100％控除、その後の 10 年間は 50%控除） 

 ② 投資額の 15～25％（地域により比率が異なる）の補助金の支給。  

(4-2) 環境保護 

 環境保護関連の投資を行う場合、投資分野によって、 

 ① 必要な輸入品の関税・付加価値税・消費税の免除、 

 ② 国内生産の設備に係わる付加価値税の免除、 

 ③ 設備投資額の 20％の補助金の支給、 

 ④ 所得税・法人税の徴税の基礎から所得・利益額の 50％割引。  

(4-3) 農業･水産開発 

 大規模（投資額 150 千 DT 以上）農業案件、大規模（同 300 千 DT 以上）水産・

養殖案件、食品加工および農林・水産関連サービス案件の場合、投資額の 7％

の補助金。 

 北部海岸の港での水産業案件の場合、投資額の 25％の追加補助金。 

 それに加えて、乾燥地での農業案件の場合、投資額の 8％の追加補助金。 

 また、ビゼルトからタバルカまでの北部海岸の港での水産業案件の場合、投

資額の 25％の追加補助金がそれぞれ支給される。 
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(5) 給与賦課金に対する減免措置  （ 出典：API ） 

  雇用主は原則的に被雇用者給与所得の一定比率で次の賦課金を納付の義務

がある。 

 

 公的社会保障基金（ *）への雇用主負担   15.5% （CNSS）  

 CNSS への特別基金    0.5%   

 訓練税 （TFP） 1（ *）～2%（ **） (*:生産部門､**:その他部門 ) 

 公的住宅基金 FOPROLOS)    1 %   

 労災基金  0.8～3.5% (労働の種類によって異なる ) 

 

この賦課金の雇用主による納付は、投資誘致法により、次の場合、減免される。 

(5-1) 輸出専業社の場合、上記の CNSS への特別基金（0.5％）を全額免除 

(5-2) 「地域開発区で、製造業・サービス業分野に、投資する会社」と「新企

業家による、 初の投資プロジェクト」の被雇用者分につき、創業開始

から 5 カ年間、上記の各賦課金を全額免除 

(5-3) バカロレア（大学入学資格）を有し、少なくとも 2 年間の就学ディプロ

マを有する、チュニジア国籍者を雇用する会社の場合、当該被雇用者分

につき、上記の各賦課金を 5 年間全額免除 

(5-4) 次の場合、上記の各賦課金の 50％を 5 年間免除  

   ① 交替勤務用に、新たに交替チームを創設する会社の場合、当該チーム

被雇用者分を免除 

   ② バカロレア（大学入学資格）を有し、少なくとも 4 年間の就学ディプ

ロマを有する、チュニジア国籍者を雇用する会社の場合、当該被雇

用者分を免除できる。 

 

6-1-2. 投資保護協定  

 日本－チュニジア間では、投資保護協定は、まだ締結されていない。 

 チュニジアが二国間投資保護協定を締結している国は、現在 41 カ国あり、そ

の主要国は次のとおり。（出典：FIPA/JBIC、 他） 

  ドイツ、ベルギー、スペイン、フランス、インドネシア、イタリア、オラン

ダ、韓国、ポルトガル、英国、スウェーデン、スイス、トルコ、米国、アルジ

ェリア、モロッコ、アルゼンチン、オーストリア、デンマーク、ルクセンブル

グ、パキスタン、ポーランド、チェコ、ルーマニア、セネガル、アラブ諸国  
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6-2. 通関  

 チュニジアの輸出入通関における関税については、 高税率が 43％とされて

おり、また、投資誘致法による減税･免税などの優遇措置もある。 
 
 

6-3. 労働  

 チュニジアの労働事情に関しては概略次の通りである。 

 (出展: http://www.tunisianindustry.nat.tn/japan_desk/labor.asp) 

6-3-1. 就業者総数  

 就業者総数と産業セクター別分配比率は次のとおりである。 

 

  1997 年 1999 年 2000 年 2001 年  2002 年

就業総数 （千人） 2,504 2,631 2,705 2,789 2,852

産業別就業者率 (%)  

農業・漁業 22 22.7 22.1 22 21
製造･鉱業･エネルギー･ 

建設･公共事業 34 33.8 33.2 33.9 33.9
商業・サービス 44 43.5 44.7 44.1 45.1

合   計  (%) 100 100 100 100 100
（出典：国立統計研究所 INS） 

6-3-2. 失業率  

 チュニジアにおける 2000 年時点の労働力人口は約 310 万人で、失業率 15.2％

といわれているが、不完全雇用者を含めると、実際には、20％程度になるとみ

られている。特に、18 歳以下が人口の 60％を占める中、25 歳以下の若年男性

労働者の約 30％が失業状態にあるといわれており、若年労働者の失業問題はチ

ュニジアにとり深刻な問題となっている。求職者の内、高等教育や職業訓練を

受けたことがある者が 57.2％を占めている。(以上、出典: FIPA/JBIC) 
 

6-3-3. 職業訓練  

  公共の職業訓練センターは全国に 127 ヶ所ある。 職業訓練雇用省（MVTE）

を中心に、その下部機関を通じて、熟練工、さらに技術者等ハイレベルの人材

の育成に努めている。政府は、民間セクターと提携して、職業訓練活動の拡充

に努めており、定員を 1996 年の 5,000 人から 2002 年には 35,000 人と 7 倍に増

加している。2002 年の職業訓練卒業者は約 1 万 4 千人(内 800 人はシニア・テ

クニシアン)に達している。(出典: FIPA) 
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6-3-4. 技術者の確保  

 教育政策と技術訓練により技

術 者 が 育 っ て き て お り

Actielec、Ericsson、Siemens、

Aventis、Alcatel 等欧米の一流

企業がソフトウエア、電子部品

等の技術集約的な製品をチュニ

ジアで生産している。このよう

な高度な能力を持つ技術者はチ

ュニジア雇用庁(ATE)を通じて

確 保 す る こ と が で き る 。 (出

典:FIPA/JBIC) 

