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は じ め に 

 

南アフリカを例外として、これまで、多くのアフリカ諸国における金属鉱業部門は、相対的に未

開発であった。これは、経済政策、政治的な不安定及び不確実性、地質データの未整備、探鉱投

資の不足、それに、先行き不透明な投資環境に関連した、その他の諸要因によるところの、数々

のリスクの存在によるものである。 

しかしながら、1990 年代前半以降、IMF、世銀の支援の下、アフリカ諸国において実施されてき

た、外国投資促進政策を含む経済、財政改革が進展するにつれ、特に資源保有国では、資源開

発による経済成長が重点分野とされ、この分野における法的、政策的な投資環境が整備されてき

た。加えて、2003 年以降の石油・金属価格の高騰をも背景とし、現在では、新たな投資先としての

アフリカ諸国における資源開発投資が、大幅な拡大傾向を示している。 

それらアフリカ諸国の中において、ザンビアは伝統的な銅生産国であったが、その生産量は

1969 年の 748 千 t をピークに、以降、長期に亘り低迷し、2000 年には 249 千 t と約 1/3 に減少し

た。しかしながら、近年、政府は経済成長と投資を促進する重要な政策変更を、数回にわたって

実施してきた。特に、民営化を核としたこれらの施策により、主力産業である銅鉱業における 2000

年以降の政府保有銅鉱山の民営化は、銅鉱山を従来の政府による損失補填体質から、収益性

を上げられる状態に戻し、経済を活性化する可能性を多いに高めた。ザンビアの銅生産量は、銅

価格の上昇に支えられ、資本が増強された新規鉱山の稼動を伴って 2004 年以来着実に増加し、

それに牽引された同国経済成長率も、ここ数年間は５%前後と、安定的な伸びを示している。 

本報告書は、ザンビアの鉱業分野での投資を行うにあたり、重要となる、鉱業政策、関係法令、

投資優遇制度などの枠組みや、資源ポテンシャル、 近の探鉱開発動向に加え、現在の鉱業政

策をめぐる各種議論などについて、資源機構ロンドン事務所が、現地コンサルタントの協力を得て

作成したものである。 

 

2008 年 3 月 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

金属資源開発本部 企画調査部 

 

 

おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構と

しての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう 大限の努力を行って

はおりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もあります。本報告書に基づきとられた

行動の帰結につき、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び執筆者は何ら責

任を負いかねます。 
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１ ザンビア経済概観 
 

１．１ 経済政策 

民営化と予算改革における非常に重要な進歩にもかかわらず、ザンビアの経済成長率は、依

然として、目標の７%を下回っている。GDP は、ここ 5 年間成長しているものの、貧困対策をさらに

押し進める必要がある。2004 年の第 2 四半期における IMF との新たな借款協定を含めて、貧困

削減のためのプログラムに関して、国際機関との協力が続いている。より緊縮な財政政策は、イ

ンフレ率を下げるのに役立った。しかし、2005 年 4 月の HIPC （重債務貧困国） イニシアチブ完了

を受けて、海外債務の多くが帳消しにされたにもかかわらず、対外及び国内の多額債務を削減す

るために、財政上の規律を維持するという施策が進行中である。 

ザンビアは 1964 年の独立の際に、主として、銅鉱山に依拠して続いていた、好調な経済を相

続した。60 年代後半から 70 年代前半にかけての経済成長は、独立後の数年は、銅の生産から

得られた高収益による好況によって特徴付けられ、アフリカ大陸で、トップクラスの経済を誇ってい

た。しかし、世界市場における、銅価格の急激な下落と石油価格の高騰を受けて、ザンビア経済

は、1970 年代の半ばに、不況期に入った。銅輸出収入の減少、及び、輸入石油価格の高騰は、

ザンビアに貿易不均衡をもたらした。 

ザンビアは、基本的なインフラストラクチャー開発に必要な歳入の不足に対応するために、国際

機関と二国間の債権国からの、多額の資金借入へと進み、これが、対外金融債務の始まりとなっ

た。 

1985 年に、IMF によって処方された構造調整政策に従って、産業政策は、よりオープンになり、

政府による FDI（外国直接投資）の奨励政策につながった。 

 

１．２ 経済指標 

１．２．１ 経済成長 

ザンビア経済は、金属価格の高価格を背景とした鉱業を主とし、その他、主に農業と観光業

からの貢献により、好調を維持している。実質 GDP 成長率は、2006 年に約 5.8%と堅調であり、

中期的に（2007 年から 2009 年まで）6%を上回ると予測されている。 近の IFC（国際金融公

社）レポートによると、税収が多少減少しているものの、全般的に、ザンビア政府は規律あるマ

クロ経済と財政を維持した。この改善されたマクロ経済的管理、支援諸国による大規模な債務

免除及び銅価格の上昇は、ザンビア通貨 kwacha が、 近、著しく強くなる原因となった。 

経済成長は、このところ、数年間にわたって十分に強力であり、貧困はまだ蔓延しているもの

の、減少の傾向を見せ始めている。この数十年間、高い水準にあったインフレ率も、2006 年度

には一桁台に落ちた。これは、対米ドルでの kwacha 高及び農業の再活性化に伴い、食品価格

が改善されたことが寄与している。HIPC（重債務貧困国）イニシアチブは、経済の重荷となって

いたザンビアの対外債務を大幅に減少させ、国際債務免除イニシアチブ （MDRI）は、対外債務

残高の大半を帳消しにした。これらに対処するために費やされていた財政資金は、現在では、

農業、インフラ・プロジェクトに拠出され、基礎的な医療、教育サービスの改善と、さらなる発展

を加速させるために使用することが可能となった。（Mining Journal ：2006） 
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図 １：ザンビアの経済成長とインフレ率 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

G
D

P 
G

ro
w

th
 %

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

In
fla

tio
n 

%

GDP Growth; Constant 2000 Prices Inflation

 
出典：IMF World Economic Outlook 

 

表 １：マクロ経済の指標 （2000-2006） 

指標 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

市場価格での名目 GDP 

(単位 10 億 US ドル） 
3.64 3.775 4.326 5.44 7.271 10.942

実質 GDP（10 億 Kwacha） 10,564 10,913 11,472 12,091 12,719 13,476

実質 GDP 成長率 （%） 4.9 3.3 5.1 5.4 5.2 6

人口 （百万人） 10.91 11.10 11.29 11.47 11.60 11.87

一人あたり名目 GDP 

 （US ドル） 
345.11 349.57 391.22 480.39 627.13 921.56

一人あたり実質 GDP 

 （Kwacha） 
1,001,652 1,010,496 1,037,486 1,067,829 1,096,965 1,135,048

為替レート （ZK /USD） 3,819 4,334 4,645 4,771 3,508 4,127

出典 ：IMF World Economic Outlook 

 

表 ２：経済成長実績 

項目 1989-1996 1997-2006 

経済成長率 年平均 -1.5% 年平均 3.7% 

外国直接投資 平均 1 億 2,650 万ドル 

2005 年は 2 億 5,900 万ドル 

2007-2009 年は 42 億ドルが約束さ

れている 

インフレ率 
平均 102.2% 

(1990 年は、ほぼ 200%） 

平均 21.3% 

2006 年 5 月に 8.5%  （約 30 年間で

低のレベル） 

一人あたり GDP 

 （kwacha） 
平均：161,993 平均：1,021,346 

利子率 40%-60% 着実に低下：2006 年には 30% 以下

投資環境 好ましくない 改善されつつある 

出典：IMF World Economic Outlook; UNCTAD WIR 
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１．２．２ 産業部門別 GDP 

卸売部門と小売部門が、引き続きザンビア GDP への主要な貢献部門で、2005 年には 19%であ

った。農業と製造業は、それぞれ 15% と 11%の貢献となった。鉱業及び採石業は 8%で、2004 年の

8.4%から僅かに減少となった。 
 

図 ２：2005年産業部門別GDPシェア 
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出典：Zambia Investment Centre （2006） 

 
１．３ 貿易 

ザンビア貿易を完全に自由化され、その手続は簡素化・標準化されている。また、農業や、製

造業、鉱業及び手工業などの部門で、非伝統的な輸出製品を振興する、一連の措置を開始した。

これらの非伝統的な輸出は、銅とコバルトの伝統的な輸出に対して、申し分のない業績を示し続

けている。 

ザンビアの主な貿易相手国は、EU、日本、インド、サウジアラビア、エジプト及びタイである。南

部アフリカ開発共同体（SADC）内では、南アフリカ、マラウィ、ジンバブエ、タンザニア、そして 近

では、 コンゴ民主共和国（DRC）が主要な貿易相手国である。 
 

図 ３：2005年 主要輸出国（地域） 
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出典：TradeMap （2007） 

 
１．３．１ 貿易収支 

IMF、世界銀行及び二国間支援国のサポートの下で、1991 年以来、安定化と構造調整プログラ

ムが実施されたにもかかわらず、1999 年から 2003 年まで、ザンビアの貿易収支は好ましくない

状態にあった。輸出収入が、平均 0.1%低下する一方、同時期における輸入は年平均で 20%増加し、

貿易収支は 1999 年の 2 億 7,400 万ドルの黒字から、2003 年には 6 億 100 万ドルの赤字に転じ

ている。 

同国は、また、IMF、世界銀行の支援プログラムから外れ、その後、通貨供給と為替レートの双

方に大きな圧力となる、大幅な財政赤字状態となり、IMF 監視プログラムの下に置かれることとな
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った。この状況は、2001 年のトウモロコシ輸入と 2003 年の石油価格高騰によってさらに悪化した。 

2004 年に、貿易収支が 5,200 万ドルの黒字となり、状況に変化が現れたものの、2005 年には

再び 7 億 2,300 万ドルの赤字となった。この赤字転落は、輸出品目の価格が上昇したものの、輸

入品目価格の上昇がそれを上回る水準であったことが原因である。 

2006 年に収支が均衡した後、2007 年の貿易収支は、わずかに悪化することが予想されている。

銅の輸出は順調に成長し続けるだろうが、国際的な銅価格が下がることにより、輸出額の増加は、

より緩やかになると見込まれている。さらに、輸入額は、鉱業及びインフラ再生関連への投資を反

映し、約 12%上昇するものと予測される。 
 
１．３．２ 貿易協定 

ザンビアは、様々な貿易協定の当事者であり、それには以下のようなものが含まれる。 

• 米アフリカ成長機会法（African Growth Opportunity Act：AGOA） 

ザンビアは、まだ米国とアフリカ諸国の間の AGOA 貿易協定から恩恵を得ていない。 

• 一般特恵関税制度（General System of Preference：GSP） 

• 東南部アフリカ共同市場自由貿易圏（Common Market for Eastern and Southern African 

Free Trade Area = COMESA - FTA） 

2001 年 11 月に、COMESA は米国と、貿易投資枠組み協定を締結し、ザンビアは、そこ

に含まれてる。 

• 南部アフリカ開発共同体（Southern African Development Community：SADC） 貿易プロト

コル 
 
１．３．３ 主要貿易品目 

2006 年の総輸出収入額は、2005 年の 22 億 US ドルから 77.6%増加し、38 億 US ドルに伸びた。

これは、主に銅価格が記録的な高値となり、それに加え、銅の輸出量も増加したことによるもので

ある。 

ザンビアからの輸出品は、天然資源が圧倒的な部分を占めている。事実上、2006 年の輸出品

について、輸出額上位 10 位のうち 8 品目は、鉱産物、又は農業製品であり（表 3 参照）、これら 8

品目がザンビアの総輸出額の約 92%を占めた。そのうち、銅、コバルト関連品が総輸出の 65%を

占め、主要な貢献部門である一方、農産品である、砂糖、綿花及びタバコは 10.3%であった。 

非伝統的品目の輸出収入が 17.6%増の 6.41 億ドルとなったことにより、全体的な輸出収入はさ

らに拡大した。この拡大は、好ましい経済環境と下流部門の輸出促進の努力により、2006 年も継

続し、銅線、電気ケーブル、タバコ、生鮮野菜及び果物の輸出業績が好調だったことによる。これ

らは、全て民間部門からの製品である。 
 

表 ３：ザンビアの上位輸出品目 

品  目 
2006 輸出額 

（千 US ドル） 

2005 輸出額 

（千 US ドル） 

2004 輸出額 

（千 US ドル） 

輸出総額 3,770,370 1,851,569 1,461,481

銅及び関連品 2,613,420 1,035,862 634,101

鉱石、廃さい及び灰 431,909 129,672 27,474

その他のベースメタル、サーメット、その関連品 146,895 161,870 231,853

綿花 82,238 79,179 142,459

タバコ及び関連品 76,361 65,866 56,006

砂糖及び関連品 66,978 75,567 30,820

原子炉、ボイラー、機械類等 60,432 5,228 3,649

電気、電子機器 40,248 17,700 11,818

立ち木、植物、球根、根、切り花等 32,178 19,045 13,338

食用野菜及び一部の根と塊茎 27,600 24,412 36,503

出典：Trademap （2007） 
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2006 年、ザンビアの輸入額は約 31 億ドルとなり、19.4%の増となった。 大の輸入カテゴリーは

