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1. 一般事情 

1-1. 面積  271 万 7,300 ㎢ 
 

1-2. 人口  1,501 万人（2004 年 7 月 1 日現在） 
 

1-3. 主要産業  鉱業、農業、冶金・金属加工 
 

1-4. GNI  223 億ドル、一人当たり 1,510 ドル(2002 年世銀) 
 

1-5. 通貨  テンゲ（KZT） 
 

1-6. 為替レート  １US＄＝130.18KZT（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
1US＄＝ 138.20 144.50 150.20 154.60 144.22 

（International Financial Statistics 2004） 

1-7. 地下資源  後述 
 

1-8. 輸出額  129 億ドル（2003 年：CIS 統計委員会） 
 

1-9. 輸出品目  燃料･石油製品、鉄、銅･銅製品、穀物 (2001 年) 
 

1-10. 対日輸出品目 乗用車、バストラック、鋼管 
 

1-11. 輸入額  179.1 億円（2003 年：財務省貿易統計） 
 

1-12. 輸入品目  フェロアオイ、原油（2003 年：財務省貿易統計） 
 

1-13. 人種(民族) カザフ人 53.4%、ロシア人 30%、ウクライナ人 3.7%、ウズ

ベク人 2.5%、ドイツ人 2.4%、タタール人 1.7%、ウイグル人

1.4%、ベラルーシ人 0.7%、韓国・朝鮮人 0.5%(1999 年 調査) 
 

1-14. 公用語  カザフ語（憲法上の国家語）、ロシア語（同憲法上の公用語） 
 

1-15. 宗教  イスラム教スンニ派が優勢、他にロシア正教 
 

1-16. 地勢等    

(地勢) 国土の西部はボルガ河下流のカスピ海沿岸低地(アラル海西側のウスチュルト

台地(Ustyult)や東側のツラン低地(Turanskaya)なども含む)から北方ロシア低地に連

なり、ロシア領内から南に伸びるウラル山脈南端の高まりを経て東側では北辺は西シベ

リア低地となる。東部にはアルタイ山地、南方に天山山脈を控えて、これらに囲まれた

国土の中央に広大なカザフ草原(Kzakh Steppe)が広がり、同国は東西 3,000km、南北

約 1,500km に及ぶ。南半部では西部のキジルクム(Kyzylkum)砂漠からバルハシ湖南岸

まで砂漠地形も多い。  
(気候) 同国の気候は典型的～峻烈な大陸性気候で、全般に乾燥しており寒暖の差が激

しい。冬 1 月の平均気温は-19℃～-4℃、夏 7 月には 19℃～26℃になり、年間 低気温

は-45℃以下、 高は 30℃以上に達する。降積雪はさしたる量ではないが、冬季の季節

風は激しい。 
 



- 2 - カザフスタン 

(略史) 15 世紀中期に民族名が史上初登場したカザフ遊牧民族は、その後ウズベク族

と別れて、キプチャク草原（カザフスタン）に勢力を拡大し、17 世紀には大中小の部

族に分かれた。18 世紀中期には中国清朝への名目的な藩族国となる。 
1735 年にロシアがウラル山脈南端にオレンブルグ要塞を建設し、カザフスタン経営

の根拠地としてから、ロシア人の入植が始まった。1783～1797 年にはカザフ人の反ロ

シア暴動も発生したが、1860 年にはロシアは全カザフスタンを支配下におさめ、ロシ

ア人農民の大量植民が開始された。 
1920 年革命後の内戦を経て、ロシア共和国を構成する「キルギス・自治ソヴィエト

社会主義共和国」が創設され首都をオレンブルグに定めた。1924 年に中央アジアの民

族間国境設定により国境線の変更がなされ、翌年には首都をオレンブルグからクズィ

ル・オルダへ移し、国名を「カザフ・自治ソヴィエト社会共和国」に変更するも、1925
年には首都を現在のアルマティへ移転した。1929 年 ロシア共和国から切り離され、カ

ザフ･ソヴィエト社会主義共和国が創設されて、ソ連邦構成共和国となった。 
1990 年 10 月 25 日 共和国主権宣言、翌年 1991 年 12 月 10 日 国名が「カザフスタ

ン共和国」に変更され、同年 12 月 16 日共和国独立宣言がなされた。 
1997 年 12 月 10 日には首都をアルマティよりアクモラ（現・アスタナ）へ移転した。 

 

1-17. その他   

 カザフスタンは旧ソ連邦では有数の穀倉地帯を同国の西部と中部に持ち、小麦の主産

地として貢献したほか甜菜、馬鈴薯、綿の栽培や放牧を主とする農業国であったが、ソ

連邦での各種金属･燃料鉱物資源供給地と位置づけられて以来、鉄、石炭、非鉄金属、

石油などの開発生産が集中的に行われ、旧ソ連邦の中でも非常に重要な地位を占めてい

た。独立後、混乱と疲弊の時期はあったが、周辺の中央アジア諸国と異なり鉱物資源の

生産、特に石油の開発により国家財政を支えることが出来たため、その後の復旧と発展

も概ね順調に推移している。 
 

2.経済概要 

2003 年におけるカザフスタンの GDP 成長率は 9.2%と好調さを維持し、GDP の約 4 割を

占める鉱工業生産は 8.8%増であった(出典：カザフスタン国家統計庁)。 

 

3. 鉱業概要 
 

3-1. 鉱産品目別生産量 

 カザフスタン共和国は、非鉄金属資源の多種・豊富な埋蔵量に恵まれた国で、1991 年 12 月

ソ連崩壊により独立する以前は、分割統治を旨とする同連邦の中でも主要な非鉄金属供給地

として位置づけられ、その開発と生産に多大な投資がなされ、各種金属の生産を一貫して支え

てきた。 
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第 3-1 表 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 16.4 16.8 16.8 16.8 ±0 % 

 銀*1 816.0 816.0 816.0 816.0 ±0 % 

 銅*1 430,200.0 470,100.0 473,100.0 484,500.0 +2.4 % 

 鉛*1 39,200.0 37,700.0 45,200.0 38,200.0 -15.5 % 

 亜鉛*1 322,100.0 345,000.0 392,800.0 393,200.0 +0.1 % 

 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ*1 200.0 200.0 200.0 200.0 ±0 % 

 ｸﾛﾑ*2 2,610.0 2,460.0 2,450.0 N.D. － 

 ﾏﾝｶﾞﾝ*2 1,202.0 1,150.0 1,000.0 N.D. － 
出典：*1：World Metal Statistics, March 2004 

   *2：World Metal Statistics Yearbook 2003 

     (クロム・マンガン：鉱石量(千 t)) 

 

 (1) 金 
  ほとんどの金鉱山は年産数百 kg～1t 程度の操業規模で、他に副産物で回収

される金が年産 10t 程度あり、Kazzink 社(鉛・亜鉛鉱石随伴の金を年間 5～6t
回収)や、Kazakhmys 社(銅鉱石随伴の金を年間 3～4t 回収)が生産している。 

 

(2) 銅 
  世界 9位の生産量を誇るが、そのほぼ全量をKazakhmys社(Samsung Group 

27.55%、ABN AMRO Bank 19.51%、Cuprum Holding 社 15.0%他)が 3 つの

生産拠点で生産している。2003 年の同社の電気銅生産量(原料は全量自山鉱)
は 417.4 千 t であった。 

 

  ほかに、2003 年 1 月からは Karaganda 北方約 35km に位置する斑岩銅鉱床

タイプの Nurkazgan 鉱山(Samarskoe 鉱床)が生産を開始し、1 年間に銅鉱石

292 千 t が採掘された。 
 

(3) 亜鉛、鉛 
  カザフは亜鉛で世界 8 位、鉛では同 13 位の生産量を誇るが、 大の生産者

である Kazzink 社(Glencore 社(スイス)62.4%、カザフ政府 27.7%他)は、2 つ

の生産拠点で亜鉛、鉛及び銅を生産している。2003 年の同社の電気亜鉛生産

量(原料はほぼ自山鉱)は 276.8 千 t であった。 
 

(4) モリブデン 
  モリブデンは Balkhash GMK の Kounrad 鉱山と Sayak 鉱山の銅鉱石に随

伴して産出し、Balkhash 選鉱場で回収されている。 
 

(5) クロム 
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  カザフのクロム生産量は世界 3 位である。クロムのほとんどを生産する企業

体は Kazchrome 社(資本関係不明)で、その傘下の Donskoy GOK 社が Aktobe
州の Yuzhno- Kempirsaisky クロム鉱床(Donskoy 鉱山)で鉱石を生産しており、

2003 年には、対前年比 13%増となる 2,686.2 千 t を生産した。 
  また Kazchrome 社傘下の Aksu Ferroalloy Plant(AZF)と Ferrochrome 社は、

フェロクロム、フェロマンガンやフェロシリコンクロムなどのフェロアロイを

全体で 1,248.5 千 t(対前年比 11%増)生産した。 
 

  我が国は、2003 年にカザフスタンから酸化クロム 960t を、フェロクロム

186,792.8t をそれぞれ輸入した。 
  

(6) マンガン 
  カザフのマンガン生産量は 2002 年実績で世界 10 位である。Zhairemsky 

GOK(Nakosta AG 社(スイス)が支配株を所有)によると、2003 年のマンガン精

鉱生産量は 780.9 千 t であった。精鉱は、フェロマンガンなどのフェロアロイ

を生産する Kazchrome 社 AZF 向けに販売されるほか、2003 年 8 月からは、

中国による鉄鋼増産の影響で価格を大幅に値上げした豪州産鉱石から転向し

てきたロシア企業の Kosaya Gora Metallurgical Plant(KMZ)に対して輸出し

ている。Zhairemsky GOK では、2005 年の生産量を 832 千 t と計画している。 
 

(7) ウラン 
  ウランに関しては国営 Kazatomprom 社が Stepnoye、Tsentral- noye、No.6 

mines の各鉱山で採掘中で、2003 年には対前年比 6.6%増の 2,840t(世界 4 位)
を生産した。カザフ政府が定めた｢長期発展プログラム｣によれば、2015 年に

ウランの年産で 12,000t を目指すとして、Zarechnoye、Moikuduk、Jalpak、
Budenovskoye の各鉱床開発と、既抽出プラントの新設が計画されている。 

 

(8) チタン 
  2004 年 1 月、スポンジチタン生産者である Ust’Kamenogorsk Titanium- 

Magnesium Combine (UKTMK)の国家保有株 15.5%が売却されたことで、同

社(Specialty Metals 社(スイス)が 65.77%所有)は、完全に民営化された。

UKTMK では、220km の距離の Satpayevsk 鉱床から生産されるイルメナイ

ト精鉱(TiO2：54%)を主な原料としてスポンジチタンを生産している。2002 年

には 18.0 千 t のスポンジチタンを生産し、我が国は、2003 年にカザフスタン

からスポンジチタン 1,560.0t を輸入した。 
 

(9) レアメタル 
  ニッケル・コバルトは、Aktobe 州の Kempirsaisky 超塩基性岩体からの採

掘が 2000 年に再開され、ニッケル鉱石 100t/年を生産している。 
  タンタルは 1994 年に東 Kazakhstan 州の鉱山が品位低下で採掘を休止して
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以来、原料鉱石はすべて海外から調達されており、CIS 諸国で唯一のタンタル