 
 

6-3-5. 賃金  

(1) 低保証賃金（SMIG） 

 低 保 証 賃 金 が 、 法 令

No.2002-1790(2002 年 8 月 12 日付)により、次のように定められている。 

  月給制の場合 時給制の場合 

 週 48 時間労働の場合 202.592DT 0.974DT 

 週 40 時間労働の場合 176.799DT 1.020DT 

注：1DT=0.704US$=0.745EUR=88.492JPY(2002 Ave.) （出典：工業振興庁 API ） 

(2) 平均月収 

① FIPA/JBIC 資料（2002 年）によると、職種別の平均月収は次のとおり。 

 

労務マネージャ

ー 650DT 
技術マネージャ

ー 550DT 
エンジニア 700DT 
技工者 400DT 
経理担当者 280DT 

 

② プラスチック加工産業界の現場主任を対象にコンサルタントが行ったアン

ケート調査によると、 同業界の職種別の平均月収は次のとおり。（出典：API 

2000 年 12 月） 

職業訓練者内訳 

2001 年 2002 年

  卒業（人） 卒業（人）

建設 1,565 2,139
繊維・被服 2,017 2,875
皮革・履物 405 512
機械・金属 1,186 1,210
電気・電子 1,965 2,841
サービス 641 903
輸 送 機 運 転 ･保

守 1,200 1,686
工芸 34 410
旅行・ホテル 264 279
その他 374 1,108
合計 9,711 13,963

(出典 : MVTE/FIPA)
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上級管理職 750DT 
管理職 600DT 
職長 450DT 
職工 300DT 

 

 なお、1998 年のプラスチック加工産業分野の従業員 10,450 人に対する賃金

総額は 50 百万 DT で、一人当たりの平均年収は約 4,800DT であった(いずれも年

末手当を含む）。年末手当を含めた平均月収は約 400DT と見做される。 
 

③ インフレ率 

 2000 年を基準にした年別の消費者物価総合指数は次のとおりである。(出

典：INS) 

2000 年 1.000  
2001 年 1.020  
2002 年 1.046  

 

 なお、FIPA が引用しているインフレ率(INS データ)は次のとおりである。 

1997 年 3.70% 
1998 年 3.10% 
1999 年 2.70% 
2000 年 2.90% 
2001 年 2.00% 
2002 年 2.70% 

 

6-4. 治安  

 チュニジアの政情は安定しており、周辺のマグレブ諸国と比較して治安も良

好である。在チュニジア邦人及び訪問者の間では、首都チュニスは欧米の大都

市よりも安全だと感じられているとの評価が一般的である。チュニジアの治安

は、その政治的経済的安定性と、モスレムという宗教･文化的な背景により、安

定しているが、西側に対して開放的なことから宗教的な規範の緩みに従い犯罪

などの増加もみられ、基本的に防犯を意識する必要性は常識ながら必須である。 

 一般犯罪に注意を払えば、テロの影響はまだ及んでいないが、2005 年 11 月

の世界サミットに向けて国内で大学生などを中心とする反対運動の報道もあり、

今後はより慎重な情報収集と分析をしつつ、滞在中は生活全般に対する注意が

さらに肝要となろう。 

 すなわち、チュニジアにはパレスチナを追われた PLO が長年に亘り本部を置

いていた経緯もあり、イスラム世界の中でも中東情勢に対する意識はある意味

で先鋭的な面もあり、2002 年には同国領の地中海の島のユダヤ教シナゴーグで
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爆弾事件が発生するなど、水面下では必ずしも本質的な安全の中におかれてい

る国ではないことに留意すべきである。 

 しかしながら、上述のように、同国は地中海沿岸の北アフリカ･マグレブ諸国

の中でも穏和な社会情勢がその経済･政治的な安定からもたらされているのも

事実であり徒に治安に関して過敏に案ずる必要はない。 
 

6-5. 交通  

 交通手段に係る一般事情として、 も重要な地位を占める道路交通網に関し

ては、国内の主要幹線道路は一応舗装されているが、テュニス～スース（テュ

ニスから南へ約 180km のリゾート地）間の高速道路を除けば、他の道路は幹

線といえども路面のメンテナンス状態はよくない。特に路肩の崩れや、雨の日

のスリップには注意が必要とされる。  
 鉄道網は首都チュニスを北東の頂点として同国南部 (海岸沿い～中西部まで )
及び西部に向けて主要鉄道幹線は整備されており、西の隣国アルジェリアにも

通じていて物流に一定の役割を担っている。但し同国南部は砂漠地帯が広がり、

人口も極めて過疎となることから鉄道網の敷設はなされていない。列車の運行

では発車時刻は定刻であるが、到着時間はスケジュール通りとはゆかぬ事が一

般的である。  
 チュニジアの主要都市間は、長距離列車、バス、タクシーなどの交通手段で

リンクされており、これらが人と物の移動に広く利用されている。また、それ

らのほかに、ルアージュと呼ばれる乗合い長距離自動車もある。  
 チュニスを初めとする大都市の市内交通では路面電車（メトロ）、タクシー、

バスが運行され広く利用されている。  
 国際航空網としては、首都テュニス（カルタージュ空港）の他に、モナステ

ィール（ハビブ・ブルギバ空港）に国際空港があり、これらの空港からヨーロ

ッパ、中東の主要都市へ国際航空便が毎日運航されている。また、国内航空網

として、主要都市間のネットワークもあり、テュニス国内航空社（TUNINTER）

が国内便を運航している。  
 物流の中心は船便となるが、船舶運航は、チュニス湾南西の旧外港グーレッ

ト港の他、スファックス (Sfax)、スース (Sousse)、ガベ (Gabes)など東海岸の各

港から地中海沿岸の各国との間に国際海運網が敷かれている。  
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7. 地質・鉱床概要 
 