原子炉、ボイラー及び機械類で、それに鉱物燃料、石油、蒸留製品が続く。表 4 は、過去 3 年間

の品目ごとの輸入額上位 10 位であり、これらは総輸入額の 74%を占める。 

 

表 ４：ザンビアの上位輸入品目 

品  目 
2006 輸入額 

（千 US ドル） 

2005 輸入額 

（千 US ドル） 

2004 輸入額 

（千 US ドル） 

輸入総額 3,074,261 2,574,741 2,017,147

原子炉、ボイラー、機械類等 648,164 391,325 326,693

鉱物燃料、石油、蒸留製品等 466,911 300,446 226,683

鉄道、路面電車以外の乗り物 314,988 213,164 163,682

電気、電子機器 254,441 182,037 137,218

鉄、鉄鋼 99,977 71,258 67,688

鉄、鉄鋼の関連産品 99,429 75,336 67,531

プラスチック及び関連産品 98,856 97,542 84,362

肥料 98,658 147,086 81,831

シリアル 69,710 43,665 26,543

医薬品 68,901 66,126 43,289

出典：Trademap （2007） 

 

１．４ 近年の経済発展と展望 

1991 年の複数政党制民主主義への政治体制の移行は、経済の自由化を目的とする根本的な

経済改革に後押しされていた。政府は、経済改革において抜本的な改革に乗り出し、その当面の

優先政策は、持続的経済成長の基礎となる主要マクロ経済指標の安定化だった。実行された経

済改革の諸要素には、以下が含まれた。 

• 価格管理の廃止 

• 為替レートと銀行利子率の自由化 

• 外国通貨管理の廃止 

• 企業利益の100%の外国本国送金 

• 国営企業の民営化 

• 国内及び外国への直接投資の振興、促進 

• 輸出振興 

• Lusaka 証券取引所を通じた資本市場の開発 

出典：ザンビア投資センター （2006） 

 

政府は、銅、コバルトなどの伝統的な主力参品から、非伝統的産品の生産と輸出へと、産業、

経済を多角化させる政策を実施し、この非伝統的産品の生産と輸出は、同国の貿易収支におけ

る輸出額の面で、とりわけ、2000 年から 2005 年にかけて、積極的かつ好ましい業績を示している。

同期間中、非伝統的産品の輸出額は倍増した。2005 年度の非伝統的な輸出産品の中で、より重

要なものには以下のものが含まれ、括弧内はその増加率である。 

砂糖(102.7%）、銅ロッドとケーブル（82%）、タバコ（52.5%）、コーヒー（26%）、生花（25.8%）、

ジェムストーン （20.3%）、綿リント（8.6%）、及び綿糸（0.7%）。 

政府は、民間部門が経済成長の原動力であると認識し、そのため、この部門の成長を奨励す

る政策を遂行している。 

2006－10 年の期間を対象とする、新たな全国規模の開発計画は、政府の開発計画と貧困削

減プログラムの基礎を形成するものである。 

この計画の主な目標は以下のとおりである。 

• 干ばつ対策 
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• 輸出品目の多様化を図ることによる貿易弾力性の改善、及びその結果による雇用創出と

貧困削減 

• 地方のインフラ整備及び労働集中部門への投資の重点化 

 

農業部門 

ここ 2 年間に示された農業生産の回復は、2004/05 年の南部及び西部地域での少雨により急

激にペースダウンした。耕作エリアは 33%増加したが、トウモロコシの生産量は昨季から 28%減と

なった。農業省は、この生産量の減少は、中小規模農場の収穫量の減少が原因だとした。2006

年の農業成長率は 3.9%であった。農業部門の概況は以下のとおりである。 

• 降雨量の増加と耕作エリアの拡大が、2007年季における農業生産量を上げ、トウモロコシ

などの豊作を着実にもたらすと見込まれている。 

• 家畜と乳製品の生産量は2006年に著しく上昇した。家畜の衛生管理と加工処理の改善に

より、ザンビアの牛肉は「上質」グレードを取得し、輸出に適したものになった。 

• 7千人の雇用者を有し、極めて有望な業種とみなされている、園芸と草花栽培部門は、

大企業の金融倒産により、大きくダメージを受けた。 

 

鉱業、採石業部門 

2006 年、鉱業と採石業の生産量は増加した。需要拡大と記録的な高価格が、銅部門における

投資と生産量を引き上げ、2005 年と同様の傾向が継続した。 

2006 年の銅生産は、前年比 8%増となる約 60 万 t まで拡大したものの、 大の銅生産業者で

ある Konkola 銅鉱山(KCM）及び生産量第２位の Mopani 銅鉱山 （MCM） における操業上の問題

の結果、当初目標を 4%下回った。これらの 大規模の鉱山における生産量の減少は、2007 年と

2008 年に操業開始予定の新規鉱山によって相殺されると予想されている。 

 

製造業と建設業 

食物、飲料及びタバコの加工処理が圧倒的な部分を占める、製造業部門の 2006 年の成長率

は約 6%であった。農業、鉱業、観光業及び建設業と共に、この部門はこの国の経済成長を支える

主要な原動力の一つである。 

2005 年の 21.2%の成長率と比較しペースが落ちたものの、建設部門は、鉱業への継続的な投

資、支援国の資金援助による道路工事及び不動産開発に後押しされて、2006 年に 9%の成長を

記録した。セメント需要の増大は、1.7 億ドルの投資につながり、今後、3 年以内に、90 万 t 以上

まで生産を増加するものと見込まれる。 

 

観光業 

観光部門は、投資と外国人旅行者の増加に牽引され、継続的にプラス成長となった。2006 年

の外国人旅行者数は、2005 年の 65 万人から 3.1%増加して、67 万人であった。 
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１．５ ザンビアの投資環境 

以下の SWOT 分析は、ザンビアの投資環境の評価を示している。政府が、ザンビア投資センタ

ー（ZIC）を通じ、投資手続きを改革しており、本表で言及されている問題点については、現在、対

処されている。 

 

表 ５：ザンビア投資環境の評価 –SWOT分析 

強み 弱み 

• 3.5億人を有する、より幅広い市場エリア 

（COMESA、SADC） へのアクセス 

• 政治的安定性 

• 地域の平和と安全の中心国 

• 英語圏と熟練労働力 

• 官僚主義的な手続き 

• 規制政策における不確実性 

• 高いビジネス実施コスト 

• 資金調達へのアクセスと、弱い財政基盤 

機会 脅威 

• 農業 （農業産品加工） 

• 鉱業、エネルギー、電力 （使用されていな

い資源） 

• 観光 – 特に、野生動物の開発と管理 

• 製造業 （加工処理の改善、付加価値製

品） 

• 戦争で引き裂かれた近隣諸国からの脅

威 （内陸国であるため） 

出典：Zambia Investment Centre （2006） 
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２ 鉱業関連法令 
２．１ 鉱業に関係する法律 

ザンビアにおける地下の鉱物資源は、基本的に国を代表する大統領がその権益を所有する。

鉱物資源開発に関する現在の政府の役割は、その規制及び振興に重点が置かれ、探鉱、その

他の鉱業活動への直接参加はしない。ザンビアの鉱業は、「The Mines and Minerals Act（鉱山・

鉱物法。1995 年法第 31 号）」によって規制・管理されており、2000 年に一部修正された。鉱業に

関するライセンスの発行は、従来のライセンス登録制度を、全面的に新たなデジタル管理システ

ムに移行するため、2005 年 8 月から 2006 年 8 月まで中断された。 

政府は、鉱業部門の民間事業による開発と多様化を奨励し、小規模採掘事業も促進している。

「The Environmental Protection and Pollution Control Act（環境保護及び汚染管理法。1990 年法

第 12 号）」、「The Mines and Minerals （Environmental） Regulations（鉱業・鉱物（環境）規則。1997

年 ） 」 及 び 「 The Environmental Protection and Pollution Control （ Environmental Impact 

Assessment） Regulations（環境保護・汚染管理（環境影響評価）規則。1997 年）」が、鉱山開発に

おける環境規制の枠組みを規定している。 

 

２．２ 鉱物資源・鉱業政策 

政府は、鉱業分野の銅鉱業への依存度を減らし、多角化と高付加価値製品の輸出増を通じ、

自己持続型の鉱物資源をベースとした産業展開を確実にする、現実的な鉱業政策を採用してき

た。この政策は、金属、ジェムストーン、エネルギー及び工業用鉱物などの鉱物資源全般の開発

まで拡大し、大規模から中小規模の鉱山開発事業への民間投資を奨励することが目的とされて

いる。 

多くの国営企業、特に、従来 Zambia Consolidated Copper Mines Ltd （ZCCM） によって管理さ

れていた、国営銅鉱山企業の民営化は、この意図を明確に示している。しかしながら、ザンビア政

府は、ZCCM Investment Holdings を通じて、下記に示されているように、その後もポスト民営化企

業に依然として株式を保有している。 

 

表 ６：民営化後のZCCM-IH社株式保有企業 

企  業 
ZCCM-IH の 

保有株式シェア 

MAAMBA COLLIERIES LTD （DECISION MADE） 100% 

NDOLA LIME COMPANY LTD 100% 

EQUINOX MINERALS PLC 5% 

KONNOCO ZAMBIA LTD 15% （OPTION） 

MOPANI COPPER MINES PLC 10% 

CHAMBISHI METALS PLC 10% 

NFC AFRICA MINING PLC 15% 

LUANSHYA MINES PLC 15% 

CHIBULUMA MINES PLC 15% 

KONKOLA COPPER MINES PLC 20.6% 

COPPERBELT ENERGY CORPORATION （CEC） PLC 20% 

KANSANSHI PLC 20% 

出典：ZCCM-IH  

 

ザンビア鉱業政策の基本となる「The Minerals Policy」は、鉱山・鉱物開発省によって実施され

ており、同省は、地質調査所、鉱山開発局及び鉱山保安局の 3 局から構成され、政策を実践する

ための技術的支援などを行う。また、下流部門の加工・処理事業も奨励されている。総合的な政

策目標の詳細を以下に示す。 
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• 民営化プログラムの実施を通じて、民間部門を鉱産物の主要な生産業者及び輸出業者と

し、鉱物及び鉱産物をベースにした製品生産と輸出を拡大、多様化するために、新規鉱山

の開発において、民間部門のイニシアチブを促進すること。これは、国家の長期的な経済

的利益を 大化する。 

• 経済に重要な貢献をする可能性を有した小規模鉱業の開発を促進する。 

• ジェムストーン採掘の開発を促進し、経済開発に貢献する鉱業の潜在的可能性を実現す

るために、市場の自由化を行う。 

• 工業用鉱物、エネルギー鉱物の探鉱、開発を促進するとともに、鉄鋼業の創設を奨励す

る。 

• 鉱業活動によって生じる生態学的なダメージ、また、大気、水、土壌を通じた、労働者と地

域住民の健康へのダメージ・リスクを低減させる。 

• 鉱物資源の付加価値化製品を生産すため、国内での加工・処理事業を促進する。 

 

２．３ The Mines and Minerals Act（鉱山・鉱物法） 

政府が公表した鉱業政策に沿って、鉱山・鉱物法は、ライセンス交付手続きを大幅に簡素化し、

探鉱と採掘活動への、 小限の合理的な制約を課し、極めて好ましい投資環境を創出しているこ

とに加え、必要とみなされる場合、国際的な調停が、開発協定に明記されることを許容している。 

 

２．３．１ 探鉱権の認可と更新  

大規模鉱区を対象とした、Prospecting Licence（探鉱ライセンス）を取得した申請者は、2 年間

の期間、特定の規模の鉱区で、何らかの鉱物を探鉱する権利を認められる。探鉱と試掘のライセ

ンスの間には、いかなる区別もない。各段階で、鉱区の少なくとも 50%を放棄することにより、一つ

のライセンスだけが更新可能である。当初のライセンス期間は 2 年間で、各 2 年間の継続期間を

対象として更新可能である。ライセンス保有者は、FS を完了するためにライセンスをさらに更新す

ることができる。ただし、認定された、作業プログラム、財務計画、ザンビア人の雇用と職業訓練

計画を厳格に守るよう義務付けられる。これらの義務を遂行することにより、ライセンス保有者は、

鉱区における、鉱物探鉱事業の占有権を保持する。ライセンス所有者は、ライセンス期間終了の

時点での地質学的な報告書に加えて、四半期及び年次報告を提出しなければならない。 

小規模事業者を対象とする Prospecting Permit（探鉱許可）は、10km2 の鉱区が対象となり、期

間も更新不可の 2 年間となっており、少々異なった内容で管理されている。 

 