生産者である Ulba Metallurgical Plant(UMZ)で精錬だけが行われている。 
 

3-2. 埋蔵量 
 

 同国の地下資源埋蔵量は豊富であり、銅･鉛･亜鉛の非鉄金属埋蔵量では旧ソ連邦の約

半分をも占めていた。非鉄金属鉱物資源の埋蔵では、クロムが、ドンスコイ・クロム鉱

山の鉱床単独で世界第 2 位を占め、鉛が世界第 5 位、レニウムが世界第 6 位、モリブデ

ン、ビスマスが世界第 9 位とされているほか、銅の埋蔵も多い。 

 

第 3-2 表 カザフスタンの鉱物資源埋蔵量 データ 

鉱 種 カザフ(A) 世界(B) (A)/(B) (%) ランク 
 銅 (千 t) 20,000 950,000 2.1 12 
 鉛 (千 t) 7,000 140,000 5.0 5 
 ビスマス (t) 10,000 680,000 1.5 9 
 クロム (千 t) 410,000 7,100,000 5.8 2 
 モリブデン(t) 200 19,000 1.1 9 
 レニウム (t) 250 10,000 2.5 6 
出典：Mineral Commodity Summaries 2003   

注：JOGMEC 資源金属情報センター 国別鉱業事情より抜粋 

・ 米国地質調査所発行の Mineral Commodity Summaries（MCS）のデータを使用。  

・ MCS に記載されている鉱産物のうち、金属資源を対象とし、さらに埋蔵量のデータが

数字で把握されている鉱産物のみが掲載対象。  

・ 埋蔵量のデータは、Reserve Base の数字を採用。  

・ ランクは、MCS 2003 に埋蔵量記載の国間の順位で、必ずしも世界順位を正確に反映

しているとは限らず。 

 

3-3. 輸出量 
 

 第 3-3表にカザフからの主たる金属資源及び金属産品に関する輸出品目と輸出量につ

いて、その推移を示す。 
  

3-4. 輸出額 

 2003 年のカザフからの主たる輸出産品は、石油ガス類では 8,403 百万ドルで全輸出

額の 65%を占める。また、鉄鋼製品(帯鋼)、銅、フェロ･アロイ、亜鉛、鉄鉱石、アル

ミナ、鉛及びクロム等の金属類の 2003 年の輸出額は 1,681 百万ドルであり、全輸出額

の 20%を占める。 
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第 3-3 表 カザフの主要金属輸出品とその輸出量 

 

 2002 年 2003 年 2004 年 
銅地金  (t) 398,854 391,433 375,656 
鉛地金  (t) 127,833 129,046 101,567 
亜鉛地金 (t) 94,973 63,929 61,655 
亜鉛合金 (t) 12,031 13,728 14,531 

         (出典: World Metal Statistics) 
 

4. 鉱業行政 
 

4-1. 法律 

2004 年 1 月、(6)～(8)の税制改正が行われた。(7)ロイヤルティに関しては、石油･

天然ガスの税率が明示されたが、金属鉱物については、ロイヤルティのあり方を含めて

検討中。 

(1) 地下資源利用ライセンスは原則入札によって付与され、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(6 年、延長可)、採掘権(25 年)、探鉱･採掘権(それぞれの作業に必要

な期間) 

(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：四半期毎に更新された鉱区図が発行され、取得が可能 

(6) 超過利得税(Excess Profit Tax)：税引後利益比率から 20%を控除した指標を

基に課税 

(7) ロイヤルティ：あり(採掘量に応じた課税、税率は個別に決定) 

(8) 特別税(Bonus)： 

    ・ 契約時の一括払い(鉱区の経済価値から個別に試算) 

  ・ 商業上の発見時の支払い(可採鉱量と国際市場価格から試算)  

    （JOGMEC カレントトピックス 2004/9/2） 

4-2. 政策 
 

4-2-1. 鉱業分野における優先項目 

カザフスタン政府は、鉱業・製錬分野を発展させるための鉱業政策として、以下の項

目を優先事項に掲げている。 

・鉱量拡大と新鉱床の開発 
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・生産効率の向上、製錬用原料の適切な貯蔵、有価金属の回収率向上 

・新規操業設備の導入による生産量の増大 

・国内・海外市場の要求を満たす競争力ある製品の生産 

・環境保全を増進させつつ鉱量を確保する新技術の開発 

・国内で未生産の新製品(高品位フェロアロイ等)の開発 

・選鉱・製錬工程における生産量増大による輸出能力の拡大 

・一層の品位向上と競争力強化のための技術革新の導入 

・生産量と消費量、輸出量と輸入量における格差の是正 

・技術開発・研究活動の促進と熟練技術者の育成 
 

4-2-2. 廃棄物に関する法改正の動向  

 また、政府は、選鉱・製錬過程で 8～20%の鉱物が回収されずに廃棄されている現状に

鑑み、これを改善するため鉱物資源利用者(Mineral Resources Users)の活動(Mineral 

Processing)を監視し、一定基準を超える事業者の取締りを行うとしており、背景には、

持続的開発のための鉱物資源の有効利用と環境保全の調和がある。特に、廃棄物の問題

は、住民の環境意識の高まりの点からも看過しできなくなってきており、現在、法律改

正が検討されている。関係者は、鉱物資源利用者に対して課されることになる条件が、

①実体経済と調和したものか、②関連法と整合するか等、いくつかの点に着目して動向

を注視している。 
 

 

4-2-3. レアメタル調達政策  

レアメタルは、国の経済安全保障にとって重要かつ IT 分野における戦略的な鉱物資

源だとの観点から、原料基盤を海外に依存している状況を打開するため、自国内での原

料供給を目標に掲げており、タンタル・ニオブなどのレアメタルに関する 2015 年まで

の｢長期発展プログラム｣が策定されている。 
 

4-2-4. 新投資法の発効 

2003 年 1 月、これまで外資に対する優遇措置とみなされてきた｢新参入の外国投資家

に対し、課税制度の安定を保証する規定｣が削除され、国内・国外の投資家に同じ待遇

を与える新投資法が発効し、新たに事業を開始する外国企業は国内投資家よりも有利な

条件を享受することができなくなった。 
 
4-3. 税制 

4-3-1. 鉱業税制の改正 

鉱業税制に関しては、2004 年 1 月、地下資源利用者に関する税制が大きく改正され

た。主に石油・ガス分野での税収増加を目的としたものであるが、鉱業分野に該当する

箇所も含まれ、主な注目点は、以下に示すとおりである。 
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（1）特別税(一括払い)： 

・Subscription Bonus：政府と資源利用に関する契約を締結し、事業実施権を取得した

時に支払い義務が発生する。 
 －金額は、当該鉱区の経済価値に基づき政府が試算した initial size を 低価額とし

て個別に決定される。 
・Commercial Discovery Bonus：商業上の発見があった時(追加鉱量を獲得した場合を

含む)に支払い義務が発生する。 
 －当該鉱区において商業上の発見があった場合、その都度、可採鉱量と国際市場価格

から計算される価額の 0.1%。 
 
（2）ロイヤルティ 

・金、銀、白金等の金属鉱物：政府が決定(今回の改正では、比率は明示されず)。 
・石油(石油と一緒に回収されるガスは 857t=1m3 として石油に換算され、加算される。 
 －生産量に応じて以下の比率で徴収される。 

 

ロイヤルティ率表 

生産量 

(年間) 
～2 百万 t ～3 百万 t ～4 百万 t ～5 百万 t

5 百万 t 

以上 

ﾛｲﾔﾙﾃｨ(%) 2 3 4 5 6 

 

（3）石油輸出税(RTEO)の導入 

 地下資源利用者が行った輸出量の実績と算定価格(国際市場価格を指標として、輸送

費等の差引き調整を行った上で算出された石油の平均単価)から計算される課税対象額

に対し、以下の段階的な税率が適用される。 

 

RTEO 率表 
算定価格 

(US$/ﾊﾞﾚﾙ) 19 20 21 ～ 37 38～39 39 以上 

税率(%) 1 4 7 ～ 30 31 33 

 
（4）超過利得税(Excess Profit Tax：EPT) 

 地下資源利用者に対して、得られた利益をベースにして、以下の計算式で試算された

金額が課税される。 
EPT 課税額＝EPT 課税対象額×EPT 率(下表) 
EPT 課税対象額＝所得税引後利益－(経費×20%) 
所得税引後利益比率＝(所得税引後利益÷経費)% 
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所得税＝(収入－経費)×30% 
EPT 率表 

所得税引後利益比率－20% ～5% ～15% ～30% 30%以上 

EPT 率(%) 15 30 45 60 

 

 

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

エネルギー･鉱物資源省 

地質鉱物保護委員会は、エネルギー･鉱物資源省に属し、鉱業法関連の行政手続きや国

が行う地質調査に関する事項を所管する。 

 

6. 投資環境 

6-1. 新投資法 

2003 年 1 月 8 日、従来の外国投資法(94 年)と直接投資支援法(97 年)に替わって、国内・

国外の投資家に同じ待遇を与える｢新投資法｣が発効した。主な注目点は、以下のとおり。 

(1) 投資家保護 

 国による企業の国有化や接収された場合、投資家が被った損害を全額補償 

(2) 契約の安定制 

 新法の発効以前に政府と投資家が交わした契約に基づく特典は、期間満了まで

効力を維持 

(従来あった｢新参入の外国投資家に対し、課税制度の安定を保証する｣規定は

削除) 

(3) 投資特恵 

 優先的業種(2003 年 5 月政令で業種を指定：農業や化学製品など 5 業種、鉱業

は含まれず)に適合し、新生産設備、既存設備の拡張・更新を行う投資活動に

対して供与 

・ 課税特恵：財産税、地代、所得税(5 年以内、固定資産への投資額に応じて

期間を決定) 

・ 関税免除：条件を満たす輸入設備・部品(1 年、但し 5 年まで延長可)  

 

6-2. 電力 

カザフスタン全土には 71 カ所の発電所があり、その総発電能力は 17GW を有する。

その総発電能力の内 88％の電力は火力発電所で、12％の電力が水力発電所により賄わ

れている。カザフスタンでは、独立時の混乱と施設の老朽化などの問題から、その発電
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量は 1991 年末の独立以来、減少傾向が続き需要を満たし兼ねる状態であった。 
しかし、1996 年の電力部門民営化に伴い、外資の参入など活発な動きが始まり、2000 