7-1.地質の概要 
 

 チュニジアの地質概略図

を第 7-1 図に示す。  
 チュニジアのマクロな地

質的位置づけとしては、西

のモロッコ･ジブラルタル

から東のイタリア･カラブ

リアまで 2,000km 以上に

亘り延びているマグレブ山

脈 (= アトラス山脈：  アル

プス山脈の南孤に相当 )の
東部を占めてアフリカ大陸

の北縁に位置することが先

ず挙げられる。  
即ち、チュニジアを含む

マグレブ地域の地質は北部

～中部のアトラス山地地域

と、南部の安定卓状地に大

別され、地質構造はこれら

２者の関係で規制されてい

る。  
北部のこれらアフリカ大

陸北縁地域は西アフリカ･

クラトンの前縁地に当たり、

基盤の先カンブリア界上に、

古生界､中生界と第三系が

発達しており、中生代から

新第三紀の末期までの火成

活動とアルプス造山褶曲運

動を被った。  
チュニジア北部における      第 7-1 図 チュニジアの地質概略図  
地質はアルプス造山帯に属し、  
その地質構造としては、後述するように大きく 4 帯に区分されるが、北西部か

ら南東に向けて NE-SW に伸張した特徴的な帯状の地質帯となっており、北西
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端のナップ (Nappe)帯、ドーム帯、トラフ帯、南北軸帯、及び上記卓状地の、

東プラットフォーム帯に区分され、それらの中では特徴的に、構造方向に平行

な断層地溝の発達が見られる。  
北部アルプス造山帯での褶曲運動は漸進世の末期に開始され、中新世の末に

終息したが、その結果北部では南東方向への衝上運動を受けている。  
一方､南部サハラ砂漠地域は東プラットフォーム帯に属する安定地域を形成

してきた。  
地質学的にはチュニジアでは堆積岩類が卓越し、それら堆積岩は、時代的に

古生代二畳紀から新生代第四紀までの地層が層序的に連続して知られている。

一方、火成岩類の分布は僅かで、チュニジア北部にわずかに露出しているに過

ぎない。  
 

7-2. 鉱床概要 

チュニジアの鉱物資源としては、石油･天然ガス、石炭･亜炭などのエネルギ

ー資源以外では鉄、燐鉱および岩塩が重要な位置を占めてきた他、鉛･亜鉛を主

とするベースメタル鉱床･鉱徴が数多く発見されている。又、銅、蛍石、重晶石、

水銀、ウラン、バナジウムその他多くの鉱物資源の存在も報告されている。こ

れら以外では石膏と石灰石も賦存する。  
これらの鉱床および鉱徴はチュニジアの北部～中央部に偏在して胚胎してお

り､その成因や胚胎の場のなどの点で、上記の地質構造区分の第 I 帯､第Ⅱ帯と

地質学的、鉱床学的に深く関係していることが指摘されている。 具体的な鉱種

や鉱床型他と、関係地質構造など地質区分との対比としては、次のようにまと

められる。  
 
 
第 I 帯 :  

I-1 : Pb-Zn,Hg,Cu (Gharadimaou Cap Serrat 断層と関連 ) 
I-2 : Pb-Zn,Cu,Fe (火山堆積盆に関連 ) 
I-3 : Pb-Zn    (砕屑岩堆積盆､湖成石灰岩と関連 ) 

 
第Ⅱ帯 : 

Ⅱ -1 : 多金属鉱化作用  (注入褶曲構造に関連 ) 
Ⅱ -2 : Fe,Pb-Zn    (Aptian shoal,スラスト､カルストに関連 )
Ⅱ -3 : Pb-Zn,CaF2,BaSO4  (ジュラ /白亜紀層の不整合面に関連 )
Ⅱ -4 : P2O5 
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8. 鉱山概要 

 チュニジアで現在稼行中の主な鉱山と鉱床については次のとおりである。  
 

8-1．鉛･亜鉛鉱山 及び 鉄鉱山 
 

1) Dar N'Hal 鉛・亜鉛鉱山 

ダール･ハル鉛･亜鉛鉱山は、首都テュニスから南西に約 120km に位置する。

当鉱山は国営会社ジェベル･ジェリッサ社 (Societe Djebel Djerissa, SDD)によ

って開発された。 当鉱床地区での採掘は 1894 年より断続的に行われていたが、

それらの採掘は何れも地表部付近の酸化帯を主とする鉱体だけが対象であった。 
しかし、その後、国営鉱山会社は深部の潜頭鉱床も開発対象に組み入れ、坑

内採掘 (斜坑アプローチとサブレベル･ストーピング採掘 )で操業を続けている。 
開発された新鉱体は、見かけ上三畳紀下部で、白亜紀層とのコンタクト部に

胚胎したものである。 その鉱体の可採鉱量は 130 万トンで、平均品位は鉛･亜

鉛合計で 12～13%（カットオフ品位 6%）といわれ、現在の年間粗鉱生産量は

6 万トンの規模である。 出鉱された粗鉱は鉱山から 25km 離れた選鉱場に運ば

れて処理され、その精鉱はヨーロッパに輸出されている。  
 

2)  Bougrine 鉛・亜鉛鉱山 

 ボウグリン鉛･亜鉛鉱山もドーム帯に胚胎された鉛亜鉛鉱床を採掘している

鉱山である。鉱山の位置は前記 Dar N'Hal 鉱山の西方 40km に位置し、首都か

ら車での所要時間は約 3 時間である。  当鉱床については、ドイツ企業 (Metall 
Gesellshaft 社：以下 MG 社 )とチュニジア政府が 1989 年より 1995 年まで共同