２．３．２ 採掘権の許可と更新 

大規模事業者が取得可能なライセンス 

• Large Scale Mining Licence（大規模採掘ライセンス） 

探鉱ライセンスの保有者には、探鉱エリア内での採掘事業のために、一定の条件を満

たすという前提の下で、採掘ライセンスを申請し、付与される権利がある。 

採掘ライセンスは、採掘事業とそれに合理的に付随するその他の行為を 大 25 年間、

鉱区内で遂行する独占的な権利となる。保有される鉱区は、提案されている採掘事業を実

行するのに合理的に必要である範囲を超えてはならない。申請には、環境保護計画と、ザ

ンビア市民の雇用とトレーニングのための提案が添付される必要があり、採掘事業期間に

おいては、月報、四半期及び年次報告の提出が要求される。法律にはっきりと明記された

特定の根拠があり、また、適切で、承認された手続きに則っていない場合を除き、採掘ライ

センスは、いったん付与されると、取り下げることができない。 

• Retention Licence（保持ライセンス） 

鉱床の開発が、その時点での市況などにより好ましくない場合、保留ライセンスを申請

することが可能である。このライセンスは、大臣の同意を条件とし、FS が完了した鉱区を

継続保有する権利である。鉱区の規模は、探鉱ライセンスによって対象とされる範囲か、

または、より小さなエリアとすることが可能である。保留ライセンスは当初 3 年間有効であ

り、さらに 1 回のみ、3 年間の延長可能である。 
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小規模事業者が取得可能なライセンス 

小規模鉱山事業を実施しようとする事業者は、以下を内容とする権利が取得可能である。 

• Small Scale Mining Licences（小規模採掘ライセンス）は、400haを超えない範囲のライセン

スとなる。10年後に更新可能となる。 

• Artisans Mining Rights（職人的な採掘権）は、5haを超えないエリアで、2年間における、職

人的なベースで採掘する権利を現地住民に付与するものであり、更新はできない。 

• Gemstone Licenses（ジェムストーン・ライセンス）は、400haを超えないエリアで、10年以下

の期間、採掘事業を遂行する権利を、保有者に付与する。 

 

２．３．３ 環境諸規則に基づくプロジェクト設立の主要なステップ 

• 事業者による、事業範囲、活動計画及び潜在的な環境へのあらゆる面での影響を記述し

た、鉱山保安局長宛のプロジェクト概要の準備 

• 同局長は、事業者に対し必要に応じ追加情報を要求し、ザンビア環境評議会にそのプロ

ジェクトの概要を提出するとともに、同評議会に対し、プロジェクトの可否などを内容とした

意見を付すことができる。 

• 事業者による、環境影響評価書の準備と、鉱山保安局長への提出 

• 鉱山保安局長は、環境評議会に同環境影響評価書に対する意見書を提出し、同評議会

が 終的な決定を下す。 

• 環境影響評価書は、必要に応じ、毎年、もしくは 初の報告から15か月以内に更新される。 

• プロジェクトの環境監査は、毎年実施されることになる。 

• 事業者にとって何らかの法令の諸規定が過度な負担となる場合、事業者はその法令義務

履行の免除について、大臣又は鉱山保安局長に申請することができる。この免除は、規

定された条件の下で承認される場合がある。 

• 大規模な採掘プロジェクトの事業者は、土地の原状回復を目的とした、環境管理基金に基

金の拠出を行う。 

 

２．３．４ 鉱山・鉱物法に基づく諸料金 

表 7 は、あらゆるタイプの鉱業活動に関係する諸料金を示している。これらの料金は、基本ライ

センス料と年間の鉱区使用料から成る。 

 

表 ７：鉱山・鉱物法に適用される諸料金 

ライセンスのタイプ 
基本 

ライセンス料
年間鉱区使用料/km2 （Kwacha） 

大規模採掘事業 

Prospecting License 90,000 1,800 

Retention License 180,000 18,000 

Mining License 180,000 36,000 

小規模採掘事業 

Prospecting Permit 45,000 900/ha 

Small Scale Mining License 45,000 
t 当たり料金 

（その他の鉱物については販売額の%） 
360/t 

初年度 ― 

2 年目から 4 年目 18,000/ha 

5 年目から 7 年目 27,000/ha 
Gemstone License 45,000 

8 年目以降 36,000/ha 

Artisan’s Mining Rights 

(更新不可） 
18,000 t 当たり料金 360/t 

Reconnaissance Permint 45,000 － － 

Gemstones Sales Certificate 180,000 － － 

その他 

Application Forms 18,000 － － 

Search Fees 18,000 － － 

Map Sales 18,000 － － 

出典：Ministry of Mines and Minerals Development 
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２．３．５ ライセンス申請時の添付資料 

前節で述べられた各ライセンスの申請には、以下の文書が添付されなければならない。 

• 鉱区の地形図 

• 会社設立許可証と定款 

• 役員と株主のパスポートのコピー 

• 銀行取引明細と、申請者の銀行からの 紹介状 

• 事業プログラムと、コスト見積もり 

• 採掘エリアにおける鉱物鉱床の説明書 
出典：Ministry of Mines and Minerals Development 

 
２．４ 外国投資法 

ザンビア政府は、全ての事業部門において積極的に新興企業を支援し、奨励金を与えている。

また、この支援は、国内及び外国を拠点とする企業に同等に利用可能で、海外企業に対する差

別は一切ない。大企業も小企業も同等に歓迎されている。1993 年の投資法は、強制的な買収、

又は補償なしでの国有化がないことを、外国からの投資に保証している。 

他国に時折見られるような、外国人投資家が直面する可能性のある、時間を浪費する手続き

が、ザンビアでは省略されてきた。また、投資センターによって指導された、スムーズな文書処理

と迅速な決定などによって、機器の輸入と製品の輸出手続きを、あらゆる面で大幅に簡素化して

いる。 
 
２．４．１ ザンビア開発庁 （Zambia Development Agency：ZDA） 

ザンビア開発庁（ZDA）法は、2006 年 3 月に、商業・貿易・産業省の下で制定され、従来設置さ

れていた、ザンビア投資センター（ZIC）、ザンビア民営化庁（ZPA）、ザンビア輸出委員会（EBZ）、

小規模企業開発委員会（SEDB）などの複数の政府機関を統合、改組した。 

ZDA 法は、効率的で連携のとれた民間部門主導の経済成長戦略を通じて、貿易と投資を進め

ることにより、経済成長を促進することを目的としている。 
 
２．４．２ 開発協定 

大規模な採掘事業への投資家は、その事業を対象とする特権的な条件に関して、政府と開発

協定（Development Agreement）を締結することができる。これにより、安定的、かつ有益な投資環

境が保証される。 
 
２．４．３ ザンビア投資センター （ZIC） 

ルサカ （Lusaka） 中心部にあるザンビア投資センター（Zambia Investment Centre：ZIC）は、外

国投資家による同国への投資を奨励、支援する、政府の「オープン・ドア」政策の下で設立された。

投資センターの開設以来、ザンビアの外国直接投資の流れが劇的に増えていることから、同セン

ターの開設は実を結んでいるように思われる。 

• 調整される早期対応サービスには以下のようなものが含まれる。 

• プロジェクトの計画段階での情報提供を実施し、ザンビアへの事前訪問を調整、手配する 

• プロジェクト評価、提案書の準備及び承認手続きなどにおける支援 

• 国内及び海外の諸企業の育成及びザンビア国内企業とのジョイントベンチャーの設立 

• 長期及び短期の出資又は融資資金の確保 

• 企業の事務サービス及びスタッフの斡旋 

• プロジェクトの技術、商業及び経済的な採算性を確認するための、FSと投資調査 

 

２．４．４ 投資証明の取得 

投資証明を取得しようとしている投資家は、標準的な申請書を作成して、ザンビア開発庁に提

出するよう求められる。申請書には以下が添付されなければならない。 

• 17.5% の付加価値税を含む、K1,280,000 の処理手数料 

• 会社の設立文書 

• ビジネス・プラン/事業化計画 



－12－ 

• プロジェクト・コストを賄うための、資金的な証明 

• 銀行取引明細、銀行ローン、資本設備、サプライヤーズ・クレジット等 

 

２．５ 契約法 

契約法は、それを統治する法律が全くないため、私法となる。しかしながら、契約が合法的で拘

束力があるために従われるべき諸原則があり、 も基本的なものは、いかなる契約に対しても、

二者、または、それ以上の当事者がいなければならないということである。 

 

２．６ 経営参加、ジョイントベンチャー関係諸法令 

ジョイントベンチャーへの参加は、ザンビア投資センター （ZIC） によって規制される。このような

ベンチャーを始めることを希望する、いかなる企業も、 初に企業登記局で登記をし、会社法

（1995 年第 24 号）に従わなければならない。企業登記局事務所は、商業・貿易・産業省内にある。 

会社法は、ザンビアで事業を行う事業所を設立、または取得してから 28 日以内に企業登記局

で登記することを、外国企業に認めている。ザンビアで設立された子会社の事業所は、外国会社

の事業所としては認められない。 

 

２．７ 輸入・輸出関係法令 

ザンビア税関の税査定は、CIF による価額を基準にしている。免税でザンビアに輸入されること

ができるのは、ごく少数の品である。これらには、医薬品、医療機器、一部の化学品、肥料及び飼

料が含まれる。ほとんどの品目は、３つの税率のうちの一つに当てはまる。 

• 5% （特定の原材料、及び資本設備） 

• 15% （中間製品） 

• 25% （ 終製品） 

鉱産物に関しては、以下の手続きに従わなければならない。 

• ジェムストーン：政府が認める価値によって要請される査定証明書 

• 貴金属：分析用の試料の提供 

• ベースメタル：個々の出荷を対象とするのではなく、1年間有効な許可証を鉱物開発局か

ら取得 

• 非商業的な価値しかない岩石と土壌のサンプル：これらのサンプルは、輸出前に物理的

にチェック  

 

２．８ 民営化 

1990 年代前半、ザンビア政府は、国営企業をその経営により適任で必要な資本を有する企業

に売却を開始するという決定をし、ザンビア民営化庁（ZPA）を設立することによって、これに着手

した。 

ZPA は、民営化法（1992 年法第 21 号）の制定により、1992 年に設立されたザンビア政府内の

独立した組織である。その機能は、政府と協力し、ザンビア国営企業の民営化について、計画、

実施、管理することにある。 

ZPA は、比較的小規模な企業を売却する一方、より大規模、複雑な組織の民営化には、公的

債券を発行する場合がある。別の利用可能なオプションは、マネジメント・バイアウト・システム 

（MBO） であり、これは、現在の経営陣に売却するというオプションを与えるもので、その経営陣は、

所有権を確保するために、他のパートナーと組む場合と、そうしない場合がある。民営化信託ファ

ンドの創設も、一般のザンビア人が株式を保有し、ルサカ証券取引所での株式の売買を通じて、

民営化が進行する国営企業に投資することを可能にした。 

 

ZPA の任務 

• 透明で、効率的かつ効果的な方法で、特定の国営企業を民営化すること、これによって、

以下の内容に寄与する。  

 経済成長の促進 

 開発の加速 

 幅広い参加により、経済の変革を促進  
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 政府のための資金と、長期的な雇用の創出  

• ZPAは、自らの事業を進めることによって、その民営化に関するノウハウ、経験を、スタッ

フに提供し、その結果、ビジネス社会における、将来の役割のためのノウハウを身につけ

させる一方、魅力的な報酬で、彼らに報いることになる。 

• ZPAは、国の経済的な成功に献身する、前向きな組織として認められるだろう。 

 

２．９ 労働法規 

雇用主と従業員の権利と義務を規定する法律は、主として、1993 年の産業・労働関係法に含

まれており、これは、事業の一部への従業員の関与の原則を含む。その精神は、労働協議会を

介した、経営陣と従業員との協議ということである。 

また、この法は、労働組合の役割のための枠組みを規定しており、ストライキを打つための諸

条件及び 低賃金が定められている。さらに、産業関係裁判所を紛争の 終調停者としている。

政府の自由化政策に沿って、ザンビアの労働関係法は、雇用法と産業・労働関係法の双方を含

め、引き続き検討されている 中である。包括的な社会保障プログラムは設計されてきたが、まだ

実施されていない。 

 