年以降は同国経済の回復に伴って発電量も着実な増加に転じ、2001 年には実績発電量

が 524 億 kwh に達したことから、同国独立以来初めて国内の電力需要消費量をカバー

出来るに至った。 
一方、電力供給の面では独立以来依然として問題を抱えたままの状態にあり、特に、

その送電・配電網はカザフ全土で総延長 28 万 5,000km に及ぶとされるが、メンテナン

スの不足から、インフラ劣化が進行していて、停電などのトラブルが頻発している。電

力産業部門を統括するカザフスタン･エネルギー鉱物資源省の試算によれば、送電ロス

は平均でも 15％に及ぶとされている。 
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7. 地質・鉱床概要 
 

7-1. 地質概略 

 カザフは、ユーラシアプレートの南端に位置している。ユーラシアプレートは、古生

代初期からシベリア地塊、ロシア地塊、タリム地塊などいくつかの地塊の衝突合体が行

われ、 終的にはその縁辺部にインド、アラビアプレートなどの衝突が加わり、著しい

構造帯が発達して現在のユーラシア・アジア大陸の中央部が形成された。 

 カザフおよび周辺の基本的な地質構造は、卓状地と造山帯の分布によって構成されて

いる。カザフの北東方にはシベリア卓状地（Siberian Platform）、北西方にはロシア

卓状地（Russian Platform）が広く分布し、これらの間に西シベリア低地の中生代・新

生代の厚い堆積岩類が発達して、その一部はカザフの中央部－西部を広く覆っている。

また、西シベリア低地の厚い堆積物の下部には、先カンブリア時代から古生代にかけて

のウラル地向斜（Ural geosyncline）の岩石がかくれている。この地向斜は、西へ続き

古生代後期にロシア卓状地とシベリア卓状地の衝突で形成されたウラル山脈に露出す

る。ウラル山脈の構造帯は南北に発達して、その南端がカザフまで分布しており、様々

な金属鉱床を胚胎している。 

 カザフの北半分からその東方にかけてアンガラ地向斜（Angara geosyncline）堆積物

が発達してモンゴル地向斜（Mongorian geosyncline）まで広く分布している。また、

カザフの南半分からその南方の天山山脈地帯にかけて褶曲構造の発達した地質が分布

し、北西部はウラル山脈南部の地質が分布する。カザフの地質図を次ページに示す。 
 

7-2. 地質構造と鉱床区 

 シベリア卓状地の南西－南東に分布するこれら地向斜の堆積活動は、先カンブリア時

代から古生代におよび、造山運動は古生代前期のカレドニアン輪廻と古生代後期のヘル

シニアン輪廻などと深い関わりを持っている。また、変成作用も広い範囲に起こり、多

くの花崗岩が貫入している。これらの造山作用に伴った活発な火成活動により、鉱化作

用が繰り返され、非鉄金属、貴金属、レアメタル、鉄鉱床など多岐に亘る鉱物資源を胚

胎する鉱床区が形成された。 
  

カザフスタンの鉱床区は４つの地区に大別される。 

① 先カンブリアの地質を含む古生代の地層（Caledonian 造山期、Hercynian 造山期

の地層）がカザフスタンの東半分を広く占め、Cu-Pb-Zn 鉱床および鉄鉱床、石炭

鉱床が発達する。 

② ウラル山脈は古生代後期の Hercynian 期の褶曲帯が発達し、ベースメタル、鉄、

クロムなどの鉱床が発達する。 

③ シベリア低地の中生代・新生代の堆積岩類はウラル山脈と Caledonian rock の間

で南北に広く分布し、南部では石油・ガス田の胚胎層となっている。 

④ ロシア卓状地南端の中生代堆積岩類は､有望な石油､ガス田の胚胎層である。 



 

第 7-1 図 カザフスタン地質図    (出典: AMIRA, 1996, Apr.) 

-12～13- ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 
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7-3. 鉱床概要 

 カザフスタン鉱床生成区は、アンガラ地向斜西部に相当する。カレドニア期の代表的鉱

床として、その初期のカンブリア紀塩基性～中性火山岩類にともなう塊状硫化物Au－Ag

－Pb－Zn－Cu鉱床が東カザフスタン山地北部に認められる。ヘルシニア期生成の鉱床とし

ては、石炭紀の花崗岩に伴うスカルン型Pb－Zn鉱床、ペルム紀の花崗岩に伴うスカルン型

Cu－Mo鉱床及びはん岩Cu－Mo鉱床あるいは熱水性W－Mo鉱床を東カザフスタン山地南部に

産する。また、ペルム系中には含銅砂岩層が挟まれる。 

 

第 7-1 表 カザフを含む CIS 諸国の地質構造発達史 

 

           (出典: 地質解析委員会、MMAJ,1994) 
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7-4. 地質構造と鉱床区 

 シベリア卓状地の南西－南東に分布するこれら地向斜の堆積活動は、先カンブリア時代

から古生代におよび、造山運動は古生代前期のカレドニアン輪廻と古生代後期のヘルシニ

アン輪廻などと深い関わりを持っている。また、変成作用も広い範囲に起こり、多くの花

崗岩が貫入している。これらの造山作用に伴った活発な火成活動により、鉱化作用が繰り

返され、非鉄金属、貴金属、レアメタル、鉄鉱床など多岐に亘る鉱物資源を胚胎する鉱床

区が形成された。 
  

カザフスタンの鉱床区は４つの地区に大別される。 

⑤ 先カンブリアの地質を含む古生代の地層（Caledonian 造山期、Hercynian 造山期の

地層）がカザフスタンの東半分を広く占め、Cu-Pb-Zn 鉱床および鉄鉱床、石炭鉱床

が発達する。 

⑥ ウラル山脈は古生代後期の Hercynian 期の褶曲帯が発達し、ベースメタル、鉄、ク

ロムなどの鉱床が発達する。 

⑦ シベリア低地の中生代・新生代の堆積岩類はウラル山脈と Caledonian rock の間で

南北に広く分布し、南部では石油・ガス田の胚胎層となっている。 

ロシア卓状地南端に分布する中生代の堆積岩類は、有望な石油、ガス田の胚胎層である。 

 

7-5. 主要鉱床とその分布 

 カザフには、重要な非鉄金属鉱床を始めとして石炭鉱床、鉄、マンガン、ボーキサイト

などの各鉱床が存在する。ここでは、非鉄金属鉱床を中心に述べる。 
 

 非鉄金属鉱床では銅鉱鉱床が も重要である。代表的な２大銅鉱床の一つジェスカズガ

ン（Dzhezkazgan）銅鉱床は、古生代後期の含銅砂岩型層状鉱床で、他方のコウンラッド

（Kounrad）銅鉱床は、ヘルシニア斑岩内に胚胎している鉱染状鉱床である。 
 

 鉛－亜鉛鉱床は多数の中小鉱山がカザフ中南部、南東部、中央部地域に分布し、また、

ポリメタル鉱床としての銅－鉛－亜鉛（銀）鉱床は、古代から、ルドニ・アルタイ（Rudni 
Altai:Ore Altai）にある鉱山で採掘されてきている。 
旧ソ連時代、ウスチ・カメノゴルスク（Ust’-Kamenogorsk）の近くでイルトゥシ川に建

設した巨大な水力発電所が、この地域のコンビナートにエネルギーを提供して鉱業を盛ん

にした。 
 

1) 銅鉱床 

 カザフには多数の銅鉱床が発見されているが、特に、２大銅生産地域としてバルハシ

（Balkhash）ポーフィリーカッパー鉱床地域とジェズカズガン（Dzhezkazgan）層状堆

積型銅鉱床地域がある。 
また、東カザフ地域にはウスチ・ストォフスク（Ust Stolovsk）鉱山があり、火山性ポリ

メタル鉱床であるニコライスキ（Nikolaiski）鉱床、シェムナイスキ（Shemunaiski）鉱
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床、カムシンスキ（Kamushinski）鉱床などから Cu-Pb-Zn 鉱石を生産しており、更にそ

の西側地域にはジェズケント（Zhezkent Cu-Zn）鉱山が分布する。 
 

 これら稼行中の銅鉱山の他に、開発計画中の銅鉱床にはポーフィリカッパータイプの鉱

床として、カザフ北東部のボシャクル（Boshchekul）鉱床（鉱量４億 t、0.6％Cu、3.5g/t 
Ag，0.4g/t Au）、バルハシ湖東部のアクトガイ（Aktogay）鉱床（鉱量 15 億 t、0.39％ Cu）
がある。 
また、ジェズカズガン（Dzhezkazgan）鉱床タイプとして現鉱山の北部にジランディンス

キ（Zhilandinski）鉱床（鉱量不明、計画出鉱品位 0.8％ Cu、８g/t Ag）がある。さら

に、火山性塊状硫化鉱床タイプの 50 years October 鉱床（4,600 万 t、1.82％ Cu、0.6％ 
Zn）がウラル山脈南部アクチュビンスク（Aktibinsk）の西側にあり、外国企業との鉱山

開発 J/V を望んでいる。 
操業中の代表的な鉱山の概要は以下の通り。 
 

1-1) Balkhash 地域の銅鉱山 

 Balkhash 地域では Kounrad 鉱床とサヤク（Sayak）鉱床が代表的である。 
 

① Kounrad 鉱床 

 1928 年に発見され、1938 年に操業が開始された。バルハシの約 20km 北へ位置し、鉱

石はオープンピットから鉄道でバルハシの選鉱・製錬コンビナートへ直接輸送される。 
生産は、オープンピット（2.0km X 1.8km、深さ 300m）から年間 1,000 万 t、0.3％ Cu、

1.7g/t Ag、0.003％ Mo を出鉱している。 
残存鉱量は約２億 t（山命 20 年分）、Cut off grade 0.2％ Cu である。 

 

 地質は、石炭紀中期の granodiorite、quartzdiorite、diorite-porphyry などの複合貫入

岩類に関係したポーフィリカッパータイプの鉱化作用を伴っている。 
これらの複合岩類は強い変質作用（主に絹雲母化作用）を蒙り、細脈状～網状、鉱染状

の鉱化帯が平面 1.3km X 1.8km、深さ 600km の範囲に発達している。 
 

 主要鉱物は、chalcopyrite、bornite、chalcocite、molibdenite、pyrite および tetrahedrite
などである。 
 

 ② Sayak 鉱床 

 1930 年代に発見され、操業開始は 1970 年である。バルハシの東約 200km に位置し、

鉱石は鉄道で Balkhash コンビナートへ輸送される。 
生産は、２つのオープンピット Sayak I pit（0.75％ Cu、0.06％ Mo、Au-Ag 含む）、