探鉱を実施して、企業化事前調査まで進展したものの、その後の鉛･亜鉛市場の

市況悪化や、MG 社側の都合により、ドイツ側は当プロジェクトから撤退した。

こ の た め 、 当 プ ロ ジ ェ ク ト は 国 際 入 札 に 掛 け ら れ 、 カ ナ ダ の 民 間 会 社

(Breakwater Resouces Inc.: BR 社 )がその全権益を獲得し、開発に着手した。

BR 社はカナダ等で 5 つの亜鉛鉱山を経営する亜鉛鉱業専門の企業で、亜鉛精

鉱生産量で世界の上位 10 社入りを目標としている。  
 当鉱床も、三畳紀と白亜紀の境界部に胚胎されており、鉱種としては亜鉛を

主として鉛を随伴する鉱床で、その鉱量は 800 万トン、平均品位は鉛･亜鉛の

合計で 12%～13%とされる。  
 2002 年の生産量は亜鉛 33,706t (前年比 -10.9%)、鉛 4,565t (-28.9%)で、売

上高は 40.9 百万加ドル (前年比 17.7%減 )、操業利益は 8.5 百万加ドルの損失 (前
年 3.5 百万加ドル損失 )で 2 年連続赤字となった。4 月から 7 月にかけて高品位

鉱体が充填作業のため採掘できず、粗鉱の亜鉛品位が 11.5%から 9.7%に低下し

たため、損失が増大した。  
 2003 年の生産量 (精鉱中金属量 )は、亜鉛が 34,964t で前年比 3.7%増、鉛が
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4,502t で前年比 1.4%減であった。同鉱山の売上は 33.3 百万加ドル (前年比

18.6%減 )、操業利益は前年に引き続き 6.5 百万加ドルの赤字であった。2004
年は亜鉛生産量 9%減、鉛生産量 10%増を計画している。  
 同鉱山は主力鉱体の鉱量が 05 年第 2 四半期に枯渇する。そのため 38km 離

れた Bou Khil 鉱区のボーリング調査を実施中である。同鉱区では資源量約 50
万 t が確認されており、経済性の評価を 04 年第 3 四半期末までに行う予定で

ある。その一方で破砕機を転用してセメントを生産する計画もあり、その経済

性評価も 04 年第 3 四半期はじめまでに完了させる計画である。  
 

3)  Boujaber 重晶石、鉛・亜鉛鉱山 

当鉱山も国営鉱山会社 SDD によって開発されている。当鉱山の場所はドー

ム帯でも西部のアルジェリア国境近くであり、首都テュニスからは車で約 6 時

間の行程である。  
当鉱床の鉱石鉱物としては重晶石を主とし、鉛・亜鉛を少量随伴する。その

平均品位は鉛･亜鉛の合計で 4%前後とされる。  
 

4) Jerissa 鉄鉱山 及び Djebel 鉄鉱山 

  ジェリッサ鉄鉱山と、ジェーベル鉄鉱山はアルジェリア国境に近く位置し､

国営の SDD 社 (Societe Djebel Jerissa)により操業されている｡ 
 

8-2．燐鉱山 

 燐鉱山は殆どがチュニジア中央部 Gafsa 地方に集中し､すべて国営会社 CPG
により経営されている｡現在露天掘り 7 鉱山､坑内掘り 3 鉱山が稼働中で ,それぞ

れの年間生産量は次表の通りである｡ 
 

  第 8－１表 チュニジアの燐鉱山と年間生産量  
  

採掘  形態  鉱  山  名  年産量  
Kef Eschfaier 2.8Mt 
Kef Eddour 1.6Mt 
Jellabia 1.7Mt 
Redeyef 0.6Mt 
Moulares 0.7Mt 
M'zinda 0.4Mt 

 
 
 
露天掘り鉱山  

K.ED.ouest 0.3Mt 
M'Rata 0.3Mt 
Redeyf 0.4Mt 

 
坑内掘り鉱山  

Sehib 0.3Mt 
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9. 新規鉱山開発状況 

 チュニジアでは、鉱山開発に関しては、 近 ONM の業務から離れており、

燐鉱石については国営鉱山会社 CPG 社が、又鉛･亜鉛鉱山と鉄鉱山については

もう一つの国営鉱山会社 SDD 社 (ジェベル･ジェリッサ社 )が開発･操業を行っ

ている。  
それらの概要については上述したが、チュニジアにおいて操業中、または開

発中 /予定の鉱山としては、鉛・亜鉛を主体とする非鉄金属の鉱山案件が 3 プロ

ジェクト、リン鉱山案件が 10 プロジェクト、鉄鉱山案件が 1 プロジェクト進

展中である。  
 

 銅鉱床については北部で断続的に探鉱されてきたものの､現在操業や開発に

至っているプロジェクトはない｡ 
 
 

10. 探査状況 
 

10-1. 探査概況 

 チュニジアにおける資源探査は、現在は主に前述のチュニジア鉱山公社

(ONM)によって行われている。同公社の主要な業務の一つの柱である『地質図

幅の作成』については 1978 年から 1986 年にわたり、フランスの BRGM によ

る協力で、ほぼ終了の段階にまで達したが、もう一方の主要業務である『探鉱』

については、チュニジア北部および中央部の鉱床分布図、地化探異常分布図及

び重力分布図の作成までしかなされておらず、精密探鉱を実施した地域も稼行

中の鉱山周辺を除いてはまだごく限定的である。  
例えば、Dar N'Hal 鉱山での探鉱状況については、現在稼行中の鉱床部分に

関しては 25m グリッドの地表ボーリングによって確認済みであるが､その鉱床

の南北延長域に関してパイロット･ボーリングが数本実施されているだけであ

る。  
また、地域的に見ても偏りがあり、北部 Tell Atlas 地域における探査が限定

的で、火山活動に関連する銅を主体とした鉱化作用 (例えば Nefza 地方のウェ

ッド･ベリフなど )の探査も細部までの解明は不十分なのと対照的に、中央部の

Tunisian Atlas 帯での鉛･亜鉛探査ではダイアピル構造の解析と､その鉱床規制

を作業仮説とする実際の探査作業が進んでいる。  
例えば、中央部のドーム帯で日本との GG 調査が進められたのもその一例と

言える。  
ただ、これまで探査の前段として優先的に進められた地質図幅の作成の過程

でも多数の鉱徴が発見､記録されており、精査･開析すべき対象と鉱化のポテン
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シャルは他にも十分残されていると考えられる｡ 
これらの他に、海外企業による活動としては、1996 年に BHP 社がチュニジ