２．１０ 環境法規 

２．１０．１ 政府関係機関 

ザンビア環境評議会 （ECZ） は、環境保護及び汚染管理法 （ザンビア法第 204） の下で創設さ

れた国家機関である。1992 年に創設された同評議会は、人の健康と福祉、及び環境を提供する

ために、環境を保護し、汚染を管理することを任務としている。  

ECZ の任務 

ECZ の任務は、法令の執行を通じて、環境管理を規制及び調整し、認識の促進、環境保護

を確実にし、ザンビア市民、動物、植物及び環境に、健康と福祉を提供するため、持続可能な

開発を支援し、汚染を防止、管理することである。 

環境評議会メンバー 

担当大臣は、評議会での任務を果たすために、以下の人々を任命する。 

• 委員長及び副委員長 

• 常任技術諮問委員会 

• 事務局及びその他のスタッフ 

 

２．１０．２ 環境評議会の機能 

環境評議会の任務は、環境保護及び汚染管理法に基づき、人間、動物、植物及び環境に、健

康と福祉を提供することを目的として、環境を保護し、汚染を管理するのに必要な、すべてのこと

を遂行することである。これには、汚染防止を目指した措置を勧告し、関連するテーマに関する調

査を遂行することにより、政策形成に関して、政府にアドバイスをすることが含まれる。 

 

２．１０．３ 環境法規  

環境保護及び汚染管理法は、環境保護と汚染の管理を規定しており、環境評議会の設立及び

同評議会の機能と権限を定めている。また、上記に関連しているか、またはそれに付随する諸案

件も規定している。 

 

２．１０．４ 環境影響評価  

ザンビアでの環境管理は、環境影響評価（EIA）から始まり、その後、様々な法令に従って、ライ

センス交付と、法規遵守の監視が続く。ECZ は、EIA 法令 （1997 年第 28 号法令文書）を通して、

環境影響評価が必要であるプロジェクト、計画及び政策を特定する権限が与えられる。 

EIA は、提案されている開発またはプロジェクトの環境内での諸条件の徹底的な調査であり、そ

れに続いて、プロジェクト開発が環境に与えるであろう、全体的な影響の評価が行われる。これら

には、物理学的、生物学的、社会経済的な諸側面が含まれる。これに関連して、EIA を実施する

目的は、実施のずっと前の段階で、開発またはプロジェクトが環境的に受け入れ可能か否かを決

定することにより、質を高めることにある。 
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ザンビアにおける EIA のプロセス 

EIA プロセスがス、円滑かつ適切な方法で実施されるために、以下の本質的な要件が満たさ

れなければならない。  

• 様々な利害関係者と影響を受ける当事者 （IAPs） を特定する。 

• 開かれた状態で、すべての利害関係者と影響を受ける当事者 （IAPs） を関与させる。  

• 幅広い代替策に基づいた決定を容易にするために、プロジェクトの主要なプラス面、マイ

ナス面の影響に重点を置く。  

• 立案者、プロジェクト提案者、政府、民間部門、NGO、地域社会等の間で、効果的な調整

とコミュニケーションのルートを創りだす。  

• 選ばれたオプションと、実施基準を着実に守るために、固有の環境モニタリングと監査を

含む。  

• 可能な場合、特定された影響を限定し、経済的な評価を行う。 

環境影響評価に関連する料金は、以下のとおりである。 
 

表 ８：環境影響評価関連料金 

シリアル・ナンバー ライセンス 料金単位 金額 （Kwacha） 

1. プロジェクト概要の検討 43,333 7,800,000

2. 

プロジェクト・コスト: 

 

10 万 US ドル以下 

10 万–50 万 US ドル 

50 万–100 万 US ドル 

100 万 –1,000 万 US ドル 

1,000 万–5,000 万 US ドル 

5,000 万 US ドル以上 

43,333

216,665

541,662

1,083,324

2,166,650

3,249,975

7,800,000

39,000,000

97,500,000

195,000,000

390,000,000

585,000,000

注：1 料金単位 = K180.00。環境影響評価への要件は、サービス部門を除く全部門に適用される。 

出典：Environmental Council of Zambia  

 
２．１０．５ 水の汚染 

ザンビアにおける水汚染は、The Water Pollution Control （Effluent and Waste Water ）

Regulations（1993 年。水汚染管理（排出・廃棄水）規則）によって管理・監督されている。 

水質汚染は、水生の環境への汚染物質の、直接または間接的な拡散と定義され、EPPCA （環

境保護及び汚染管理法） は、このような汚染は、排出的な性質を有する可能性があることから、

そのような汚染を禁止している。この法律は、ECZ （ザンビア環境評議会） は、潅漑計画、下水道

システム、産業生産プラント、作業場、もしくは、その他の企業の所有者か事業者に、排出物の量

と品質に関する情報を提出するよう要請し、その情報を ECZ に提出するよう上述した所有者に義

務付けている。さらに、EPCCA は、計測装置を設置し、試料を採取し、記録を取るよう、前述の所

有者か事業者に命令する権限を、ECZ に与えている。 

自社のプラントから、既存の下水システムに排出水することを希望する、商業または工業事業

の所有者、もしくは事業者は、下水システムを運営し、または監督している地方行政当局から文

書による情報を入手しなければならない。 

しかしながら、これは、地方行政当局の諸条件に従う。地方行政当局によって課された、何らか

の諸条件を犯すことは、違反となる。  

ライセンス 

EPPCA は、ライセンスなしで排出水することを禁じている。排出水出には、4 つのクラスがあ

り、その各々に、異なったライセンス料金がある。産業または施設の分類は以下によって決めら

れる。 

• 汚染の量 

• 遵守レベル 

• 汚染物質の有毒性 

• 所在 （人の居住地区への近接） 
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水の管理に関する、ECZ の責任 

評議会の業務は、以下のとおり。 

• 水質と汚染管理の基準を確立する。 

• 水生環境への排出水流出の諸条件を定める。 

• 水の特別な保護を必要とする可能性のある、漁業水域、水生域、飲料水水源及び貯

水池、レクリエーション及び、その他の区域の保存のための規則を定める。 

• 調査の領域を特定し、環境、人間、動植物への水質汚染の影響に関する研究を開始

するか、もしくは後援する。 

• データ収集を含め、実際に生じた、または、疑いのある水質汚染の調査を命じるか、

または調査を実施する。 

• 自然な原因、もしくは放棄された作業、事業などによる、水質汚染を防ぐか、または減

少させるために必要とされる、遂行されるべき何らかの作業のための措置を講じるか、

許可を与える。 

• 水質と汚染防止基準を確定することができる分析手法を定め、査察員によって要請さ

れる分析サービスのために、試験所を設立するか、または指定する。 

• 特に、ザンビアが河川流域を共有する近隣諸国との間で、水質汚染の管理での、国

際的な協力を開始し、奨励する。 

• 排出水の予備的な処理、性質及びレベルに関して、産業界と地方行政当局からデー

タを収集、保存し、解釈する。 

• 本節の下でのラインセンス認可に関係する、水質と水理学に関するデータを、収集、

保存、解釈する。 

• 本節の下で策定される諸規則を執行する。 

• 水質汚染のモニターと管理に必要であると思われる、全てのことを行う。 

 

２．１０．６ 廃棄物の管理 

ザンビアにおける廃棄物管理は、The Waste Management （Licensing of Transporters of 

Wastes and Waste Disposal Sites） Regulations（廃棄物管理 （廃棄物の輸送と廃棄物処理施設の

ライセンス交付）規則。1993 年）によって管理監督される。 

廃棄物管理規制は、発生地点から処分までの廃棄物の系統的な取り扱いについて定義する。 

EPPCA において規定されている ECZ の役割は、有害と、有害でない、両方の廃棄物の管理に

関連するすべての活動に対するライセンスの交付、点検、定期的な監査の実施である。これには、

有害な廃棄物の輸出入及び双方の 終処分場の運営が含まれる。 

有害廃棄物の発生につながるような諸活動は、認可される前に、詳細なリスク評価、EIA を含め、

徹底的な監査に従う。 

ライセンス 

廃棄物管理エリアにおける施設と活動のライセンス交付は、二つに大別されるカテゴリーで

なされる。すなわち、非有害廃棄物と有害廃棄物である。ライセンスは、以下について義務付け

られる。 

• 有害廃棄物 （法令文書125。2001年有害廃棄物管理法令） 

 発生と貯蔵 

 処理と事前処理（臨床廃棄物を含む） 

 輸入と輸出 

• 有害と非有害の両方の廃棄物 （法令文書71。1993年の、廃棄物輸送業者及び処理場/プ

ラントの操業者へのライセンス交付） 

 輸送 

 終処分場の操業 

 

廃棄物分類によるライセンスの種類 

非有害廃棄物：ECZ によって発行されるライセンスは、廃棄物のタイプと分類に従う。ライセ

ンス料もライセンスのカテゴリーで異なる。ライセンスのタイプとカテゴリーは、

輸送と処分場の操業に関するものである。 
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有害廃棄物：有害廃棄物の発生は、発生する廃棄物の量により、4 つのクラスに分類される。

その他のカテゴリーは、料金単位と監査所見によっても分類されるが、料金が

基準となる。 

以上であるが、廃棄物管理に関係する活動に従事する人物若しくは施設、またはその両方

は、本法に規定されている各々のライセンスを取得しなければならない。 

 

廃棄物管理に管理に関する ECW の責任 

• 廃棄物の分類と分析の基準の定式化、外部への提供を行い、標準的な処理の方法と手

段について定式化し、助言を与える。 

• 有害廃棄物の取扱い、貯蔵、輸送、隔離及び破壊を規制する。 

• 有害廃棄物の輸出と発生を管理する。 

• 廃棄物処分場の監視と規制を提供する。 

• 分類された廃棄物の貯蔵、収集、及び処理の正確な手段を公表する。 

• 処分場の操業から生じる環境汚染を監視する。 

• 処分場の労働者の安全と健康を監視する。 

• 一般市民の健康、または周辺の美的価値に影響を与える可能性がある場合、一般市民メ

ンバーが協議会に意見を具申するよう手配する。 

• 廃棄物の収集、貯蔵、輸送、及び処分に関連する諸問題の調査を開始、実行する。 

• 発生した廃棄物の性質、数量及び過去に廃棄物処分が行われている場合、行われてきた

現場と廃棄物処理に関する統計データを維持する。 

• 廃棄物事業者への技術及びアドバイスのサービスを提供する。 

• 本節の下で定められた諸規則を執行する。 

• 廃棄物の監視と管理に、合理的観点で必要と思われる事項を行う。 

 

２．１０．７ 大気汚染 

ザンビアにおける大気汚染は、大気汚染管理 （ライセンス交付と排出基準） 規則によって管理

監督されている。 

大気汚染は、人々の健康、安全、福祉を危険にさらす、または、生命と財産の通常の享受を妨

げる、大気中の、少なくとも一つの汚染物質の存在により、直接または間接に起こる状態である。 

EPPCA （環境保護及び汚染管理法） は、大気汚染の管理を規定している。特に、同法の第 39

節は、明白に大気汚染を禁止している。その上、1996 年法令文書第 141 号、規則第 15 は、ECZ

の文書による同意がある場合を除いて、産業的、商業的操業、家庭内または地域社会の活動か

ら生じる、何らかの廃棄物の、大気中での燃焼を禁じている。 

ライセンス 

大気汚染を引き起こしそうなプラントまたは生産工程を、設置または開発しようとする、いか

なる人物も、計画段階で ECZ に通知し、ライセンスを申請しなければならない。この申請は、操

業開始の、遅くとも 6 か月前までに、ECZ に提出されなければならない。大気汚染物質を放出

するために ECZ によって与えられるライセンスまたは許可証は、6 か月から 36 か月間有効で

あり、さらに、その後の期間、更新も可能である。ライセンスまたは許可証の保有者は、以下を

行わなければならない。 

• 自費で大気測定装置を設置し、査察官が指示する試料を収集し、分析を遂行する。 

• ライセンス交付、または許可された活動に関する、内部の大気放出・監視システムを運営

し、この監視システムは、査察官によって承認されなければならない。  

• 毎月、または、報告対象月の翌月の30日目までに、排出報告を提出する。  

• 何らかの異常な排出は、即座に査察官に報告する。 

大気汚染物質の排出には、4 つのクラスがあり、それぞれ異なったライセンス料がある。産業

または施設の分類は、以下の項目によって決定される。 

• 汚染の負荷 

• 遵守レベル 

• 汚染物質の有毒性 

• 場所（人の居住区域への近接性） 
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２．１０．８ 騒音規制 