タスタウ（Tastau）ピット（0.5％ Cu）から年産 270 万 t（0.6％ Cu）を出鉱している。

残存鉱量は 2,400 万 t 以上（山命 10 年分）、Cut off grade 0.5％ Cu である。 
 

 地質は、下部石炭紀の石灰岩を貫いた上部石炭紀の花崗岩との境界部にスカルン型鉱床

が胚胎する。鉱床地帯は広域的な背斜構造に位置し、褶曲、断層運動を蒙り、多数の diorite



- 17 - カザフスタン 

や diabase dyke で貫かれている。 
この地域には６つの鉱床（Sayak I-IV、Tastau および Maldibai）が確認されており、

大の Sayak I 鉱床の鉱化帯の規模は延長方向 1,600m、巾 60m 以上である。 
 

主要産物は、chalcopyrite、bornite、magnetite などである。 
 

1-2）Dzhezkazgan 地域の銅鉱床 

 この地域ではジェズカズガン（Dzhezkazgan）鉱床が代表的な鉱床で、カザフ 大の銅

生産量を誇っている。ジェズカズガン周辺の鉱床としては、北部 30-40km にジランディ

ンスキー（Dhilandinnski）鉱床群が開発段階にあり、南東部 140km に探査中のジャマ

ンアイバット（Dhamanaibat）鉱床が分布する。 
 

① Dzhezkazgan 鉱床 

 概要 
 この地域に鉱徴が存在する事は 19 世紀半ば既に知られていた。 
 

ロシア／イギリス調査隊の初の鉱床調査によって 1908 年に鉱床が発見された。操業が

開始されたのは 1928 年である。 
 

 生産は４つの鉱床で実施されている。開発当初は小規模オープンピットで採掘されたた

め、多数のピット跡が存在する。現在、オープンピット採掘は North 鉱床のみでその他

の鉱床は坑内採掘が実施されている。 
 

４鉱床の生産量（1992）は以下の通り。 
 
鉱床名 
North 
East 
South 
West 

生産量（千 t） 
2,000 
6,000 
6,000 
3,000 

品位（％Cu） 
0.80 
1.15 
1.10 
1.00 

合計（平均） 17,000 1.06 
 

 地質 
ジェズカズガンの主要鉱床を胚胎する母岩岩層は、ザンビアのカッパーベルトやロシア

のウドガン（Udokan）鉱床を胚胎する岩層に類似すると言われる。鉱化帯は中－上部古

生代の堆積岩中に同生的に胚胎する堆積型鉱床で、コバルト（Co）を伴わないことや生成

時代を考慮するとウドカン鉱床により類似すると考えられる。鉱床母岩となる堆積岩類に

はヘルシニアン時代の Dzhezkazgan-Sarysu トラフに堆積した地層で、以下の様に層序

（岩相）区分されている。 
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時  代 岩    相 
下部二畳紀 色砂岩、泥岩、マール 
 
中－上部石炭紀 
下部石炭紀 

[Dzhezkazgan Group] 
赤色・灰色砂岩互層、シルト岩、礫岩（鉱化作用） 
珪質石灰岩、砂岩、マール 

中部デヴォン紀 
下部デヴォン紀 

陸成砂岩・礫岩 
火山性堆積物、赤色砂岩 

 
 

 鉱化作用を伴う Dzhezkazgan Group は赤色砂岩／灰色砂岩互層、シルト岩、礫岩など

から構成される。 
特に、鉱床胚胎層準はこのうち灰色（砂岩）層に限定されている。 
 

 鉱床 
 鉱化作用を伴った鉱床胚胎層準は26層存在するが、稼行対象となるものは19層存在し、

５つのグループに区分されている。 
各鉱体規模は厚さ 0.5-30m、巾および長さ数 km を示し、同一層準内では不連続、直線

的な配列を示す。 
 

 主要鉱物は、chalcopyrite、bornite、chalcocite で galena や sphalerite を伴うことが

あり、特に、深部や鉱床端末部で濃集する傾向を示す。 
主要銅鉱床と離れて、特に鉛－亜鉛鉱物の多い polymetallic な鉱体は polymetalore と

して区分して採掘・選鉱されている。 
 

 地質構造 
 ジェズカズガン地域は広域的な褶曲運動・断層運動を蒙っているが、一般に緩やかな構

造を呈する。 
主要鉱床はザナイ（Zhanai）背斜およびケンギル（Kengir）背斜構造に支配されて配

列している。 
鉱床胚胎層は、褶曲軸部で一般に水平－緩傾斜、翼部では８－25°の傾斜を示し、局部

的に主局と断層構造を伴って 40°以上の傾斜を示す事がある。 
 

② Dhilandinski 鉱床群 

 Dhinlandinski 鉱床群はジェズカズガン鉱山から北方約 30-40km に位置している。こ

れまでに、地表地質調査、トレンチ調査、物理探査、植物地化探、ボーリングなどで多数

の鉱床を発見している。 
これらの鉱床は西から東にイタウズ鉱床、西サルイ・オバ鉱床、東サルイ・オバ鉱床、

キプシャクバイ鉱床などが分布して Dhilandinski 鉱床群を形成している。 
 

 鉱床母岩は、石炭紀の Dzhezkazgan Group の石炭塩岩質な陸成堆積岩類らなり、鉱化
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作用は石灰質な中粒砂岩中に層状、レンズ状形態を示して発達している。 
鉱床胚胎層準は８層あり、鉱床の胚胎深度は 150-500m で 大 790m を示す。 

鉱床規模は 大規模鉱床    500 X 1,500-2,000m 
      中規模鉱床  300-500 X 1,500-2,000m 
      小規模鉱床   75-300 X 250-600m 
      平均鉱層    3-5m、 大 20m 
      平均品位    1.1-1.5％ Cu 
 それぞれの鉱床は複数の鉱体を含み、これまでに 162 鉱体が発見されており以下の通り

の内訳となっている。 
 イタウズ鉱床           23 鉱体 
 サルイ・オバ鉱床（東・西）   107 鉱体 
 キブシャクバイ鉱床        32 鉱体 
 

 主要鉱物は chalcocite、chalcopyrite、bornite、で galena や sphalerite を伴うことが

ある。また、酸化鉱物として malachite、azurite、native copper などを少量伴う。 
 

2) 鉛－亜鉛鉱床 

 カザフスタン共和国には多数の中・小の鉛－亜鉛鉱山が中南部、南東部、中央部地域な

どに分布している。 
 

2-1) カザフスタン中南部地域の鉛･亜鉛鉱山 

 カラタウ山脈南西山麓にある Kentau 町のアチサイ（Achsay）鉱山・選鉱コンビナー

トに属するグルボルキ（Gluborkiy）鉱山、ミルガリマス（Mirgalimsay）鉱山およびシ

ャルキヤ（Shalkia）鉱山などがある。 
また、これら稼行中の他に Shalkia 鉱山周辺および南西部のタラプ（Talap）鉱床の新

規開発が計画されている。 
 

2-2) カザフスタン南東部地域の鉛･亜鉛鉱山 

 タルディクルガン（Taldi-Kurgan）東のテケリ（Tekeli）鉱山・選鉱コンビナート属す

るテケリ（Tekeli）鉱山、コクス（Kokusu）鉱山、ソウク（Souk）鉱山、ツビー（Tubye）
鉱山およびトユク（ToYUk）鉱山などが分布する。 
 

2-3) カザフスタン中央部地域の鉛･亜鉛鉱山 

 バルハシ北西部のアクジャルスキ（Akjalskiy or Akchta）鉱山、ジェズカズガン北東の

ザイレン（Zhayrem）鉱山などがある。このうちザイレン鉱山の鉱石は、アチサイ・コン

ビナートおよびテケリ・コンビナートに供給されている。 
ザイレン鉱山の周辺分にはウスカツィン（Ushkatyn）鉱床やダルネ（Dalne-Apad）鉱

床などの開発が計画されている。以下に代表的なコンビナートの鉱山を記す。 
 

2-4) 主要コンビナートの鉛･亜鉛鉱山 

① Achisay コンビナートの鉱山 
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 概要 
 主要鉱山は、Gluborkiy 鉱山、Mirgalimsay 鉱山および Shalkia 鉱山である。これらの

鉱床の発見は 1928 年で、生産開始は 1941 年である。 
３鉱山の生産量（1992）は以下の通り。 
 
鉱床名 

 
生産量（千 t） 

品  位（％） 
Cu  Pb  Zn 

Gluborkiy 
Mirgalimsay 
Shalkia 
Zhayrem# 

2,000 
1,800 
 400 
1,100 

-  0.83 0.48 
-  0.65 0.20 
-  0.85 2.50 
-  1.36 3.54 

 
 このように自山鉱は品位の低い鉱石であるが、このコンビナートに Zhayrem 鉱山から

供給される鉱石は品位が高い（＃印）。 
 

 地質 
 この地域の地質は、上部デヴォン紀－下部石炭紀の炭酸塩堆積岩類が発達している。上

記の鉱床は、ドロマイト質石灰岩層中に鉱染状～細脈網状の不規則な形状を示して胚胎す

るミシシッピ・バレータイプの Pb-Zn 鉱床である。 
鉱床は、褶曲・断層運動を強く蒙っている。 

 

 主要鉱物は、galena、sphalerite で多量の barite と pyrite を伴う。 
その他に、chalcopyrite、chalcocite、tennantite、argentite、nativelead などを随伴す

る。Pb 品位は地表下 300-600m で高く、Zn 品位は下部に向かって高くなる傾向を示す。 
 

② Tekili コンビナートの鉱山 

 概要 
 主要鉱山は、Tekeli 鉱山と Kokusu/Souk/Tubye 鉱山グループで、地域南東端にある

Touk 鉱山からも少量生産している。 
 

 Tekeli 鉱山 

 この鉱山は 1928 年に発見されていたが、その開発（1942）はドイツ人、日本人の戦争

捕虜を使役して小規模なオープンピットが開始され、その後、坑内採掘に切り替えられた。 
 

 地質 
 この地域の地質は、古生代の石灰質頁岩、斑質頁岩・石灰岩互層が発達し、鉱床はこれ

らの地層を貫いた diorite、grano-diorite に伴った熱水鉱化作用によって石灰質岩中に生

成された Pb-Zn（Cu）鉱床である。 
鉱床の形態は脈状タイプ（10％）、不規則塊状－鉱染状タイプ（90％）である。 

鉱床規模は、垂直方向に 800-900m、巾 40-60m、延長 400m、傾斜 60°を示す。 
 主要鉱物は、微細な結晶の gelena、sphalerite で pyrite、cadmium、silver などを随
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伴する。 
 

Kokusu/Souk/Tubye 鉱床 

 これらの鉱床は 1950 年代に発見され、1956-1970 年にかけて開発された。 
地域の地質は、下部古生代の砂岩、石灰岩類、凝灰岩類が発達し、鉱床はこれらの堆積

岩類に胚胎する小規模な網状－レンズ状・ポケット状 Pb-Zn-Ba 鉱床である。 
 

 主要鉱物は、gelena、sphalerite、pyrite、pyrrhotite、barite などで局部的に酸化鉱物

が地表下 150m まで認められる。その他、silver、thallium、gallium なども認められる。 
 

3) 鉛－銅－亜鉛ポリメタル鉱床 

 東カザフスタンのアルタイ山麓のレニノゴルスク（Leninogorsk）鉱山、ウスチ・カメ

ノゴルスク（Ust-Kamenogorsk or Irtish）鉱山、ズリヤーノフ（Zryanovsk）鉱山、ジ

ズケント（Zhezkent）鉱山などは典型的な Cu-Pb-Zn ポリメタル鉱床として知られている。

これらの地域には、火山岩類を母岩とする火山性起源の層状～塊状鉱床が多く胚胎する。 
以下に代表的な Leninogorsk 鉱山を記す。 

 