ア中部で試掘権（2,300 km2）を取得し探鉱を実施したとされるものの、その

後については不詳である。又、前述のように、豪州のジュニア探鉱会社が当調

査地区を対象に金の探査を目的に鉱区を申請中である。  
ここ数年間、チュニジアにおける民間企業、外資系企業の鉱業活動として目

立つものとしては、1996 年に BHP 社がチュニジアに進出し、同国中部で試掘

権（2,300 km2）を取得して探鉱を実施した。又、豪州の探鉱ジュニア企業が

金の探鉱を念頭に同国北部て鉱区を申請中である (上述 )。  
  チュニジアにおいて稼行中、または開発予定の鉱山としては、鉛・亜鉛を

主体とする非鉄金属の鉱山案件が 3 プロジェクト、リン鉱山案件が 10 プロジ

ェクト、鉄鉱山案件が 1 プロジェクトあり、進展中である。 それらの概要は

既に記載した。  
 

10-2. 外資による活動状況 

チュニジアにおける工業分野での外資の動きに関しては次の情報がある。 
 ･カナダ : 既述の Bougrine 鉱山の権益を 100%所有して近く開発を開

始する｡ これは、1989～95 年にドイツの Metallgesellshaft
社とチュニジア政府とが共同で F/S まで行ったプロジェクト

について、その後カナダ民間会社が公開入札で入手したもの

である｡ 
 

 ･フランス : 1978～86 年の間､BRGM がチュニジアの地質図作成に従

事した｡ 
しかし、その後フランスはチュニジアで鉱業活動を行っていな

い｡ 
 

･オーストラリア : 1996 年に BHP 社がチュニジア南部で試掘権

(2,300km2)を  取得して探査活動を開始しているとの事だが

その詳細は不明である｡ 
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11. 製錬所概要 

該当なし 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

 

  

 

操業鉱山 

Tunisia-PbZn, Dar N’Hal, 120Km SW of Tunis 

Tunisia-ZnPb, Bougrine,:Lat;35°52′N,Long;09°01′E,150Km SW of Tunis. 

 

探鉱開発 

Tunisia-ZnPb, Fej Lahdoum,:Lat;36 ° 12′ N,Long;09 ° 24′ E,100Km SW of 

Tunis 

Fej

Dar 

Bougrin
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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（実績） 

・地域開発計画調査 

 1999～2001 年度 クリブーメジェズ・エルバブ 

・フォローアップ拡充／アフターケア 

 2002 年度  クリブーメジェズ・エルバブ 
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第 2 部 地質解析  

1. 地質・地質構造  

1-1 地質  

第 1-1 図にチュニジアの地質図を示す。チュニジアの地質構造は大きく北部

と南部に二分される。北部は、アフリカ大陸の北岸に沿い約 2000km にわたっ

て連続するアトラス山脈 (Tell Atlas)の東端に位置する。地質はアルプス造山帯

(アトラス帯 )に属しており、中生界と新生界が分布する。それらの地質構造は

北東 -南西系を示し、北西側から順にナップ帯、ドーム帯、中央チュニジア帯、

南北軸帯、東プラットフォーム帯の 5 つの構造帯に区分される  (第 1-3 図 )。  
南部は北アフリカに広がるサハラ砂漠の北端部に位置し、地質的にはアフリ

カ卓状地に属し、古生界、中生界、新生界が分布する。以下にチュニジアの地

質を北部 (第 1-2 図参照 )と南部に分けて記載する。  
 

(1) 北部地域：チュニジアの北部はアトラス山脈の東端部に位置し、地質は堆

積岩を主とした中生界と新生界から構成される。  
これらの中生界と新生界は層序的に連続してほぼ全域を被覆し、地質構造

的には北東－南西系 (～南北系 )の大構造を示して大局的に並行配列してお

り、北西側から南東にかけて次の五つの構造帯に区分されている (Orgeval，
1994)。  

即ち、①ナップ帯 ( 北西部 )、②ドーム帯、③トラフ帯、④南北軸帯、⑤

東プラットフォーム帯であり、⑤がチュニジア南部のサハラ帯に接している。  
中生界は北東 -南西系のトレンドを示し、三畳系、ジュラ系および白亜系から

構成される。  
三畳系はチュニスから南西に伸びるドーム帯に主に分布し、岩質はドロマイ

ト、マール、泥岩、砂岩、粘土、石膏、岩塩からなる。この三畳系は地域の大

構造方向でもある北東 -南西方向に断続的に配列しており、しばしば蒸発岩ダイ

アピルあるいはドーム構造の岩体群を形成するが、それら自身の形態も北西か

らの圧縮応力の場で北東 -南東方向に歪んだものとなっている。  
 ジュラ系はチュニス南方で N-S に伸びる南北軸帯とドーム帯に小規模に分布

する。岩質は石灰岩、ドロマイト、マール、泥岩、砂岩からなる。  
 白亜系はドーム帯と白亜系に広く分布する。岩質は石灰岩、マール、泥岩、

砂岩、ドロマイトなどから構成され、その産状は地窓として小規模にブロック

状に点在しているのが特徴である。白亜系もそのマクロな走向は三畳系の分布

と並行した北東 -南西系であるが、ミクロには堆積構造が三畳系のダイアピリズ

ムによる貫入作用で乱されている事も多い。  
これらの分布としては、三畳系の分布には偏りがあるのに対して白亜系はチ
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ュニジア北部の全域にみられ、又、ジュラ系は更に局部的な分布に留まる。  
 新生界は古第三系 (暁新統、始新統、漸新統 )、新第三系 (中新統、鮮新統 )およ