現在、騒音を規制するいかなる基準もザンビアにはない。しかしながら、ECZ は、現在、法令と

騒音排出基準を策定している。 

騒音公害は、潜在的に不快であるか、または生物もしくは環境に好ましくない影響を及ぼす可

能性のある、何らかの望ましくない音による害のことを言う。EPPCA は、騒音排出基準、騒音測定

の手順、適切な騒音緩和措置の適用を、環境評議会が定めるよう規定している。 

 

２．１０．９ カッパーベルト環境プロジェクト 

カッパーベルト環境プロジェクト（CEP）は、ザンビアの鉱業界にとって、特に重要なプロジェクト

であり、環境管理施設を設立し、国の環境に関する法令の枠組みを強化することが目的とされて

いる。同プロジェクトは、世界銀行と北欧開発基金によって資金が拠出されている。 

CEP の必要性は、鉱山民営化の継続期間後に、ECZ と政府機関の側で、強力かつ十分な情

報を有する交渉技術の必要性が、明らかになってきたことから生じた。 

プロジェクトの主要目標は以下になる予定である。 

• ZCCM民営化プロセス、とりわけ、 Kabwe鉱山の閉山から生じる諸問題に対処するた

めの、一連の環境及び社会的な緩和措置の実施。 

• 環境及び社会的規制により、鉱業部門の将来的な遵守を改善する。 

CEP は、二つの構成要素からなる。  

① 環境管理施設（EMF） 

• Kitweを拠点にしたZCCM Investment Holdings （ZCCM-IH）によって扱われる 

• EMFは、民営化以前のZCCMの事業から生じた諸問題、及び民営化後の既存のザン

ビア環境法及び諸法令の下での、恒久的な義務に取り組む手助けをする。 

• EMFは、環境問題を定義し、その緩和費用に、資金を拠出することによって、それを

実施する。資金が限定されるため、広範囲の公衆衛生の諸問題か、生態系の機能へ

のダメージに取り組む諸措置が、 優先される。 

• EMFの下で資金を供給される 初の活動の1つは、統合環境管理計画 （CEMP）の準

備であり、EMFを通して資金を供給されるべき諸問題を特定し、EMFを通して資金を供

給される諸下位プロジェクトの選定のための基準を提供する。 

• CEMPは、常に 新版に更新される文書で、投資家との協議において発展させ、2年

後に見直しをして、アップデートすることになる。より広く言えば、それは、次の25年間

のカッパーベルトと、Kabweでの採掘に関連する環境問題を、より幅広い、環境的、社

会的な持続性の文脈において取り扱うための青写真を提供する。 

② 環境規制の枠組みの強化 

• ザンビア環境評議会 （ECZ）によって実施される。 

• 環境及び社会的な保護措置の遵守の分野における、環境支援プログラム（ESP）と産

業防止プログラム（IPPP）の諸活動から引き継がれた諸活動を含む。 

• この構成要素の特定の諸活動（下位構成要素）には以下が含まれる。  

ⅰ． 環境法規の再検討 

ⅱ． 環境管理と遵守の監視 

ⅲ． ECZ の能力構築 

ⅳ． 環境緊急対応システム 

ⅴ． 戦略的なパートナーとの調整と能力構築 

ⅵ． 環境への意識を高めることと、一般市民の参加 

• プロジェクトの組織的な能力と環境上の遵守の構成要素に関する予備的な環境影響

評価は、プロジェクトのための、いくつかの重点的な領域を示した。これらには、高め

られた調整、責任の明確な定義、及び技術的能力と事業資金へのサポートが含まれ

ている。 

• EA(環境評価）は、この構成要素の強調点が、EPPCA(1990）の下で、ECZが、その独

自の義務を完遂する能力を発展させ、他の規制機関との間で、諸活動を効果的に調

整することであるべきだと、勧告している。さらに、市民社会のための効果的な参加プ

ログラムは、法的枠組みの行政運営において、決定的に重要であることがわかった。 
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• ECZは、数年間にわたって、環境影響評価（EAs）を含む、様々な分野で、限定的な能

力を開発してきた。それらには、水汚染の評価、有毒物質の健全な管理、環境緊急

対応システム、大気汚染評価及び比較的効果的な教育自覚プログラムがある。 

• 近、ECZは、環境管理計画 （EMPs） の効果的な遵守監視のために、必須の環境

監査技術の構築に乗り出した。 
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３ 課税と銀行制度 
ザンビアでは、様々な形式の税が徴収されており、税と関税に関連するすべての案件は、ザン

ビア歳入庁（Zambian Revenue Authority：ZRA）によって扱われる。 

ザンビア歳入庁は、1993 年の議会法によって、1994 年 4 月 1 日に法人として設立された。この

法の下で、同局は、政府を代表して税金等を徴収する責任を負っている。 

ザンビア歳入庁の主要な任務は、 

• 妥当な時期に、税と関税を適切に査定し、徴収する。  

• 徴収された すべての資金の使途が明確に説明され、銀行に預けられるようにする。 

• すべての、該当する法令の諸規定を適切に執行する。  

• 歳入に関する統計的な情報を政府に提供する。  

• 課税政策の諸側面に関して、諸大臣にアドバイスする。 

• 国際貿易を促進する。 

 

３．１ 法人税 

標準的なザンビアの法人税率は 35%に定められている。 

しかしながら、二、三の例外がある。 

• この国の、 も重要な鉱産品である、銅とコバルトの輸出業者には、課税収入の35%が課

税される。 

• その他の鉱物及び「非伝統的な」産品については、15%の税が課税される。 

• ルサカ証券取引所に上場している企業には、課税収入の30%が課税される。 

• 収入2億5,000万Kを超える銀行には、45%の法人税が課せられる。 

 

３．２ 所得税控除 

所得税軽減 

探鉱を含めた採掘事業投資について、以下の費用に関する所得税控除を受けることができ

る。 

• 設備投資、プラント、機械類及び商用車の25%の控除、非商用車の20%の控除、工業用建

築物の5%の控除 

• 特別な状況における探鉱費 

• 特別な状況における採掘費 

• 非生産鉱山への採掘費  

• 鉱山寿命が終わりに近く、不規則に生産する鉱山が負担する採掘費 

• その他の課徴金の軽減 

• 採掘権の保有者は、探鉱、または採掘活動に必要な、すべての機械類と機器に関して、

関税、物品税と付加価値税を免除される。 

 

３．３ 鉱業ロイヤルティ 

鉱業ロイヤルティは、FOB（本船甲板渡し条件）鉱物価格の 0.6%（2002 年に 2%から引き下げ）で

計算され、そこから、製錬、精製、保険、各種手数料及び採掘エリアから輸出地点、又はザンビア

国内の納入先までの輸送の費用を差し引いて、計算される。大規模採掘ライセンス保有者の営

業利益がマイナスになった場合、ロイヤルティの支払いは先延ばしにすることができる。しかしな

がら、報道では、2006 年前半の物価上昇を踏まえ、ザンビア政府は、税金を引き上げる目的で、

ロイヤルティ料を規定しているすべての契約の見直しについて、主要鉱山企業と再交渉したとして

いる。 

 

３．４ 輸出関税 

輸出関税は、ザンビア歳入庁の一部門である、関税・物品税課によって管理されている。 

 

３．５ 輸入関税 

輸入関税は、ザンビア歳入庁の一部門である、関税・物品税課によって管理されている。採掘
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権保有者は、鉱山・鉱物法 （1995 年第 31 号法）に基づき、すべての機械類と機器に関して、関

税と物品税の免除を受ける資格がある。これには、探鉱及び採掘活動に必要な特殊車両も含ま

れる。すべてのケースで、関税・物品税申告書式が作成されなければならず、通常、鉱山開発局

からの承認状が添付される。 

同局は、2006 年度中に、22 の鉱山会社によって提出された、資本設備への免税のための 243

件の申請を処理した。これは鉱山・鉱物法の第 97 節に従って実施されている。 

2007 年 2 月、政府は、新たな投資を誘致し、既存の投資を強化する努力の一貫として、以下の

税制上の優遇措置を、鉱業部門及び関連する供給部門に提供すると確約した。 

• 自動車、オートバイ、自転車の組み立てにおいて、使われるすべての機械類、備品、器具、

自動車パーツ、オートバイ・パーツの関税の5年間停止。 

• 現在15%のコンピューター・パーツの関税について、0%への軽減。  

• 液化石油ガス（LPG）への物品税について、30%から15%への軽減。 

• セメントの製造と包装に使用される材料に関して、5年間、関税を0%に据置。 

• 屋根板の製造に使用される輸入材料に関して、5年間、関税を0%に据置。 

• ビジネス確立のために、提案されている、複合施設経済ゾーン、優先セクター、または農

村企業において事業を行うビジネス企業によって購入される機械類と設備に対して、5年

間、関税を0%に据置。 

 

３．６ 個人所得税 

居住者、非居住者にかかわらず、ザンビアに所得源があるとみなされる、全ての個人は納税義

務がある。ザンビアの個人所得課税は、10～30%の範囲の税率で徴収される。農業者に適用され

る 高税率は 15%である。 

2007 年 2 月 9 日の国会における国家予算演説で、財務・国家計画大臣は、所得税の変更を

含め、現行の税制のいくつかの変更を発表した。 

雇用主は、源泉徴収方式（PAYE）に登録し、それを運用することが求められる。この方式の下、

雇用主は、納税義務のある雇用者の給与から適切な税を差し引き、その税をザンビア歳入庁に

送金することが必要である。雇用主は、このような税を差し引き、ZRA に送金する法的義務がある。 

ザンビアでの雇用に関連して、遂行、実行される仕事、または提供されるサービスに対して、外

国人雇用者に支払われた、または支払われるべき給与には納税義務があり、このような給与が、

ザンビア国外で支払われたか、または支払われるべきものである、もしくは、ザンビア国外に居住

する人物によって支払われたか、支払われるべきものであるという事実にもかかわらず、PAYE の

天引きに従わなければならない。さらに、雇用主は、各会計年度末に、規定された ZRA の書式で、

当年度 PAYE 納税申告書を提出しなければならない。 

その他の個人所得は、以下のように課税される。 

• 配当金（ 終税）：15% 

• 利子（ 終税）：25% 

• ロイヤルティ、管理及びコンサルティング料：15% 

• 地代：15% 

• 手数料：15% 

 

３．７ 非居住者 

非居住者は、ザンビアに所得源があるか、そうであるとみなされる所得を受取る場合、納税義

務がある。実際、ザンビアに住んでいるか、12 か月を超える期間、留まる予定でこの国に来る個

人は、居住者とみなされる。 

以下の理由によりこの国にいる者は、居住者とはみなされない。 

• 一時的な理由で、住居を構える意思がない場合 

• 課税年度の183日を超えない（到着日と出発日を除く）場合 

 

３．８ 付加価値税（VAT） 

ザンビア歳入庁は、付加価値税法を管理運営する。付加価値税は、1995 年 7 月、製造・小売

税に取って代わり、ザンビアに導入された。付加価値税は INVOICE に基づいており、目的地原則
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で運用されている。目的地原則では、商品とサービスが起源国ではなく、消費国で税を課税され

る。付加価値税は商品及びサービスを 3 つに分類して、 終的に確定される。 

• 標準レート17.5% 

• ゼロ・レート 

• 免税 

付加価値税の基本税率は 17.5%となるが、ある特定の商品とサービスは、ゼロ課税されるか、

または免除される。付加価値税目的のための登録は、（販売税の代わりに制定された）1995 年の

付加価値税法第 4 号において定義されるような、標準課税及びゼロ課税の商品及びサービスを

扱い、その、課税売上高が、年間 3,000ZK を超えるか、四半期（3 か月）あたり 750 万 ZK を超え

る、すべてのディーラー及び供給業者に義務付けられている。売上高が、規定 低売上高を下回

るディーラーには、自発的な登録が認められる。 

登録供給業者またはディーラーは、納税期間延長のオプションを認められた場合を除き、規定

された会計期間の 21 日以内に、毎月、付加価値税報告書を提出することが求められる。報告書

の非提出を含めて、報告書提出が遅れたり、提出しそこなった場合、罰則が課せられる。 

仕入控除は、税金請求書、またはその他の証拠書類の日付から 3 年以内であれば、払戻しを

受けることができる。付加価値税目的の登録日以前に発生した、仕入控除の払戻し期間は、3 か

月である。 

 

３．９ 信託制度 

ザンビアでの信託制度は、所得税法第 19 節によって規定される。第 19 節は、ザンビア居住者、

または同法の開始以降の居住者には限定されず、所得税法の第 2 節における「人物」という用語

の定義に含まれる。信託資産には、遺産及び破産財産としての税率と同じ税率が課せられる。 

所得税法第 66 節は、管財人をトラストの納税代理人としている。管財人に支払われる料金は、

他の当該の費用と同様に、第 29 節の下で、信託の収入からの控除として位置付けられる。 

 