3-1) Leninogorsk 鉱山 

 この鉱山は、1784 年イギリス人 Philip Ridder によって発見され、1890 年代まで地表

の酸化鉱が採掘された。1920 年代に選鉱場（浮遊選鉱）が建設され本格的な生産が開始

され、Leninogorsk コンビナートとして稼動している。 
 

レニノゴルスク・コンビナートの鉱山はリッデル－ソコル（Ridder-Sokole）鉱床群

（Leninogorsk 鉱床、40 Years of Lenin（40th Komsol）鉱床、Ridderski 鉱床）、チシ

ンスキ（Tishinski）鉱床およびシュビンスキ（Shubinski）鉱床からなり、亜鉛、鉛、銅、

パイライトが生産されている。 
 

それらの鉱床の生産量（1991）は下表の通りである。 
 
 現在は、Ridder-Sokole鉱床群およびTisinski鉱床から主に生産されている模様。また、

この地域の北方約 40km のチェクマル（Chekmar）鉱床において、現在露天掘切羽を準

備中との情報もあるが詳細は不明。 
 

 
鉱床名 

 
生産量（千 t） 

品  位（％） 
Cu  Pb  Zn 

Leninogorsk 
Leninogorsk 貯鉱 
40 Years of Lenin 
Ridderski 
Shubinski 
Tishinski 

900 
 150 
1,100 
 650 
 120 
1,150 

0.10 0.32 0.75 
 -  0.32 0.53 
0.34 0.22 0.51 
0.78 0.33 0.73 
2.56 0.42 3.70 
0.46 1.15 6.17 
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 地質 
 これらの鉱床のうち Leninogorsk/40 Years of Lenin/Ridderrski 鉱床群は同一地区に存

在し、古生代（デヴォン紀）の珪岩、頁岩、火山堆積岩類の暑い累層（2,000m 以上）を

母岩とする脈状鉱床で、12 鉱体が確認されている。 
鉱体規模は、延長 250m 前後、巾 大 4m で急傾斜を示す。 
主要鉱物は、galena、sphalerite、chalcopyrite、pyrite で Cu-Zn 鉱化帯、Pb-Zn 鉱化帯

に区分されている。一般に Au-Ag を伴う。 
 

 Tishinski 鉱床は、この地域 大の鉱床で 1965 年に開発された比較的新しい鉱山であ

る。鉱床はデヴォン紀の結晶質石灰岩類・アルコース砂岩互層に胚胎する鉱染状－層状鉱

床である。 
主要鉱物は、galena、sphalerite、chalcopyrite、pyrite などで Au-Ag を伴う。 
鉱体規模は、延長約 1,000m、巾 10-20m、垂直方向 1,500m、傾斜 75-90°を示す。 
坑道は、16 レベル（地表下 840m）まで展開されている。埋蔵鉱量は 1,200m 深部まで約

5,000 万トン（cut off 1.8％ Zn 換算）計上されている。 
Shubinski 鉱床は、Tishinski 鉱床と同じタイプの小規模鉱床である。 

 

開発案件 
①ノボ・レニノゴルスク（Novo Leninogorsk）鉱床 

  レニノゴルスクの東約９km に位置し、1982 年に発見されたデヴォン紀の酸性火山活

動に伴って生成された黒鉱型鉱床である。鉱体は上部 Ba 鉱→Pb-Zn 鉱→下部ネットワー

ク鉱（Cu に富む）からなる。 
 埋蔵鉱量 6,300 万トン（出鉱量 125 万トン／年） 
 品位：ポリメタル鉱石 
    0.15％ Cu、0.83％ Pb、2.68％ Zn、1.16g/t Au、11.19g/t Ag 
    Ba ポリメタル鉱石 
    0.19％ Cu、2.65％ Pb、5.92％ Zn、31.95％ Ba、2.07g/t Au、95.8g/t Ag 
②ストレンジャノスク（Strenjanosk）鉱床 

  レニノゴルスクの北東約 25km に位置し、デヴォン紀の酸性火山岩類、火山凝灰岩類

に胚胎するポリメタル鉱床（脈状－ネットワーク状、希に塊状）。 
出鉱計画 粗鉱 15 万トン／年 
品位：1.77％ Cu、0.79％ Pb、4.40％ Zn、0.54g/t Au、55.5g/t Ag 

他に Bi、Se、Te、Sb などを含む。 
 

4) その他の金属鉱床 

4-1) 鉄鉱床 

 鉄鉱石の埋蔵量は、旧ソ連時代の比較的短期間に相当量増加した。 
白亜紀後期の海成魚卵状鉄鉱石の大規模鉱床がツルガイ低地で発見されたのを初めと
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して、ジェズカズガン地方のアスタイおよびカルサクバイ地域に手中して発見されている。

これらの鉱床は、ヘルシニア花崗岩によって生成された接触変成鉱床で、マグネタイトが

主体で鉄品位は 35-52％、確認された鉄鉱床は 37 で、そのうち７鉱床が開発されている。 
1991 年の鉄鉱石の生産量は 2,190 万トンでカラガンダ製鉄所の原料として利用される

以外はロシアの南ウラルや西シベリアの製鉄所へ送られる。 
 

4-2) マンガン鉱床 

 東カザフスタンのジェズカズガン地方のカルサクバイの近くにある、上部デヴォン系の

珪質頁岩内に挟まれているジェズダ（Dzhezda）堆積鉱床を初め、11 鉱床が発見されて、

アスタイおよびジェズディン－ウルンタンの２グループに区分されている。この地域のマ

ンガン鉱床はフェロマンガンの原料として適している。 
 

4-3) クロム鉱床 

 クロム鉱石はドンスコイ鉱山から生産されている。 
ドンスコイ鉱山のクロム鉱床は、ウラル山脈南端のアクチュビンスク州ムゴジャーラ地方

に位置し、クロムタウの北方の南キンピルサイ地域に集中しており、キンピルサイ超塩基

性岩体中に胚胎する正マグマ性の世界 大規模の高品位鉱床群からなる。 
現在 1000 万トン以上の鉱体が 20 鉱体以上発見されており、２億４千万トンの埋蔵鉱

量が確認されている。この埋蔵量規模は、南ア、ザンビアに次ぐ世界第３位である。 
 

 採掘された鉱石はドンスコイ・コンビナートの選鉱場で処理されている。 
採掘は露天採掘及び坑内採掘法によって採掘されている。既に８ヵ所が露天採掘を終了

しており、現在２ヵ所で露天採掘を行っているほか、新たに露天採掘場を展開している。

坑内採掘は、現在モロデズナーヤ鉱体のみである。 
 

 生産量は、年間 390 万トン（1992）以上で露天採掘場から 320 万トン、坑内から 70
万トンの割合で生産されている。生産規模は南アに次いで世界第２位である。鉱石品位は、

Cr2O3 34％以上のものを鉱石としており、Cr2O3 で 34-48％の鉱石は選鉱場で品位を上げ、

Cr2O3 48％以上の鉱石はそのまま出鉱されている。 
 

 クロム鉱石はアクチュビンスクとパブロダールにある鉄合金工場およびチェリヤビン

スクのフェロクロム工場で消費される他輸出されている。 
 

4-4) ボーキサイト鉱床 

 ボーキサイト鉱床は、旧ソ連圏ではウラル地方に次いで、２番目に重要であり、多くの

新鉱床が発見されている。 
ツルガイ低地や東カザフスタンの東部地域などに分布する鉱床は、白亜紀前期および古

第三紀の弱変質な粘土質湖底堆積型のボーキサイト鉱床である。 
また、サライール山脈のデヴォン紀の石灰岩に伴って、変成ダイアスポア質ボーキサイト

鉱床も発見されている。 
これらのボーキサイト鉱石は、パブロダールのアルミ工場に供給されている。 
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回収されたアルミナは国外の製錬所へ送られている。 
 

4-5) チタン鉱床 

 チタン及びチタン合金はウスチカメノゴルスクのチタン－マグネシュウム工場で生産

されているが、原料の問題がある。現在、原料はウクライナなどから買い入れるチタンス

ラッグに頼っている供給が不安定である。このためチタン原料を国外のチタンスラッグか

ら国内のチタン鉱床から採取するチタン精鉱に切り替えを計画中の由である。 
 
 国内のチタン鉱床としては、カザフ東部のカラオケルト鉱床のジルコン－イルメナイト

砂鉱床が有望と見られており、チタン－マグネシュウム工場のチタン原料ソースとしての

開発が期待されている。 
 

4-6) 金・銀鉱床 

 カザフの金生産量は 12t（1991）だが、金銀鉱床からの量は少なく、金銀ともにポリメ

タル鉱床及び鉛・亜鉛鉱床や銅鉱床などの副産物として生産されるものが相当量を占めて

いる。 
 

4-7) レアメタル鉱床 

 東カザフスタンには、タングステン－モリブデン鉱床が多数発見されているほかに、ビ

スマス、タンタル、ジルコン、ニオビウム、バナジウムおよびベリリウムなどについては

相当量埋蔵している模様だが詳細は不明である。 
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8. 鉱山概要 
 

 カザフスタンにおける主要な非鉄金属鉱山に関して、貴金属･卑金属金属、鉱種毎にま

とめて以下に記す。 

8-1. 金 

金鉱山の殆どが年産数百 kg～1t 程度の小規模操業である。副産物として他の鉛･亜鉛や

銅に随伴する金が年産 10t 程度回収されているが、この分野では Kazzink 社が鉛・亜鉛

鉱石の副産物で年間 5.5～6t の金を、また Kazakhmys 社は銅鉱石中の金を年間 3～4t そ
れぞれ生産している。 
  
Vasilkovskoye 鉱山(Akmola 州)： 

この鉱山は J/V Vasilkovskoye Zoloto(Floodgate Holding 社(蘭)60%、カザフ政府(国有

財産民営化委員会)40%)が操業しており、2003 年生産量は 950kg であった。ヒープリー

チング・プラントで 1 百万 t/年の鉱石を処理しているが、4 百万 t を処理する金回収プラ

ントを新たに建設し、年産 8t に拡張するための F/S 調査を Minproc 社(豪)が実施中であ

り、2004 年 7 月までに完了予定。投資総額は 100～120 百万 US ドルと見込まれ、Standard 
Bank、三菱や豪州の銀行各行と協議している資金調達が順調に行われれば、2005 年第 1
四半期に建設に着手、2007 年初めに操業立ち上げの予定である。同鉱山の金埋蔵量は 370t、
品位 Au 2.8g/t とされる。 

生産量 
年 金生産量 ｔ 

1999 0.630 

2000 － 

2001 － 

2002 0.915 

2003 0.955 

出典：Raw Materials Data 

 

Bakyrchik 鉱山(東 Kazakhstan 州)： 
Bakyrchikskoye GDP(Ivanhoe Mines 社(加) 70%、カザフ政府 30%)がバクテリアリー