び第四系の全ての層序からなる堆積岩類から構成される。  
 第三系はナップ帯、ドーム帯および中央チュニジア帯に分布する。岩質はナ

ップ帯ではフリッシュ性堆積物 (砂岩、泥岩、石灰岩、マール )を主とし、ドー

ム帯およびトラフ帯では石灰岩、泥岩、砂岩、マールおよび陸成の砂岩からな

る。ナップ帯では衝上断層や褶曲などの運動が繰り返されて複雑化している。

ドーム帯の第三系地質構造も三畳系ダイアピルの貫入で乱されているが、マク

ロには白亜系の地質構造と同じく，北東 -南西系の走向と北西 -南東系の断裂を

特徴とする。  
第四系は礫岩・陸成砂岩，砂丘沖積層・崖錐性堆積物などからなる。  

 

火成岩の露出は非常に少なく､北端のナップ帯に小規模に分布する新第三紀

の玄武岩や花崗岩類、流紋岩類の小岩体と、地中海に浮かぶ Galite 島の大半を

構成する花南岩質岩がその殆どである。  
チュニジア共和国北部の地質図を第 1-2 図 (1)､(2)に示す。  

 
(2) 南部地域：チュニジアの南部地域には、古生界、中生界、新第三系および

それらを覆う風成砂丘が広く分布するが、陸成の第三系や陸成堆積物の風成砂

丘などがサハラ砂漠域を広く被覆しているため、中生界や古生界の露出は局部

的である。  
古生界は、広くアフリカ北部に分布している陸成~浅海性の楯状地堆積物の

一部と考えられ、Gabes 南方に小規模に分布する。これは二畳系とされ、砂

質岩と泥質岩から構成される。  
中生界は三畳系、ジュラ系および白亜系から構成され、南部地域の中央部に

おいて大局的に南北走向、西傾斜を示し、まとまって分布する。中生界の岩質

は上述した北部地域のものとほぼ同様であるが、顕著な蒸発岩ダイアピルない

しドームは認められない。  
新第三系は Chott Jerid 付近にまとまって分布する。中新世 -鮮新世の陸成砂

礫岩からなる。  
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1-2 地質構造・地史 

 チュニジアの地質構造区分は大きく次の 4帯に分類される。すなわち、ⅠTell Atlas帯、

ⅡTunisia Atlas 帯、Ⅲ 東部チュニジア帯、Ⅳ 南部チュニジア帯である。Tunisia Atlas 帯

は更にドーム帯、中央チュニジア帯、南北軸帯および Gafsa 盆地帯に細分される（第 1-3
図参照）。 

 
                       第 1-1 表 チュニジアの地質分帯 

Ⅰ. Tell Atlas 帯  :        押し被せ褶曲帯 
  (Atlas Tellien) 

Ⅱ-1. ドーム構造帯 
Ⅱ-2. 中央チュニジア帯 
Ⅱ-3. 南北軸帯 

 
Ⅱ. Tunisian Atlas 帯: 

  (Atlas Tunisien) 
Ⅱ-4. Gafsa 盆地帯 

Ⅲ. 東部チュニジア帯 :     東部台地 
Ⅳ. 南部チュニジア帯 :     サハラ台地 

 
これら各帯の特徴がチュニジアの地質のみならず、鉱化作用と鉱床分布に関してもマク

ロに規制しているものと考えられている。 
 

これらの地質構造は以下の地史を経て形成したと考えられている。 
 

チュニジア中央部の広い範囲を占める Tunisia Atlas 帯においては、三畳期以来大陸的な

環境にあり、地溝状の沈降帯に非海成の三畳系が堆積した。ジュラ紀に入るとテーチス海

が進入し、浅海相を堆積した。ジュラ紀末期～白亜紀には造構造運動を受け、更に中新世

の押しかぶせ褶曲・衝上断層が重なり複雑な構造を呈すにいたった。 
チュニジア北部の Tell Atlas 帯は主に白亜紀・第三紀の地向斜堆積物からなり、多数のナ

ッペ群により特徴づけられる。これらはアルプス造山運動に伴う圧縮応力の場に置かれた

ために、北方から南方への押し出しにより生成したものである。それらにより初期

Tortonien 期に NE-SW の軸方向と EW 軸方向の褶曲作用と、山地の端にモザイク状にブロ

ック化された盆地が形成されることとなった。 
すなわち、中生代、三畳紀には，チュニジア北部が属する北アフリカのアトラス帯域

は，パンゲアの中で大陸的な環境に置かれ、その沈降域として陸成層が堆積した。その

後、ジュラ紀に入り、パンゲア超大陸は南北に分裂をはじめ，その間にテチス海が開い

てゆき、南北両側はユーラシア大陸(北側)とゴンドワナ大陸(南側)とに分かれていった。 
このテチス海の南岸に位置するアトラス帯はゴンドワナ大陸の縁辺部であったため、

テチス海の大規模な海進とともに石灰岩相に富む海成層が厚く堆積した。 
ジュラ紀中期にはその中心部で海退が始まり，その後白亜紀にアルプス造山の造構運
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動が始まって漸新世に 盛期