３．１０ キャピタルゲイン課税 

いかなるキャピタルゲイン課税も課せられない。 

 

３．１１ 為替レート 

ザンビアの経済は完全に自由化され、その結果、為替レートには、いかなる為替管理もなく、具

体化した利益、配当金、またはロイヤルティへの制限がないも同然で、完全に市場原理で決定さ

れる。 

 

３．１２ 外貨交換 

主要都市内にある大部分の施設は、US ドルを通貨として受け付けるが、その他の場所に旅行

する時は、手持ち通貨をザンビア kwachas に換金することが勧められる。 

外貨の輸入には、それが通貨申告書式によって到着時に申告される限り、いかなる制限もない。 

2007 年 8 月 15 日付けで、ザンビアの Kwacha は、以下のレートで換金されている。 

• 1 USドル = 4083.30ザンビアKwacha  

• 1 ザンビア Kwacha （ZMK） = 0.0002449 US ドル （USD） 

• 1 円 = 34.58488 ザンビア Kwacha  

• 1ザンビアKwacha （ZMK） = 0.02891円 （JPY） 
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４ 鉱業部門概観 
４．１ はじめに 

ザンビアは、幅広く、様々な鉱物資源に恵まれ、特に銅・コバルト、金、ジェムストーン、様々な

工業用鉱物及び潜在的なエネルギー資源である、ウラン、石炭及び炭化水素がある。世界規模

の操業鉱山から、小規模探鉱まで、様々な規模の鉱山があり、資源の多様性が、さらなる探鉱と

開発のビジネスチャンスを明確に示している。鉱業部門は、直接的、間接的に、多くの意味で、ザ

ンビア経済に大きく貢献している。 

 

図 ４：ザンビアの地質概要 

 
出典：Zambia Geological Survey 

 

４．２ ザンビアの鉱物資源 

地質学的に、ザンビアは、Congo クラトン及び Zimbabwean クラトンの間に位置し、従って、古代

の変動帯及び古代クラトン諸相に特徴的な地質学的要素を含んでいる。土壌、砂、及び半ば固ま

った母材の、風化したマントルの下に、先カンブリア地代から現代までの岩石が横たわっている。

これらの火成岩、堆積岩、及び変成岩は、地質学的、かつ経済的に、ザンビアの基礎をなしてい

る。 

経済的に重要な鉱物は次のとおりである。 
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４．２．１ 金 

• 300以上の鉱徴地が記録されているが、多くは有望地でしかない。 

• 大部分は、Mwembeshi剪断帯及びそれと関係する造構同時時貫入に関連する鉱脈タイプ

の鉱体である。  

• また、重要な金の鉱化が、Katanga Successionの底部近くの主要衝上断層の中で、銅や

ウランと共に様々な形で生じている。 

• 小規模な砂金が、Bangweulu 地塊にあるMporokoso 層群の中で報告されてきた。 

 

図 ５：ザンビアの金鉱床 

 
出典：Zambia Geological Survey 
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４．２．２ 銅、コバルト 

• 10億t以上の鉱石 （2.7%Cu含有） が、カッパーベルト内の諸鉱山から生産されてきた。カッ

パーベルトの地質は図6のとおり。 

• 控えめな推定で、さらに20億tが未開発である。 

• カッパーベルトの鉱化は、lower-Katanga Mine 系列群の砂岩、頁岩及び炭酸塩岩の中で

層準規制されている。 

• 銅資源は、以下においても確認されてきた。 

 Basementと Katanga シーケンスとの間のデタッチメント・ゾーンを示す、ザンビ

ア北西部の衝上断層帯 

 下部Katanga層を貫く剪断と貫入が、相当数の鉱脈状、網状、角礫型及びス

カルン鉱床を生み出してきたザンビア西部及び中央部 

• その他のタイプの鉱床には以下が含まれる。 

 Mkushiエリアの鉱染銅鉱化 

 Lusaka エリアの銅を胚胎する層状硫化物 

 

図 ６：カッパーベルトの地質 

 
出典：Zambia Geological Survey 

 

４．２．３ 亜鉛、鉛 

• 炭酸塩を母岩とする鉛・亜鉛鉱石が、ザンビア中央部のKabwe鉱床から採掘されてきた

（平均品位Zn25%及びPb15%）。 

• 層準規制的な鉱化は、炭酸塩岩石中に塊状、角礫状及び硫化物を含む 

• 同じ地質的位置にあり、一部銅に富む、似たようなスタイルの鉱化は、Kabweエリア一帯と、

Kapiri Mposhiへ向かう北方向に存在する。 

• 炭酸塩を母岩とするPb-Znは、以下で確認されてきた。  

 カッパーベルト内の、下部Roan石灰岩 

 ザンビア西部の、下部Kundelungu 岩石 

• 層準規制型Cu-Zn-Pb鉱床が、ザンビア南東部のBasement及びMuvaシーケンスに胚胎し

ている。  
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４．２．４ 鉄鉱石及びマンガン鉱 

• 相当量の鉄資源がこれまで確認されてきており、主として、ザンビア中央部及び西部の一

連のlower-Katanga Mine 系列群における堆積性鉄鉱石として胚胎している。 

• 鉄含有量50%の9億t以上の総資源量が暫定的に推定されており、2億t規模の鉱床がいく

つか存在する。 

• 小規模で高品位のスカルン鉱床及び交代鉱床は、ザンビア西部、特にHook Granite 

Complex周辺での、下部Katanga層へのPan-African期の珪長質、苦鉄質の貫入活動に関

連しているが、このような鉱床が評価されたことはほとんどない。 

• マンガン鉱の鉱徴は数多くあるが、ほとんどは小規模で、主に以下のように生じている。 

 Basement及びMuvaシーケンスにおける層状鉱床（おそらくexhalative 型） 

 浅成濃縮（限定的な低品位堆積、又は鉛直フラクチャーにおける濃縮） 

 

図 ７：ザンビアの鉄鉱床とマンガン鉱床 

 
出典：Zambia Geological Survey 

 



－26－ 

４．２．５ ニッケル、白金族金属 （PGMs） 

• ニッケルの鉱徴は、Mpala Gorge近傍の1箇所を含め、ルサカ南東部のBasementシーケン

スで確認されている。 

• ザンビア北西部のMwashia、Mine Series中の堆積岩を母岩とするニッケル鉱床は、斑れい

岩貫入に関連しており、しばしば熱水富化作用の痕跡を示している。 

• 少量のPGMが、主要なカッパーベルト鉱山で銅精錬の副産物として生産されている。 

 

図 ８：ザンビアのニッケルとコバルト鉱床 

 
出典：Zambia Geological Survey 
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４．２．６ ダイヤモンド 

• 沖積層のダイヤモンドが、ザンビアの北部、北東部及び西部一帯で報告されてきた。 

• キンバーライトとランプロアイトの貫入が、Luangwa河西岸内とその近辺、及びザンビア南

部でも生じているが、ダイアモンドを胚胎するダイアトリームは、今のところ発見されていな

い。 

 

図 ９：ザンビアのダイアモンド鉱床 

 
出典：Zambia Geological Survey 

 

４．２．７ エメラルド 

• ザンビアは、世界のエメラルドの約20%を生産しており、その深緑の色合いのため、多くの

需要がある。 

• それらは、カッパーベルト南部のNdola Rural地区でのみ採取されており、トルマリン及び金

雲母を含有するペグマタイト鉱体が貫入した、Muva年代の滑石片岩を母岩としている。 

 

４．２．８ その他のジェムストーン 

• アクアマリンとトルマリンは、ザンビア東部のLundaziとNyimba地区で採掘されている。 

• 紫水晶 （アメシスト） は、現在、Kariba湖近くのMwakambwiko Hillsで採掘されており、後期

Karoo、若しくはポストKaroo地殻変動中に生じた鉱脈及び構造内に胚胎している。 

 

４．２．９ ウラン 

• ザンビアでは、相当量のウラン鉱徴が確認されてきた。 

• Escarpment Grit Formation、及びMid-Zambezi Riftの砂岩の一群において、Karoo鉱徴地

には、 大1,000ppmとなる砕屑堆積性ウランを含んでいる。 

• カッパーベルト鉱化に関連したウラン鉱徴は、銅鉱化の底部近く、または、銅鉱体直下に
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胚胎する下盤岩内に集中している。 

• 1957-1959年の期間、Nkana鉱山から合計で12万 kgの酸化ウラン（U3O8）が生産された。 

• Basementドームのウラン鉱化は多様な形で銅と金を伴い、ほぼ、藍晶石を含んだ片岩の

中に胚胎する。 

• 例として、Mwombezhi ドームにある、Lumwana Malundwe鉱床は、少量の金を伴った1,950

万tの銅鉱石（銅品位1.4%）の他に、約4千tの酸化ウラン（U3O8）を含む。 

 

４．２．１０ 石炭 

• ザンビアには相当量の石炭資源が賦存しており、1967年以来、継続的に石炭を生産して

きた。特に、ザンビア南部、Kariba湖近傍の露天採掘鉱山である、Maamba炭鉱からは大

量の石炭が産出されてきた。 

• Maamba 石炭鉱床及びその他に知られている石炭鉱床は、Mid Zambezi Rift Valley 内の、

下部Karoo Gwembe 累層のみの胚胎に限られている。 

• Maamba鉱床はKazinze 盆地内に生じているが、石炭層は、隣接する盆地でも発見されて

いる。 

• 薄い石炭層と炭質の頁岩も、以下で確認されてきた。 

 Luangwa及び Luano- Lukusashi Valleysの下部Karoo層 

 ザンビア西部にあるBarotse Basinの東部 

 

４．２．１１ 石油 

• 1986年から1991年までの、Mobil社とPlacid Oil社による探鉱プログラムでは、石油は発見

されなかったが、Luangwa Rift Valley内の2つのボーリング孔のうちの1つは、 も好ましい

貯留層の層準に達する前に終了した。 

• 石油を産み出す可能性がある炭質岩が基底にある、沿岸部及び大陸の堆積物が、

Luangwa ValleyとMid-Zambezi ValleyのKaroo期地溝内に存在している。 

 

４．２．１２ 工業用鉱物他 

ザンビアにおいて、長石、珪砂、燐酸塩、石灰岩、粘土などの鉱物資源の賦存が確認されてお

り、主に小規模採掘の対象となっている。 

 

４．３ ザンビアの資源ポテンシャル 

ザンビアは、銅、コバルト、亜鉛、鉛、ウランや石炭などの様々な鉱物資源に富んでおり、世界

で知られている銅埋蔵量の 6%を占めている。さらに、ザンビアには、貴重な鉱物の鉱床が豊富に

あり、その中には、紫水晶、アクアマリン、エメラルド、黄水晶、電気石、金、銀、ダイヤモンド及び

ガーネットが含まれる。 

長年、ザンビアは、その伝統的な鉱業活動である、銅とコバルトに極端に依存してきており、こ

の両者から外貨収入のほとんどを生み出している。金とコバルトは、セレニウムと共に、銅生産の

副産物であり、一方、Kabwe では、鉛・亜鉛の操業から、銀が生産された。 

ザンビアでは、銅鉱業が国の経済開発において重要な役割を果たしており、輸出額の 64%以上

を占める。経済における銅鉱業の圧倒的な地位により、その他の潜在的鉱物資源、特にジェムス

トーンと工業用鉱物の開発は、陰に隠れてしまっているのが現状である。採算性のある開発が可

能な、その他の鉱物鉱床には、錫、金、マンガン、ホタル石、滑石、グラファイト、粘土、大理石、切

石、鉄鉱石及び石炭が含まれる。後者のみが、国内需要を満たすために開発されてきた。 

 

４．４ 鉱業生産 

銅とコバルトが、生産量の点からザンビアでトップの生産品であり続けている一方、その他のい

くつかの鉱物、ジェムストーン、石灰岩のような工業用鉱物の生産が近年増加している。 

表 9 は、2005 年と 2006 年におけるサンビアの主要鉱産品の生産量である。 
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表 ９：ザンビアの鉱産品生産量 

鉱産品 2005 2006 

銅 （t） 459,284 515,010 

コバルト （t） 5,447 4,648 

アメシスト （gm） 1,301,467 811,553 

エメラルド/緑柱医師 （gm） 2,105,293 2,836,420 

電気石 （gm） 1,356 892 

アクアマリン （gm） 21,023 33,677 

柘榴石 （gm） 587 634 

石英 （gm） 1,152 6,491 

滑石 （t） 2,772 1,858 

石灰岩 （t） 571,844 623,173 

石炭 （t） 76,412 62,498 

出典：Ministry of Mines and Mineral Development 

 