チングを適用して操業しており、含有される炭化物と砒素を除去する処理技術が課題とさ

れてきたが、金価格の高騰を受けて経済的に見通しが立ったとされる(金埋蔵量は 326t、
品位 Au 6.9g/t)。 

年 金生産量 ｔ 
1999 － 
2000 － 
2001 0.100e 
2002 0.083 
2003 － 

出典：Raw Materials Data 
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8-2. 銅 

カザフにおける銅のほぼ全量が Kazakhmys 社(Samsung Group 27.55%、ABN AMRO 
Bank 19.51%、Cuprum Holding 社 15.0%他)の 3 つの生産拠点で生産されている。2003
年の同社の電気銅生産量(原料は全量自山鉱)は 417.4 千 t であった。 
  
Dzhezkazgan 鉱床群(Karaganda 州)： 

世界有数規模の坑内採掘 4 鉱山(東、西、南、Annensky)と、露天採掘 1 鉱山(北)からな

り、採掘された 26 百万 t/年の鉱石は 3 つの選鉱場(品位 Cu 40%の精鉱を生産する主力の

No.1&2、Satpaev)で銅精鉱に処理される。同鉱床群は、堆積岩中に胚胎する層準規制型

鉱床であり、埋蔵鉱量は全体で 685 百万 t、品位 Cu 1.04%とされる。 
年 Cu 金属生産量千 t

1999 220.0e 
2000 240.0e 
2201 270.0e 
2002 270.0e 
2003 270.0e 

出典：Raw Materials Data 

  
Balkhash Mining & Metallurgy Combine <Balkhash GMK>(Balkhash 周辺域)： 

斑岩銅鉱床の Kounrad 鉱山(埋蔵鉱量 217 百万 t、品位：Cu 0.33%、Mo 0.005%)と、

選鉱場まで 200km の距離があるスカルン鉱床の Sayak 鉱山(残存鉱量 8.4 百万 t、品位：

Cu 1.16%、Mo 0.004%、Au・Ag を含む)から採掘される鉱石が Balkhash 選鉱場(現在の

受入れ能力は 3.5 百万 t/年規模)に給鉱されている。 
年 Cu 金属生産量千 t

1999 40.0e 
2000 50.0e 
2201 60.0e 
2002 60.0e 
2003 60.0e 

出典：Raw Materials Data 

 
VostokKazmed(東 Kazakhstan 州)： 

いわゆるポリメタル鉱床の Nikolaevska 鉱山(埋蔵鉱量 23 百万 t、品位：Cu 2.54%、Pb 
0.49%、Zn 3.76%)、Orlovskoye 鉱山(坑内採掘：埋蔵鉱量 41 百万 t、品位：Cu 4.54%、

Pb 1.02%、Zn 3.58%)他から採掘される鉱石が Nikolaevska と Zhezkent の選鉱場で品位

Cu 18～25%の低品位銅精鉱と亜鉛精鉱として回収されている。 
以上のほかに、2003 年 1 月からは Karaganda 北方約 35km に位置する斑岩銅鉱床タ

イプの Nurkazgan 鉱山(Samarskoe 鉱床)が生産を開始し、1 年間に銅鉱石 292 千 t が採
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掘された。同鉱山では 2004 年に 825 千 t を、2005 年には 4 百万 t を採掘する計画とされ

るが、どこの選鉱場(製錬所)に給鉱しているのか不明である。 
Kazakhmys 社は、2003 年には亜鉛を 78 千 t、銀を 606.8t(2002 年生産量：671.1t<世

界 4 位>)生産した。また、2003 年 10 月に 120 百万 US ドルを投じた Balkhash の亜鉛精

練所(100 千 t/年)が完成し、電気亜鉛の生産を開始した。2004 年には、英国の APRO 社

との間で交わした輸出販売契約に基づき、電気銅 620 千 t、電気亜鉛 100 千 t、25～150kg/
月の金及び 30t/月の銀が輸出されることになっている。 

参考までに我が国は、2003 年にカザフスタンから銀地金 13,000kg を輸入した。 
 

8-3. 亜鉛、鉛 

亜鉛、鉛に関しては Kazzink 社(Glencore 社(スイス)62.4%、カザフ政府 27.7%他)がカ

ザフでの 大の生産者であり、同社は 2 つの生産拠点で亜鉛、鉛及び銅を生産している。

2003 年の同社の電気亜鉛生産量(原料はほぼ自山鉱)は 276.8 千 t であった。 
  
Leninogorsk Mining & Metallurgy Combine <LGMK>(東 Kazakhstan 州)： 

銅・鉛・亜鉛のほか、金・銀に富むポリメタル鉱床の Tishinskoye 鉱山(埋蔵鉱量 27 百

万 t)と Ridder-Sokolnoye 鉱山(埋蔵鉱量 36 百万 t)で坑内採掘(能力：2,900 千 t/年)された

鉱石から銅、鉛、亜鉛の各精鉱を生産している。 
年 Zn 金属生産量千 t Pb 金属生産量千 t

1999 65.0e 7.0e 
2000 60.0e 5.0e 
2201 60.0e 5.0e 
2002 65.0e 6.0e 
2003 65.0e 6.0e 

出典：Raw Materials Data 
  
Zyryanovsk Mining & Concentrating Combine <ZGOK>(同上)： 

同じくポリメタル鉱床の Zyryanovsk 鉱山、Grekhovsky 鉱山(埋蔵鉱量 18 百万 t)と
Malevevsky 鉱山(1993 年に出鉱を開始し、生産能力は 2,250 千 t/年、埋蔵鉱量 39 百万 t、
品位：Cu 2.60%、Zn 7.84%、Pb 1.19%)で坑内採掘された鉱石から銅精鉱(Cu 22.0%)、
亜鉛精鉱(Zn 50.0%)、鉛精鉱(Pb 55.5%)を生産している。 

Kazzink 社は、2002 年に電気鉛を 101.1 千 t(買鉱分が相当量あり)、電気銅を 65.1 千 t、
銀を 175.5t 生産した。また、2003 年 8 月には、カドミウムの価格高騰を受け、休止して

いた同生産ラインを再開している。 
 Zn 金属生産量千 t Pb 金属生産量千 t

1999 50.9 6.7e 
2000 70.0e 6.0e 
2201 1250.0e － 
2002 1250.0e － 
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2003 1750.0e ― 
出典：Raw Materials Data 

 
8-4. モリブデン 

上記のとおり、カザフにおけるモリブデン鉱山は、Balkhash GMK の Kounrad 鉱山と

Sayak 鉱山から銅鉱石に随伴して産出し、Balkhash 選鉱場で回収されている。 
 

8-5. クロム 

クロム鉱山としては、Aktobe 州の Donskoy 鉱山(Yuzhno- Kempirsaisky クロム鉱床)
では 2003 年に Poiskovy 露天採掘場(2007 年に終掘見込み)、Molodezhnaya 坑(残存鉱量

41 百万 t、品位 Cr2O3：50～51%)及び 10 Let Nezavisimost Kazakhstan<旧名

Central-naya>坑の 3 か所から対前年比 13%増となる 2,686.2 千 t を生産した。 
Kazchrome 社は、CIS 諸国初の国際環境規格 ISO14001 の認証を得るなど、環境対策

に積極的に取り組んでおり、2003 年には 13.6 百万 US ドルを環境プロジェクト予算とし

て投下した。 
 クロマイト生産量 千 t 

1999 2,406 
2000 2,610 
2001 2,460 
2002 2,349 
2003 2,928 

出典：Raw Materials Data 
 

8-6. マンガン 

Karaganda 州の Ushkatyn-Ⅲ鉱山でマンガンの露天採掘が行われており、2003 年のマ

ンガン精鉱生産量は 780.9 千 t であった。 
 マンガン鉱石生産量 千 t

1999 0.5 
2000 0.62 
2001 0.65 
2002 0.75e 
2003 0.75e 

出典：Raw Materials Data 
 

8-7. ウラン 

ウラン鉱山としては、Stepnoye、Tsentral- noye、No.6 mines の各鉱山(何れも国営)
で採掘が行われている。 
 

8-8. チタン 

チタンは、ウスチカメノゴルスク市から 220km の距離にある Satpayevsk 鉱床から生
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産されるイルメナイト精鉱(TiO2：54%)を主な原料として、Ust’Kamenogorsk Titanium- 
Magnesium Combine (UKTMK)がスポンジチタンを生産している。 
 

8-9. レアメタル 

Aktobe 州の Kempirsaisky 超塩基性岩体(ニッケル埋蔵量 390,800t<Ni 0.72%>、コバ

ルト埋蔵量 20,900t<Co 0.037%>)では古くからニッケル･コバルトの採掘が行われてきた

ものの、しばらく操業休止していたが、2000 年に採掘を再開し、同年ニッケル鉱石 100t
を生産した。 

他に未開発の Kostanay 州の Shevchenko 鉱床(ニッケル埋蔵量 403,900t<Ni 0.79%>、
コバルト埋蔵量 23,300t<Co 0.045%>)が知られている。 

カザフでは現在、ニッケル製品の生産技術に関して、直接還元法による回収研究などが

行われており、国内でのステンレス生産技術の確立を目指している。 
タンタルに関しては、東 Kazakhstan 州で 1994 年まで採掘が行われていたが、品位の

低下に伴って採掘は休止されていて、現在のタンタル生産は、すべて海外から原料鉱石を

調達して買鉱精錬によるものである。 
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9. 新規鉱山開発状況 

ジェズカズガン市の南東に位置するジャマン･アイバット含銅砂岩鉱床の開発に着手し

たとの情報があるが、開発プロジェクトの詳細は不明である。 

又、カラガンダ北東に位置する斑岩銅鉱床のサマルスキー鉱床もその開発が始まってい

るとの情報があるが、この開発プロジェクトについてもその詳細は不明である。 

 

10. 探査状況 
  

10-1. Akbakay 金鉱床群(Zhambyl 州) 

Altynalmas 社が Akbakay、Beskempir、Aksakal、Karyerone などの金鉱床(全体で金

埋蔵量 95t、品位 Au 11.0g/t)の開発を進めているが、高濃度の砒素(0.1～0.76%)とアンチ

モン(0.001～0.05%)の除去が技術的課題となっている。 
  
10-2. Varvarinskoye 金鉱床(Kostanay 州) 

Varvarinskoye 金鉱床の開発権を有する Varvarinskoye J/V(European Minerals 社

(加)85%、Azia 社 15%)が 2005 年第 2 四半期の生産開始を目指して Mintech 社(米)による

F/S 調査を実施中である。同鉱床の金埋蔵量は 62.2t とされる。 
  
10-3. Suzdal 金鉱山硫化鉱開発(東 Kazakhstan 州) 