を迎えた。このためアトラス

帯はユーラシア大陸へ向けて

北上するアフリカ大陸の縁辺

部で広域的な変動を蒙り，著

しい褶曲や衝上断層などを生

じるに至った。 
古第三紀から新第三紀(漸新

世初期と中新世末期)には、さ

らに，アトラス帯北部に北方

から押し被せで多数のナップ

群が供給･形成された。これら

が鮮新世以降さらに高く隆起

して現在のアトラス山脈が形

成された。 
アトラス帯の地質構造とし

て非常に特徴的な蒸発岩のダ

イアピルは三畳系の岩塩及び

石膏層がその起源となったも

ので、ダイアピリズムによる

その形成は白亜紀中期に始ま

りアルプス変動に影響されつ

つ第四紀まで続き、そのダイ

アピル構造部に数多くの鉛･

亜鉛鉱床が胚胎されることと      第 1-3 図 チュニジア地質構造区分図 

なった。 
 

北西部の Fernana-Nefza 地域では北部海岸の Cap Serrat から西端の Ghardimaou から

にかけて NE-SW 走向の大断層(Ghardimaou-Cap Serrat 断層)が走るが、これは基盤に達

する深部断層で、この断層沿いに三畳紀層と密接に関係した中新世～鮮新世の火成活動も

見られる。そのマグマ活動は酸性から塩基性で、且つ、地表まで達した貫入岩、噴出岩か

ら深部バソリス(物探異常として確認)まで多様であるが、それらが基本的に当地域での鉱化

作用の原動力となったものと考えられる。 
Tell Atlas 山地南側の Mejerda 前陸盆地状構造が大きく乱されていないのと対照的に

Fernana-Nefza 地域は上記の断層やそれに直交する NW-SE 方向の断層に規制されて細か

くブロック化、分断され、地塁と地溝が卓越しつつ、全体としては三畳系を中心とした背

斜構造を為している。 
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東部チュニジア帯および南部チュニジア帯は古生代の楯状地堆積物が堆積した地域で、

この楯状地堆積物の堆積環境はカンブリア-オルドビス紀から石炭紀の大規模な堆積盆

であり、西部では海成層、東部では陸成砂岩と海成層の互層からなり、後期のバリスカ

ン造山運動を受けてはいるが、堆積構造はあまり乱れず，ほぼ水平で緩やかな褶曲が見

られるに留まる。 
南部チュニジア帯では、この古生界を覆い中生界が広く分布している。 
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2. 鉱床 
 

2-1 鉱床生成区 (鉱床分布の特徴) 

チュニジアの鉱物資源としては、石油･天然ガス、石炭･亜炭などのエネルギー資源以外

では鉄、燐鉱および岩塩が同国鉱業において重要な位置を占めてきたが、金属鉱床として

は鉛･亜鉛鉱床の賦存が も卓越しており、鉄鉱床と並び、開発･採掘されてきた。 
又、その他の金属鉱床として銅、水銀、ウラン、バナジウムなど数多くの鉱物資源の存

在も報告されている。これら以外の非金属鉱床としては、上記の燐酸塩、岩塩の他、蛍石、

重晶石、石膏と石灰石も潤沢に賦存する。 
これらの鉱床および鉱徴、特に鉛・亜鉛鉱床はチュニジアの北部～中央部に偏在し、主

にドーム構造に関連して分布する。他の鉱床･鉱徴もチュニジア北部～中央部に偏在して胚

胎していて、銅、水銀鉱床は主にナップ帯に存在する花崗岩質岩、三畳系および第三紀火

成岩に関連して形成されたものである。 
燐酸塩鉱床は白亜紀～始新世の海成堆積鉱床で、チュニジア中部に分布する。 
第 2-1 図にチュニジアの鉱床･鉱徴地の分布図を示す。 

 

これら成因や胚胎の場のなどの点に関しては、上記の地質構造区分の第 I 帯､第Ⅱ帯と地

質学的、鉱床学的に深く関係していることが指摘されている。 具体的な鉱種や鉱床型他と、

関係地質構造など地質区分との対比としては、次表のようにまとめられる。 
 

第 2-1 表 鉱種･鉱床型他と関係地質区分との対比 
 
第 I 帯:   

I-1 : Pb-Zn,Hg,Cu (Gharadimaou Cap Serrat 断層と関連) 
I-2 : Pb-Zn,Cu,Fe (火山堆積盆に関連) 
I-3 : Pb-Zn    (砕屑岩堆積盆､湖成石灰岩と関連) 

 
第Ⅱ帯: 

Ⅱ-1 : 多金属鉱化作用 (注入褶曲構造に関連) 
Ⅱ-2 : Fe,Pb-Zn    (Aptian shoal,スラスト､カルストに関連) 
Ⅱ-3 : Pb-Zn,CaF2,BaSO4  (ジュラ/白亜紀層の不整合面に関連) 
Ⅱ-4 : P2O5 

 
すなわち、チュニジア鉱山公社(1994)は、地質構造区分と鉱種・鉱化作用の関係を以下の

ようにまとめている。 
 

(1) Tell Atlas 帯：地質構造との関連性から３タイプの鉱化作用に区分される。 
・Ghardimaou Cap Serrat 断層に関連した鉛亜鉛、水銀、銅鉱化作用 
・火山堆積岩類堆積盆に関連した鉛亜鉛、銅、鉄鉱化作用 
・砕屑岩堆積盆に関連した鉛亜鉛鉱化作用 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

第 2-1 図 チュニジアの鉱床・鉱徴地分布図

- 39
～

40 - 
チ
ュ
ニ

ジ
ア

 



 

- 41 - チュニジア   

(2) Tunisia Atlas 帯 
・ドーム帯：ダイアピルに関連した鉛・亜鉛鉱化作用を主とした多金属鉱化作用 
・中央チュニジア帯：白亜紀アプチアン期に形成したカルスト、スラストなどに関連