４．５ 地質図作成 

図 10 は、地質図作成の進展の概要である。図面ができていない地域には、DRC と国境を接す

る北部及び西部地方が含まれる。地図上で陰影をつけられた地域は、1996 年から 2000 年まで

の間に編集された地域を示している。 

 

図 １０：ザンビアの地質図作成の進展 

 
出典：Zambia Geological Survey 
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４．６ 現在の鉱業活動と諸動向 

2001 年に民営化プロセスが完了して以降、活発な探鉱、採掘活動が行われてきた。探鉱と採

掘のほとんどは、カッパーベルト及び北西部に集中しており、また、国土の約 9 割の地域で探鉱ラ

イセンスが保有されている。 

現在の銅ブームの中で、投資は極めて堅調なまま推移している。ほとんどの操業者は、鉱山拡

張プロジェクトに大規模な投資を行っており、探鉱費も大きく拡大している。 
 
４．６．１ 銅、コバルト 

Konkola Copper Mines 社 （KCM） 

KCM は、ザンビア 大の銅生産企業であり、Vedanta Resources 社（ロンドン証券取引所上

場。インド資本）の子会社で、Chingola、Konkola、Kitwe 及び Nampundwe の操業場に 1 万人以

上を雇用している。 

2006 年の銅の鉱山生産量は、前年の 164 千 t から 141 千 t と低迷した。この主な要因は、

第４四半期、Nchanga リーチング・プラントからの硫酸流出事故発生のため、操業が一時停止さ

れことが影響している。 

KCM は、Vedanta Resources 社の資本参加により、増産に向けて、新たな段階を迎えており、

2007 年における銅の年間生産能力は 316 千 t に拡張される予定である。2004 年 11 月、

Vedanta Resources 社は、2009 年までの Konkola Deep Mining プロジェクト（KDMP）の開発な

どを条件に、48.2 百万 US ドルで KCM の権益 51%を Zambia Copper Investment（ZCI）社から獲

得、2005 年に入り、4 億 US ドルの投資計画を発表し、埋蔵量 215 百万 t、銅品位 3.8%と言わ

れている世界でも有数の KDMP 銅鉱床の開発に向け、本格始動した。現在、KDMP は 2006 年

末完了の予定で F/S が進められており、開発に移行すれば、鉱山ライフを 2032 年まで延長す

ることが可能となる。また、KDMP の開発を見据え、2008 年半ば完了を目途に、Nkana 製錬プ

ラントの拡張プロジェクトも進められており、KCM だけではなく、Kansanshi 鉱山や計画中の

Lumwana プロジェクトなどの国内の新規鉱山他からの精鉱製錬も行う予定である。拡張プロジ

ェクトの投資額は 125 百万 US ドルである。 
 

First Quantum Minerals 社 

カッパーベルト一帯で、積極的な探鉱、採掘活動を実施している。 

• Kansanshi鉱山 

2003 年から開発が進められていた Kansanshi 鉱山の商業生産が 2005 年 4 月に開始され、

2005 年の銅生産量約 80 千 t から、2006 年は通年生産体制となり、60%増となる 127 千 t であ

った。2007 年の銅の生産見通しは 145 千 t となり、今後、リーチング・プラントを始めとする生

産規模の拡張により 2008 年までに銅生産量を 164 千 t 規模に拡大する計画である。 

• Buwana/Lonshi鉱山 

ザンビアとコンゴ民主共和国（コンゴ）の国境を挟み、コンゴにある Lonshi 鉱山で採掘を行い、

ザンビアの Buwana にある SX/EW プラントにて鉱石処理を行う、２国間にまたがる鉱山である。

2006 年における銅生産量は、前年と同様の 51 千 t となった。2007 年の銅生産量の見通しは

45 千 t となっているが、2007 年 3 月にコンゴ Katanga 州で発生した、ザンビアへの銅、コバル

トの未処理鉱石の輸出停止措置が、本プロジェクトの生産量に、少なからず影響を及ぼしてい

る。同社の Frontier プロジェクト（コンゴ）の鉱石を Buwana プラントで処理する計画もなされて

いる。 

この他、Nkana と Mufulira の銅・コバルト事業に戦略的投資。 
 

Mopani Copper Mines 社（MCM） 

MCM は Glencore が権益 73%所有している。ザンビア第 2 位の銅生産規模を持つ MCM の

2006 年の銅の鉱山生産量は、前年の 133 千 t から 141 千 t へと 6%増となった。生産量の大半

は、Nkana （Kitwe） と Mufulira の地下採掘鉱山からのものであるが、採掘は、現在深部での操

業となっており、比較的高コストとなっている。特に、Mufulira では、メインの立坑は地下 1,400m

の位置まで進んでおり、さらに、高品位鉱体が地下深度 1,750m に存在しており、この鉱体への

アクセスのために、ほぼ垂直に近い立坑掘削が検討されている。 
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Mufulira East において、in situ リーチング・プロジェクトが開始され、買鉱酸化鉱及び以前採

掘された浅部鉱石を処理している。このプロジェクトは順調と報告されており、カソード銅の生産

量を、約 4 千 t/月に拡張するための計画が検討されている。 

Mufulira West では、過去に採掘されたエリアにある、浅部の酸化鉱石にアクセスするために、

地表からの立坑が掘削された。この掘削による地下の切羽は、酸化鉱石を 2 万 5 千 t/月生産

し、これもまた Mufulira East リーチング・プラントで処理される。 

MCM では、さらなる総生産量の拡大を目指し、その他の潜在的な鉱石採掘を積極的に検討

している。対象鉱床は、Mufulira 地区の Luansobe 鉱床  （銅平均品位 2.6%、鉱石量約 580 万

t） 及び Nkana 上部の酸化物鉱（3.1% Cu で 1,120 万 t）が、候補として挙がっている。 

また、2006 年半ばに完成した Mufulira の新たな製錬プラントにより、精鉱処理能力が年間

420 千 t から 650 千 t にアップしたことにより、銅の生産能力が、210 千 t と向上している。 
 

NFC Africa Mining 社 

NFC Africa Mining 社は、中国 China Non-ferrous Metals Corp（CNMC）の子会社であり、

Chambishi 銅鉱山を操業する。 

Chambishi 銅鉱山は、1998 年に CNMC が 20 百万 US ドルで取得した銅精鉱ベースで年間

生産 10～15 千 t 規模の鉱山である。これまで生産能力増強を図るため、継続的に投資が行

われてきたが、1.2 億 US ドルを投じ、リーチング・プラントと銅精錬プラントを建設する計画が

2005 年に発表されている。これらは、同鉱山の銅鉱石生産量が、今年、年産 100 万 t から 120

万 t への増産計画に対応するものであり、また、精錬プラントは付加価値製品の輸出が目的と

なり、これにより、ここ数年以内にカソード銅の年産を 10 万 t にする計画である。る。精錬プラ

ントは 2006 年 7 月から稼動している。さらに、2006 年 11 月、2.2 億 US ドルの投資により、年

間粗銅生産量 15 万 t 規模の製錬所を建設する計画が発表されている。2008 年１２月中に生

産開始を予定し、生産粗銅は中国向けに輸出される予定となっている。 

2006 年 7 月、Chambishi 銅鉱山において、落石事故、及び賃金アップ要求を発端とした、鉱

山労働者による暴動が相次いで発生し、生産が一次ストップした。落石事故により 2 日間の生

産中断を招き、労働者による暴動も発生の翌日には沈静化された模様であるが、暴動におい

ては、鉱山労働者が鉱山施設を破壊するなどの暴動が 25 日に発生し、暴徒化した労働者へ

の発砲事件にまで発展したと伝えられた。同鉱山では、ザンビア労働者側は中国側経営者に

対し、賃金などの労働条件面での不信感を以前から抱いていることが、この暴動発生の背景と

も言われており、さらに、中国経営者による労働者への発砲説もあったことから、ザンビア労働

者側の不信感がさらに拡大したとの組合側のコメントも伝えられるなど、労使間の溝が懸念さ

れている。 
 

Chibuluma Mines 社 

Chibuluma 鉱山及び Chibuluma South 鉱山を所有するが、Chibuluma 鉱山は、50 年以上の

操業の後、2005 年 2 月に生産を中止している。 

一方、隣接した Chibuluma South 鉱山（地下採掘）が 2004 年から生産を開始しており、当初

は通気設備の不調により、7,000t/月の鉱石採掘量であったが、2006 年半ばにフル操業が可能

となる予定で、鉱石採掘量は 40,000t/月となり、初年度となる 2006 年度（2006 年 6 月末期）の

銅生産量は８千 t であった。 

Chibuluma South 鉱山では、地下生産を約 25%増産するオプションを、現在、検討中であり、

加えて、同鉱山の 1.5 km 南にある Chifupu 鉱床の予備的評価が進行中である。この鉱床は、

斑銅鉱・黄銅鉱鉱化中に、銅品位 2.79% で、少なくとも銅含有量 20 万 t の資源があると推定さ

れ、露天採掘鉱床に発展する可能性があるとしている。  
 

Chambishi Metals 社 

スイスの J&W Holdings 社によって保有されている。 2005 年には、3,648 t のコバルトと、1.8

万 t の銅を生産した。 コバルトのほとんどは、Nkana 廃さいの再生利用から生産された。 

Baluba 鉱山の地下採掘事業は、銅鉱石を 5,000t/日生産することが期待されているが、引き

続き、困難な地盤条件に付きまとわれ、2005 年時点でフル操業に達していない模様である。 
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Lumwana 銅（ウラン） 開発プロジェクト 

Equinox Resources 社（豪）が 100%所有する、世界規模の未開発銅鉱床開発プロジェクトの

一つであり、Malundwe 鉱床と Chimiwungo 鉱床の 2 つの鉱床からなる。2006 年から鉱山建設

が進められ、2008 年第 2 四半期から生産開始が計画されている。精測＋概測＋予測の合計

鉱物資源量における銅含有量は 6.3 百万 t、開発計画は、当初 6 年間において、年間 170 千 t

規模の銅を生産する計画で、鉱山ライフは 37 年間となっている。また、鉱床中には、ウラン・リ

ッチな部分が独立して存在し、これまでに確認されている酸化ウランの合計は、概測＋予測資

源量で 21.8 百万 lbs であり、鉱山建設と同時並行で FS が進められている。 

生産される銅精鉱の 55%は、オフテイク契約により、既に Chambishi 鉱山への供給が決定さ

れており、残りは複数社と交渉中となっている。 

本プロジェクトに対するザンビア政府の投資条件は良好で(法人税率 25%、ロイヤルティ 0.6%

他）、政府も道路、送電等のインフラ面で同プロジェクトを支援している 
 

Mkoshi 銅探鉱プロジェクト 

African Eagle Resources 社（英）のプロジェクトで、ザンビア中央部、カッパーベルトの中央に

位置するキトウェから南東 160km に位置する。プロジェクトエリアには 7 つの既知銅鉱床を含

んでおり、うち 2 つの鉱床、Mtuga と Munshiwemba は過去に採掘されている。1990 年のレポー

トによれば、銅品位 1.2%、埋蔵量 3 千万 t、銅量にして 350 千 t がまだ存在するとされており、

AE 社は、2002 年に同エリアの探鉱ライセンスを取得している。これまで実施した調査によって

算定された予測鉱物資源量は、カットオフ品位 0.3%で、10.7 百万 t、銅品位 0.73%と発表されて

いる。2006 年、Central Asia Gold 社（豪）と、本プロジェクトの JV 協定を締結している。 
 

Mumbwa 銅・金探鉱プロジェクト 

Mumbwa 銅金プロジェクトは、ザンビア中央部に位置し、面積 5,200km2。3 つの主要な IOCG

型角礫状銅金鉱脈を含んでいる。BHP Billiton が調査を行ってきたが、2004 年に、AIM 

Resources 社（豪）との JV にて実施することし、Falcon System による空中探査（8,725km）を実

施、データ処理を行い現存の物理探査及び地化学探査データとあわせ、23 の試掘点を選定し

ている。JV 契約では、AIM 社は 70%のシェアを獲得するため、4 年間で 3 段階に分けて総額

300 万 US ドルを支出する義務がある。 終段階で BHP Billiton は 2%の Net Smelter Return 

Royalty を残して撤退するか、プレ FS または FS の実施を条件に 80%までシェアを取り戻すこと

の選択ができることとなっている。 
 

その他 

Caledonia Mining 社（カナダ）の Nama 銅・コバルト探鉱プロジェクト、Zambezi Resources（豪）

の複数の銅探鉱プロジェクト、コンゴ民主共和国で開発案件を手掛ける Anvil Mining 社（豪）の

ザンビアでの事業展開など、積極的な探鉱活動が展開している。 
 
４．６．２ 金、貴金属 

ZCCM が、これまでに、銅の副産物としてごく少量の金が生産されてきた（1906 年以来 2 千

kg）。しかし、昨今の金価格の上昇により、金の探鉱・生産が大きく増加する可能性がある。 
 
４．６．３ 鉛、亜鉛 

ZCCM は、近年、ザンビアの鉛と亜鉛の生産の主力を担う、1994 年に閉山された Kabwe 鉱山

の操業を開始した。 近の推定では、鉱山周辺の資源量は、亜鉛品位 3.8% 及び鉛品位 1.8% で、

約 5 千万 t とされている。 

 