Celtic Resources Holding 社(アイルランド)は、所有する Suzdal 金鉱山の硫化鉱(確認

金埋蔵量 46.3t、品位 Au 8.96g/t)開発向けに Nalyk 銀行から 21 百万 US ドルの融資を受

け、350 千 t/年規模の CIL 回収プラントを建設中であり、2003 年 6 月からは硫化鉱の採

掘とバクテリア・リーチング設備の建設を先行している。バクテリア・リーチングの試験

は、南ア Goldfields Mining Services 社によって行われ、金回収率を 80～85%と試算して

いる。同鉱山では 3.2t/年の金生産を計画している。 
また、同社は、Suzdal から 30km の位置にある Zherek 金鉱山(酸化鉱を対象として稼

業中)の権益 70%を所有しており、同鉱山が 4 年後には鉱量枯渇で硫化鉱に移行する見通

しにあることから、将来的にはこの鉱石も回収プラントで処理する計画である。 
 
10-4. Abyz 多金属鉱床(Karaganda 州) 

2003 年 9 月に行われたテンダーで開発権を取得した Kazakhmys 社は、2004 年に 14.2
百万 US ドルの投資を予定しており、露天採掘で 260 千 t、坑内採掘で 220 千 t を年産す

る開発計画を進めるとしている。これによると、既存の Karagayly 選鉱場を改修・拡張

して能力を 1.5 百万 t まで増強し、新たに開発する Kosmurun と Akbastau 鉱床(東
Kazakhstan 州)の鉱石をこの選鉱場で処理する計画もある。Abyz 鉱床の確定鉱量は 900
万 t、品位：Au 4.3g/t、Ag 43g/t、Cu 1.3%、Zn 3.6%とされている。 
 

10-5. 50 Let Oktyabrya 銅鉱床(Aktobe 州) 

ロシア 大の銀生産者 Polymetal 社が、2004 年 1 月、探鉱・開発権を所有する Copper 
Technology 社(露)と実施協定を締結し、2005 年第 4 四半期の生産開始を目指して、総額
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150 百万 US ドルを要する開発プロジェクトの準備を進めている。 
 

10-6. Shaimerden 亜鉛鉱床(Kostanay 州) 

Kazzink 社は、2004 年 4 月、確認埋蔵量 910 千 t、品位 Zn 21%の同鉱床を買収し、2006
年夏の出鉱開始に向けて開発準備中である。Shaimerden 鉱床からの鉱石は 60 千 t/年の

電気亜鉛を生産可能にすると見られている。 
 

10-7. J/V Inkai ウラン・プロジェクト(南 Kazakhstan 州) 

J/V Inkai(Cameco 社 60%、Kazatomprom 社 40%)では、2004 年 4 月、2009 年生産開

始を目指す南部の鉱山開発プロジェクトに 38 百万 US ドルを投資する計画が明らかにな

った。埋蔵量は 91.5 百万 lb で、山命は 30 年以上と見込まれている。 
 

11. 製錬所概要 

製錬所概要（操業）   記号 : Kazakhstan-Cu-Balkhash  

国名／地域  :Kazakhstan/Balkhash  

名前   :Balkhash Copper Smelter/Refinery  

位置   :Balkhash  (Balgash) , Obl Dzhezkazganskaya 

会社名（権益比率）: State of Kazakhstan,   

Samsung Group,   

UBS Warburg   

主要生産金属  :Cu  

生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 140.5 133.5 

2000 150.0 e 144.0 

2001 170.0 e 144.0 e 

2002 180.0 e 150.0 e 

2003 180.0 e 150.0 e 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 :溶錬 ：VAN, 反射炉  

精錬 ：ELR  

文献： 

・ Raw Materials Data 

・ Who Owns Who in Mining 2001 
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製錬所概要（操業）   記号 :Kazakhstan-Cu-Dzhezkazgan   

国名／地域  : Kazakhstan/ Dzhezkazgan  

名前   : Dzhezkazgan Copper Smelter/Refinery  

位置   : Dzhezkazgan  

会社名（権益比率）: Kazakhmys 社 

Samsung Group 27.55% 

ABN AMRO 

Bank 19.51% 

Cuprum Holding 社15.0%他 

主要生産金属  :Cu  

生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 210.0 e 228.0 

2000 230.0 e 250.0 

2001 235.0 e 250.0 e 

2002 250.0 e 260.0 e 

2003 240.0 e 250.0 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 :溶錬 ：電気炉  

精錬 ：ELR       

備考：  地元業界紙等によると、カザフスタンの Kazakhmys 社の 2004 年の精錬銅生産

量は前年比 2.3%増の 427 千 t であった。また、亜鉛精鉱 66 千 t(前年 78.1 千 t)、

金地金 2,683kg(同 2,908kg)、銀 551t(同 606.8t)、金属亜鉛 22 千 t をそれぞれ

生産した。銅鉱石採掘量は、前年の 40.1 百万 t に対し、35 百万 t であった。 

 同社の売上高は、169 億テンゲ(約 13.0 億 US ドル)を記録し、2004 年の投資額

180 百万 US ドル(前年 128 百万 US ドル)のうち、86 百万 US ドルを新たな鉱山開

発と採鉱用機械の購入に費やした。(2005 年 1 月 24 日現在の為替レート：130.07

テンゲ/US ドル) (2005. 1. 25 アルマティ 酒田 剛) 

地元業界紙等によれば、カザフスタンの Kazakhmys 社は 2005 年に精錬銅 460

千 t(2004 年生産量 427 千 t)、亜鉛地金 105 千 t、銀グラニュール 733t、金地金

5,590kg などの生産を予定している。同社の Vladislav Nikolaev 代表によると、

亜鉛地金はすべて欧州(特にイタリア)向けに輸出される。 

 2005 年、同社はカラガンダ州の Balkhash 鉱山・冶金コンビナートに硫酸の生

産施設(年産1.2百万 t)を建設するため60百万 USドルの設備投資を行う計画で、

Kemetiks 社(加)による工事は 2006 年に完了、Kazatomprom 社や Kazfosfat 社に

供給される見通し。 
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 この他、Kazakhmys 社は、東カザフスタン州の南方、Balkhash の北部と東部の

銅鉱床(Aktogai、Aidarli、Kosmurun、Akbastau)を採掘・処理するため、新たな

採掘・選鉱コンビナート(GOK)の建設を計画している。生産・処理能力が 50 百万

t(鉱石量)/年の GOK は 2006 年夏に建設を開始、投資額は 500 百万 US ドルにも及

ぶ。酸化鉱も含めた 4 鉱床全体で期待される銅量は 20 百万 t(銅品位 0.45%、モ

リブデンや金・銀も随伴)で、Thysser Krupp 社(独)が鉱石を選鉱試験中とされる。 

 (2005. 3. 8 アルマティ 酒田 剛) 

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 

・ JOGMEC (2005) : ニュースフラッシュ No.05-03,  1 月 26 日 

・ JOGMEC (2004) : ニュースフラッシュ No.04-42,  11 月 10 日 

・ JOGMEC (2005) : ニュースフラッシュ No.05-16,   3 月 16 日 

・ Raw Materials Data 

・ Who Owns Who in Mining 2001 

 

製錬所概要（操業）   記号: Kazakhstan-Zn-Balkhash  

国名／地域 : Kazakhstan 

名前  : Balkhash Zinc Refinery 

位置  : Balkhash       

会社名（権益比率）: Kazakhmys社 

Samsung Group   42.5% 

State of Kazakhstan  10% 

USB Investment Bank, UK  10% 

主要生産金属 :Zn（電気亜鉛） 

生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年:2003     

年 Zn 生産量 千 t 

2002 － 

2003 10.0 e 

出典：Raw Materials Data 

2003 年10 月に120 百万US ドルを投じたBalkhash の亜鉛精練所(100 千t/年)が完成し、

電気亜鉛の生産を開始した。(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) 

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 

・ Raw Materials Data 
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製錬所概要（操業）   記号 Kazakhstan-Zn-Leninogorsk 

国名／地域 ：Kazakhstan/East Kazakhstan 

名前  ：Leninogorsk Lead/Copper/Zinc Group 

位置  ：Leninogorsk, East Kazakhstan  

会社名（権益比率）：Kazzink 

   Glencore   62.3% 

   State of Kazakhstan  27.7% 

主要生産金属：Zn 

生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年：     

年 生産量 千 t Zn 

1999 110.0 e 

2000 110.0 e 

2001 110.0 e 

2002 115.0 e 

2003 115.0 e 

 出典：Raw Materials Data 

副産物  ：Cu, Pb 

文献：・Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 

 

製錬所概要（操業）  記号 Kazakhstan-ZnPb-Ust-Kamenogorsk 

国名／地域 ：Kazakhstan/ 

名前  ：Ust-Kamenogorsk Lead/Zinc Smelter 

位置  ：Ust-Kamenogorsk      

会社名（権益比率）：Kazzink 

   Glencore   62.3% 

   State of Kazakhstan  27.7% 

主要生産金属 ：Zn 

生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年：     

年 Zn 生産量 千 t  Pb 生産量 千 t 

1999 125.0 e 100.0e 

2000 140.0 e － 

2001 150.0 e － 

2002 170.0 e － 

2003 165.0 e － 

 Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 

副産物  ：Pb 

文献：・Raw Materials Data
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鉱山製錬所位置図 
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重複地区 

 

 

 

 

Dzhezkazgan 鉱床群・ 

Dzhezkazgan Copper Smelter 

Nurkazgan 鉱 山

(Samarskoe 鉱床) 

Balkhash 

Copper 

Smelter/Refin

ery 

Sayak Kounrad 



- 37 - カザフスタン 

操業鉱山 

Kazakhstan-Cr-Donskoy    Yuzhno-Kempirsaisky クロム鉱床(Donskoy 鉱山)  

Kazakhstan-Cu-Balkhash   Balkhash Balqash       Balkhash Jezkazghan region  

Kazakhstan-Cu-Dzhezkazgan  Dzhezkazgan 鉱床群  Dzhezkazgan  Karaganda 州 

Kazakhstan-Cu-Kounrad    Kounrad   Balkhash 周辺域 

Kazakhstan-Cu- Nikolaevska  Nikolaevska   VostokKazmed(東 Kazakhstan 州) 

Kazakhstan-Cu-Nurkazgzn  Nurkazgan 鉱山(Samarskoe 鉱床)  Karaganda 北方約 35km  

Kazakhstan-Cu-Sayak    Sayak        

Kazakhstan-Cu-Zhezkentsk  Zhezkentsk  Zhezkent Semipalatinsk Region,  

Kazakhstan-ZnPb-LGMK（Tishin）  LGMK（Leninogorsk Mining & Metallurgy Combine ）

Tishinskoye 鉱山 Ridder-Sokolnoye 鉱山  Leningorsk 

Kazakhstan-ZnPb-ZGOK（Zyryanovsk） ZGOK（Zyryanovsk Mining & Concentrating Combine）

Zyryanovsk 鉱山 Grekhovsky 鉱山  Malevevsky 鉱山  

Kazakhstan-Au-Bakyrchik  Bakyrchik鉱山(東Kazakhstan州) 
Kazakhstan-Mn- Ushkatyn  Ushkatyn-Ⅲ鉱山 