した鉄、鉛亜鉛鉱化作用 
・南北軸帯：ジュラ紀/白亜紀の不整合に関連した鉛亜鉛、蛍石、重晶石の鉱化作用 
・Gafsa 盆地帯：燐鉱化作用 

 
2-2 鉱種別鉱化作用の特徴 

 チュニジアに分布する主要鉱種の鉱化作用の特徴は以下のとおりである。 
 

(1) 鉛・亜鉛 
鉛・亜鉛鉱床・鉱徴地は三畳系のダイアピルと白亜系又は第三系の接触部付近に多数形

成されており(第 2-2 図)、ミシシッピーバレータイプ又は Carbonate-hosted 型の鉱床と考

えられている。 
 

 

 

第 2-2 図 チュニジア北部における鉛-亜鉛、シデライト鉱床 Rouvier et.al.(1985) 
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鉛-亜鉛鉱床は胚胎する地質区ごとに特徴的な性状を示す。Rouvier et.al.(1985)は地質

環境、鉱化帯の性状、鉱種などからチュニジア北部の鉛-亜鉛鉱床をグループ 1からグルー

プ 4の 4タイプに区分した。各グループの特徴は以下のとおりである。 
 

1) グループ１およびグループ２：ナップ帯：カルストにより特徴づけられる新第三紀の大

陸性堆積物またはその直下に胚胎する鉱床で、グループ１は鉱化作用に砒素、アンチモ

ンを伴うこと、グループ２は新第三紀の火山岩の割れ目に胚胎し、砒素、水銀を伴うこ

とで特徴づけられる。 
 

2) グループ３：チュニジアトラフ(ドーム帯にほぼ相当)に分布する。ダイアピル周辺の地

層またはダイアピル直上の角礫岩質キャップロックに胚胎する鉱床である。 
3) グループ４：礁性堆積物を主体とした浅海性堆積物中の鉱床である。 
 

チュニジアの 2003 年の鉛と亜鉛の生産量(精鉱中の金属量)はそれぞれ 5 千トンと 3 万 6
千トンであった。チュニジア 大の鉱山である Bou Grine 鉱山の 2003 年の粗鉱生産量は約

41 万トンであった。 
 

(2) 銅 

鉱徴地はチュニジアの北西隅部のナップ帯とドーム帯を分ける Ghardimaos-Cap Serrat
断層に沿った地区のナップ帯側に主に分布する(第 2-3 図 )。 鉱化作用はジュラ紀から中

新世までの層準に認められ、火山堆積岩類に伴う鉱化帯と鉱脈型鉱化帯に大別される(チュ

ニジア鉱山公社、1993)。1910 年代に小規模な生産実績があるが現在までに大規模な鉱床

は発見されていない。 
 

(3) 燐 
燐酸塩採掘の鉱山はチュニジア中央部でも特に Gafsa 盆地に集中している。対象となっ

ているのは海成堆積鉱床で、寒暖の海水境界で生成したとされる。 
Gafsa 盆地では現在露天掘り 7 鉱山、坑内掘り３鉱山が稼動中で、2003 年の生産量(P2O5)
は約 2.4Mt であった。 

現在稼行中の鉱山は、Kef Eschfaier 鉱山、Kef Eddour 鉱山、Jellabia 鉱山、Redeyef
鉱山、Moulares 鉱山、M'zinda 鉱山、K.ED.ouest 鉱山、M'Rata 鉱山、Redeyf 鉱山、Sehib
鉱山の 10 鉱山である。 
 
(4) 鉄 
 中央チュニジア帯のアルジェリアとの国境付近においてリーフ起源の炭酸塩岩を母岩と

した網状, 層準規制, 空隙充填型の鉱化帯が知られている。この付近で 2003 年現在 Jerissa, 
Djebel 鉱山(坑内掘り)が操業している。また、Tell Atlas 帯にも鉱徴地が分布し、主に層状

鉱化帯である Tamera 鉱山(露天掘り)が 2003 年現在操業している。 
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第 2-3 図 チュニジア北部の銅鉱徴地 
 
3. 鉱床胚胎有望地域 

 チュニジアにおける金属鉱床の鉱化作用を地区別に観ると、これまでの調査結果を観る

限り同国の北半部に鉱化作用は偏っているが、その特徴として次の点が注目される。 
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①チュニジア北部 
チュニジア北端部に分布 Alpain 造山帯の一部、Tell Atlas 帯の東端に相当 
するナップ帯で、新第三紀の火山活動を特徴とする地帯。 これは、南西から北東方

向に帯状に伸びる地域(面積 6000km2) で、ここでは火山性堆積岩とそれに伴う断層など

と関係して鉄、鉛・亜鉛、銅、金、銀をはじめ砒素、ビスマスなど多金属の鉱化作用が

認められる。 
 主な鉱床としては Tamera 鉱床(Fe)､ J.Hallouf-Bou-Aouan 鉱床(Pb-Zn)､Oued El 
Maden 鉱床(Hg)などが知られている｡ 

 

② チュニジア中央北半部 
上記①の南側に並行･隣接するドーム帯で、SW-NE の同じ方向に伸びるダイアピル構

造と関係して数多くの鉛・亜鉛、鉄など鉱化作用が見られ、Ba,Sr などを伴う。 
 その内、現在も稼行中の鉱山は、Dar N'Hal 鉛･亜鉛鉱山、Bougrine 鉛･亜鉛鉱山、

Boujaber バライト鉱山、Jerissa､Djebel 鉄鉱山などである。 
 

 これらの事から、チュニジア北部において、特にポテンシャルが高く開発実績もある鉛・

亜鉛鉱床の探査探査について検討すると、これまで精密探査は限定的にしか実施されてき

ておらず、未だ探鉱余地があると言える。 
 Tell Atlas 帯ではチュニジアから西の地域にかけて第三紀の microgranite の周辺域に

鉛・亜鉛鉱床の鉱化作用に伴って銅が産出することや金の鉱徴があることも相次いで報告

されている。チュニジア側においても同タイプの鉱化帯賦存の可能性があると予想される。 
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