４．６．４ ニッケル 

Munali ニッケル探鉱プロジェクト 

Munali プロジェクトは、ザンビアの首都ルサカの南 60km に位置し、1969 年に鉱床が発見さ

れ、2002 年に Albidon 社（豪）が引き継いだ。銅生産国であるザンビアにおいての初のニッケル

生産鉱山となるべく、2006 年から鉱山建設に着手されている。2006 年に発表された Enterprise
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鉱床のバンカブル FS 結果では、推定鉱石埋蔵量 6.7 百万 t、品位は Ni：1.23%、Cu：0.17%、Co：

0.07%、Pd：0.53g/t、Pt：0.23g/t、金属含有量は Ni：82 千 t、Cu：11.7 千 t、Co：4.4 千 t、Pd：

114.4 千 oz、Pt：50.4 千 oz であり、鉱石年間採掘量 900 千 t、ニッケル生産量は年間 8,600t

（精鉱含有ベース）、プロジェクト・ライフは建設期間を含め 10 年といった結果が得られており、

2008 年第２四半期からの生産開始を計画している。また、中国 Jinchuan Group との間でオフ

テイク契約が締結されており、同鉱山からのニッケル精鉱は、Jinchuan Group に売却される予

定である。 

Munali プロジェクトにおいては、開発対象である Enterprise 鉱床の深部域に、さらに延伸して

いる鉱床が確認されており、また、同鉱床から北部の離れた地点で他の Voyager 鉱床も確認さ

れているが、これまでに実施した Enterprise-Voyager 鉱床間の鉱化の連続性を把握のための

ボーリング結果も発表された。その結果、５地点で、ニッケル、プラチナ等の鉱化が確認され、

も良い結果で、ボーリング着鉱幅 4m において、ニッケル品位 1.38%、白金族品位 1.35ｇ/t が

確認されている。 

本プロジェクトの開発に係る税制上の優遇措置に関する協定も既にザンビア政府と締結して

おり、2007 年から 5 年間における全ての税・ロイヤルティを固定化、資本支出の控除及び税引

損失の 10 年間の繰越、源泉課税の免税、関税の支払延期などプロジェクトの開発に税制上の

インセンティブを与える内容と、開発の際の同社が行うべき地域社会開発及び環境保護に関す

る主要事項も盛り込んだ協定内容となっている。適用範囲は同プロジェクトの Enterprise 鉱床

のみならず、800km2 に及ぶライセンス内の全ての開発プロジェクトに適用される。 

Albidon 社はこの他に、ザンビア南部 Mazabuka 近くに、広大な探鉱ライセンスを保有し、また、

ジンバブエ及びモザンビーク国境沿いにもライセンスを所有する。 

 

４．６．５ ウラン 

Oryx ウラン探鉱プロジェクト 

Zambezi Resources 社（豪）の初期段階のプロジェクトで、トレンチと地化学試料採取プログラ

ムの第一段階を 近完了した。 同エリアの地質解釈では、熱水貫入スタイル・モデルの有効性

が確認されている。 
 
４．６．６ その他の主要鉱業活動 

その他、欧米企業によるダイヤモンドの探鉱活動が目立ってきており、Motapa Diamonds 社 

（BHP-Billiton World Exploration 社子会社）60%と Caledonia Mining 社（カナダ）40%の JV 事業や、 

Spirit of the River 社（カナダ）、Billiton Development （Zambia）社などが探鉱プロジェクトを展開し

ている。 
 
４．７ 鉱業部門支援機関 

４．７．１ 地質調査局 

この局は、地質学、地球物理学及び地球化学的なデータと、それに関連する支援サービスを一

般に提供している。表 10 は局内の部署及びその核となるサービスを示している。 
 

表 １０：ザンビア地質調査局の各部署と機能 

部  署 中心的な機能 

化学ラボ 試料の化学的分析 

物理探査部 地球物理学分析 

鉱物選鉱と冶金ラボ 乾式分析、選鉱試験. 

宝石部門 宝石の同定、認証及び評価 

鉱物学及び 岩石学ラボ 岩石学研究。X 線回折及び蛍光分析 

地図部門 地質図の作成 

情報部門 情報請求窓口 
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４．７．２ 鉱山大学校 

ザンビア鉱山大学校（Zambia School of Mines）は、ザンビアの主要な鉱業研究機関の一つとし

て、十分認知されており、定期的に学術レポートを発表している。同校は、学部と大学院の双方で、

鉱山工学、地質学、鉱石処理及び冶金学の学位を提供している。 

同校の研究には、銅・コバルトとジェムストーンをテーマとしたものが主流であるが、 近は、国

内の小規模採掘部門についても重点的な研究が行われており、その中には、現行の法令と訓練

プログラムの再評価なども含まれている。ザンビアにおける鉱業部門の技能不足問題は、同校の

もう一つの重点研究課題であり、同校卒業生は国内人材の育成・確保に一役を果たしている。 
 
４．８ 鉱業部門の投資機会 

ザンビアには、ベースメタル、ジェムストーン、工業用鉱物、エネルギー資源、それに貴石など

が幅広く存在する。しかしながら、鉱物資源の探鉱と開発の も重要な投資のビジネスチャンス

は、ベースメタルとエネルギー資源にある。主要な探鉱投資有望エリアは以下のとおりである。 
 
４．８．１ ベースメタル 

銅：カッパーベルト、Kansanshi 及び Lumwana の既存鉱山に投資のビジネスチャンスがある。

以下で銅の主要な探鉱活動が進行中である。 

• Luska 近くのChongwe 

• 北西地方のKasempa及びKabompo地区  

• 中央地方のMkushi 地区 

鉄：Kafue に製鉄所を現在建設中で、鉄鉱石探鉱をさらに実施する必要がある。特に、北西地

方では、1980 年代に Tika 鉄鋼プラント建設が中断した過去の経緯もあり、このエリアでの

探鉱投資が必要とされている。現在、以下のエリアにおいてさらなる探鉱が計画されている。 

• NambalaとSonkwe Hills （Mumbwaの南西）. 

• ルサカの西方のSanje Hill、Cheta Hill及びNawantombwa 

ニッケル：Kafue の南の Munali Hills 
 
４．８．２ エネルギー鉱物 

石炭：南部地方の Maamba 鉱床開発における、既存及び新規プラントへの追加投資  

石油：微生物試掘（Microbial Prospecting for Oil and Gas = MPOG）により、石油存在の徴候が

得られた、ザンビア北西部の Chavuma、Zambezi 及び Kabompo の諸地区への探鉱投資。

政府は、詳細な試掘作業を行う会社を対象として入札の準備を進めている。 
 
４．９ 投資に影響を及ぼす諸問題 

４．９．１ 企業の社会責任 

法人の社会責任 （CSR） は法律では規定されないが、ザンビアで事業を行う諸企業は、この国

の諸地域社会への投資を奨励されている。この国で事業を行っている、主要な外国企業のほとん

どは、自主的な CSR プログラムを実施してきた。鉱山会社によって実施された CSR イニシアチブ

に関する事例には、マラリア撲滅キャンペーン、HIV プログラム、カッパーベルト地区での道路修

復が含まれる。 
 
４．９．２ 経済的権限付与に関する法 

2006 年 5 月に満場一致で採択された、市民への経済的権限付与に関する法は、経済への積

極的な参加を通じて、この国の市民に経済的権限を与えることを目的としている。鉱業部門にとっ

て、特に関心を引くのは、「幅広い経済権限委譲を進めるために、国内外の投資家たちの間での、

ジョイントベンチャー及び提携関係を通じた、グリーンフィールド投資を促進すること」という、本法

の目的だろう。本法には、投資家が精通する必要がある重要な内容が含まれている。 
 
４．９．３ 労働者訓練 

大規模な鉱山会社は、その事業の雇用のために、ザンビア人労働者を訓練する必要がある。

実際、鉱業ライセンス申請に際して、提案書には、その会社がザンビア市民を訓練し、雇用する

意思と提案が含まれる必要がある。したがって、一般に、労働力の輸入は推奨されない。 
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５ ザンビア鉱業関係先リスト（2007 年９月現在） 
 

Ministry of Mines & Minerals Development 

New Government Complex , 

Independence Avenue P.O. Box 31969 

LUSAKA 

Tel：+260-1-235323/6, 235317 

Fax：+260-1-235318 

Website：http://www.zambiamining.co.zm 

 

Geological Survey Department 

PO Box 50135, Lusaka 

Tel / Fax：+260 1 251557, +26 097 811 909 

E-mail：gsd@zamnet.zm 

Website：www.zambia-mining.com/government.html 

 

Mines Development Department 

PO Box 31969, Lusaka 

Tel：+260 1 237306, +26 096 908 688 

E-mail：gerhad.kangamba@msdp.org.zm 

Website：www.zambiamining.co.zm 

 

Ministry of Environment and Natural Resources 

PO Box 30055, Lusaka 

Tel：+260 1 251 588 

 

Ministry of Commerce, Trade and Industry 

Cairo Road, PO Box 31968/34373, Lusaka 

Tel：+260 1 228 301 / 227 225 Fax：+260 1 226 673 

 

Zambia Investment Center （ZIC） 

6457 Los Angeles Boulevard 

P O Box 34580 

Tel：+260-1-254214 Fax：+260-1-252150 

Lusaka, 

Zambia 

Email：invest@zamnet.zm 

Website：http://www.zic.org.zm 

 

Zambia Privatisation Agency （ZPA） 

P O Box 30819, Lusaka 

Tel：+260-1-223-858/9 Fax：+260-1-227-250/225-270 

E-mail：zpa@zpa.org.zm 

Website：http://www.zpa.org.zm 

 

Registrar of Companies 

Kwacha House, PO Box 31968, Lusaka 

Tel：+260 1 227 225 / 223 761 
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Development Bank of Zambia 

PO Box 33955, Lusaka 

Tel：+260 1 228 576 Fax：+260 1 222 426 

Website：http://www.dbz.co.zm 

 

Export Board of Zambia 

3rd Floor Lotti House 

P.O. Box 30064, Lusaka 

Tel：+260 1 228 106/7 Fax：+260 1 222 509 

Email：ebzint@zamnet.zm 

Website：http://www.ebz.co.zm 

 

School of Mines, University of Zambia 

PO Box 32379, Lusaka 

Tel：+260 1 251 672 Fax：+260 1 253 952 

Website：http://www.unza.zm/mines/mines.htm 

 

Zambia Chamber of Mines 

Tel：+260 2 731 406, 748 453, 731 106, +260-96 804995 Fax：+260 2 730 302 

Email：comines@zamnet.zm 

 

Zambia Association of Chambers of Commerce and Industry （ZACCI） 

Ndeke Hotel, Longacres, Nddza Chisiza Road, P.O.Box 30844, Lusaka 

Tel：+260-1-252-369 Fax：+260-1-252-483 

Email：zacci@zamnet.zm 

 

Common Market for Eastern and Southern Africa （COMESA） 

P.O. Box 30051, Lusaka 

Tel：+260 1 229 725 Fax：+260 1 224 961, 225 107 

Email：comesa@comesa.int 

Website：http://www.comesa.int 

 

The Geological Society of Zambia 

c/o Department of Geology 

School of Mines, University of Zambia 

PO Box 32379, Lusaka 

Tel：+260 1 251 672 Fax：+260 1 253 952 

http://www.unza.zm/mines/geology/gsz.htm 

 

Statistical Office of Zambia 

P.O. Box 31908 Lusaka, Zambia 

Tel：260 1 251 377 Fax：260 1 253 468 

Email：info@zamstats.gov.zm 

Website：http://www.zamstats.gov.zm 
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Mbendi：Information for Africa 

http://www.mbendi.co.za 

 

Zambia Environmetnal Council 

http://www.necz.org.zm 

 

Zambia Revenue Authority 
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