探鉱・開発 

Kazakhstan-Au-Varvarinskoye Varvarinskoye金鉱床(Kostanay州) 

Kazakhstan-Au-Akbakay  Akbakay金鉱床群(Zhambyl州) 

Kazakhstan-Zn- Shaimerden   Shaimerden kustanay Kostanay州都 

Kazakhstan-Zn-Suzdal  Suzdal金鉱山硫化鉱開発(東Kazakhstan州) 

Kazakhstan-CuZn-Abyz   Abyz多金属鉱床(Karaganda州) 

Kazakhstan-U-J/V Inkai  J/V Inkaiウラン・プロジェクト(南Kazakhstan州) 

精錬所 

Kazakhstan-Cu-Balkhash   Balkhash Copper Smelter/Refinery  

Kazakhstan-Cu-Dzhezkazgan   Dzhezkazgan Copper Smelter/Refinery  

Kazakhstan-PbCu-Kazzink   Leninogorsk, East Kazakhstan 

Kazakhstan-Zn-Balkhash   Balkhash 

Kazakhstan-ZnPb-Ust-Kamenogorsk  Ust-Kamenogorsk 

 

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） 

海外地質構造調査（実績） 

 1997～1999 年度  カザフ東部 

 

 

資源開発協力基礎調査（実績） 

・資源開発調査 

 1997～1999 年度  テレクティンスキー･アップリフト 
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 2000～2002 年度  コクペティンスカヤ 

・市場経済移行国支援資源開発調査 

 1994～1996 年度  ジャマンアイバト･サマルスキー 
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第 2 部 地質解析  
 

1. 地質・地質構造 
 

1-1. 地質概略 

 カザフは、ユーラシアプレートの南端に位置している。ユーラシアプレートは、古生代

初期からシベリア地塊、ロシア地塊、タリム地塊などいくつかの地塊の衝突合体が行われ、

終的にはその縁辺部にインド、アラビアプレートなどの衝突が加わり、著しい構造帯が

発達して現在のユーラシア・アジア大陸の中央部が形成された。 

 カザフおよび周辺の基本的な地質構造は、卓状地と造山帯の分布によって構成されてい

る。カザフの北東方にはシベリア卓状地（Siberian Platform）、北西方にはロシア卓状

地（Russian Platform）が広く分布し、これらの間に西シベリア低地の中生代・新生代の

厚い堆積岩類が発達して、その一部はカザフの中央部－西部を広く覆っている。また、西

シベリア低地の厚い堆積物の下部には、先カンブリア時代から古生代にかけてのウラル地

向斜（Ural geosyncline）の岩石がかくれている。この地向斜は、西へ続き古生代後期に

ロシア卓状地とシベリア卓状地の衝突で形成されたウラル山脈に露出する。ウラル山脈の

構造帯は南北に発達して、その南端がカザフまで分布しており、様々な金属鉱床を胚胎し

ている。 

 カザフの北半分からその東方にかけてアンガラ地向斜（Angara geosyncline）堆積物が

発達してモンゴル地向斜（Mongorian geosyncline）まで広く分布している。また、カザ

フの南半分からその南方の天山山脈地帯にかけて褶曲構造の発達した地質が分布し、北西

部はウラル山脈南部の地質が分布する。 

 

1-2. 地質層序 

 カザフおよびその周辺の地質については、旧ソ連時代にかなり詳細に調査されている模

様だが、これらに関する日本語または英語のデータは極めて少ない。 
ここでは、1/750,000 地質図幅説明書“THE GEOLOGY OF THE U.S.S.R. 1960”の中

の「アンガラ地向斜」、「中央アジア」、「ウラル地向斜」を参考に記述する。 
第 1-1 表にカザフにおける地質層序を示す。 
 

1) 先カンブリア界（PCm） 

 カザフ・ステップ北西部に分布する変成岩と結晶岩類は、未だ区分ｓれておらず、一括

して先カンブリア界（PCm）とされている。 
また、カザフ南部では先カンブリア時代の岩石は、天山山脈北部帯やパミール高原南部に

分布する。パミール高原では片麻岩、片岩などの複合岩体が数百メートルの大理石層を挟

在して数キロメートルの巾で発達している。これらはインドに分布する始生代から原生代

にかけての複合岩体とよく似た岩相をしている。 
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第 1-1 表 カザフスタンにおける地質層序 (MMAJ.1994a) 
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2) 始生界（Ar） 

 始生代の岩石は、通常、その高い変成度と特徴的に変質している貫入岩およびミグマタ

イトによって、その上に不整合に重なっている原生代の岩石と区別されている。東カザフ

スタンおよびロシア領のハマール－ダーバンや西トランスバイカルの各地域に分布する。 
 

3) 原生界（Pr） 

 原生代の岩石は、貫入岩によって切られている非常に厚い変成岩、結晶片岩、堆積岩お

よび噴出岩が中心になっており、それらの厚さは 10～20km 以上に達している。原生界は、

多くの地域で下部原生界と上部原生界、あるいは、更に細かい地質単元に区分されている。 
 

 これらの岩石は、カザフ東部ではアルタイ（Altai）山脈、クズネック・アラタウ

（Kuznetskiy Alatau）山脈およびその東方のトゥバ（Tuba）および西サヤン（Sayan）
地域に分布し、カザフ南部では、カラタウ（Kratau）山脈、タラシ・アラタウ

（Talass-Alatau）およびその東のテルスキー・アラタウ（Terskey-Alatau）山脈には上

部カンブリア紀の地層とその下部に整合的に片岩、珪岩、変成噴出岩、大理石質石灰岩な

どからなる未区分原生代（Pr）の厚い地塊が発達する。 
 

 3-1) 下部原生界 

 ウラル地方で 古の岩石は原生界であるが、 下位の地層とされる南ウラルの片麻岩お

よび片岩よりなるタラタシ（Taratash）層は、上部始生界に属している可能性がある 
 

 南ウラルでは、オルドヴィス紀の海成層の下に横たわっている 古の地層が 10 層に区

分されている。これら 10 層は、全体として 13km の厚さを持っているが、明確な不整合

に基づいて、４累層群にまとめられている。その内、合計厚さが７km 以上に達している

下部２累層群は、原生界（Pr）に対比されている。また、全体の厚さが６km に達してい

る上部２累層群は、カンブリア系（Cm）に対比されているが、上部原生界に属している

可能性が強い。 
 

 南ウラルと南トランスウラルの分水嶺の東側で 古の岩石が露出し、更にその東側のカ

ザフ・ステップ地域のものに類似した地層が発達している。 
下位の累層群は片岩と結晶片岩よりなり、始生界（Ar）に対比されている。 

片岩、珪岩および片状噴出岩よりなる上部累層群は原生界（Pr）に対比されている。 
 

 3-2) 上部原生界または下部カンブリア系（Pr2Cm1） 

 この累層群は無化石地層が中心で、カザフ・ステップの中央部やクズネック・アラタウ

の南東部など、２－３の限られた地域に露出している。 
原生界あるいは下部カンブリア系よりなるほかの地域やアルタイなどに同時代の地層

が分布している。 
 

 イリ（Ili）川西の低地からチューイリ（Chu-Ili）山脈にかけて、原生代より若い変成

した頁岩や石灰岩がカンブリア紀の地層の下部に分布し、未区分上部原生代（Pr2Cm1）



- 42 - カザフスタン 

と表示されている。また、東方のジュンガル・アラタウ（Dzhungarian-Alatau）では下

部古生代の地層の下に変成岩類が露出している。 
 

 南ウラル南部のサクマラ（Sakmara）川盆地では、原生界の岩石の上に不整合に重なっ

ている、Archaeocyathidae を含んだ、カンブリア紀の塊状礁成石灰岩が見つかっている。

ウラルでは、Archaeocyathidae の存在を示す兆候が認められている北極ウラルの東側を

除けば、カンブリア紀の海成層は見つかっていない。 
 

4) 古生界 

 4-1) 下部カンブリア系（Cm1） 

 下部カンブリア系は、カザフの北半分では次の３堆積累層群に区分される。 
 － 海棲動物化石を含む堆積岩類、特に、Archaecyathidae 石灰岩類。 
 － 海成堆積岩類。 
 － 下部カンブリア系海成層に類似する無化石堆積岩類。 
カザフ・ステップや周辺地域で、スピライト－ケラトファイヤー火成岩が発達する場合が

多い。 
 

 4-2) 中部（Cm2）および上部（Cm3）カンブリア系 

 これらの岩石は変成された砂質－粘土質堆積岩よりなり、海棲動物化石を含む石灰岩を

挟む。 
カンブリア紀およびオルドヴィス紀の岩石は天山山脈北部帯にも多く分布するが、天山山

脈中部および天山山脈南部帯には少ない。 
 

 天山山脈北部帯では、片岩、珪岩、石灰岩などからなる変成度の高い地層が厚く（3,000
－5,000m）露出する。これらに地層から産出するわずかな化石によればカンブリア紀お

よびオルドヴィス紀の時代を示しているものの、両者を区分することは困難でこれらを纏

めて下部古生代（Pz1）と表示している。 
 

 カラタウ（Karatau）山脈南東部では、石灰岩の厚い（2,000m）地層が発達しており、

その基底に向かって上部カンブリア紀の三葉虫やレンズ状の燐灰石などを含む地層を挟

在し、上部に向かっては、オルドヴィス紀の海棲化石を含む地層に変化することからこれ

らは Cm3＋０と表示されている。 
他の地域では、カンブリア紀とオルドヴィス紀の区分は可能で、また、カラタウ山脈北

部では下記オルドヴィス紀も区分されている。 
 

 天山山脈中部帯ではオルドヴィス紀の岩石の岩石の存在は知られておらず、わずかにカ

ンブリア紀の化石を含む石灰岩が分布するのみである。 
 
 4-3) オルドヴィス系（０） 

 カザフ・ステップでは、オルドヴィス系は、変成岩作用を蒙った２累層群と火山源堆積

岩に区分される。第１の累層群は、オルドヴィス系の海棲動物化石を含み、塊状の石灰岩
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が発達し、また、規則的に成層した砂質－粘土質フリッシュ型地層、緑色の胡椒状グレイ

ワッケ砂岩および厚い礫岩も発達する。 
第２の累層群は、種々の変成度を示している非常に厚い地層からなり、オルドヴィス紀

の動物化石を含んだ層が、薄層あるいは小規模なレンズ状に挟在される。 
 

 天山山脈南部帯からパミール高原中央部にかけて、下部古生代の地層が発達し、珪岩、

変成石灰岩、頁岩などの厚い層からなり、オルドヴィス紀の海棲化石が産出する。 
 

 ウラル山脈地域では、オルドヴィス紀の堆積岩は、カンブリア紀の海成層とは対照的に、

ウラル全域で見つかっている。石灰岩、頁岩、珪岩、ドロマイトおよび種々の噴出岩より

なっている。 
南ウラルの東側では、カレドニア造山運動との関連で、モラッセ型緑色アルコース砂岩

が発達している。ウラル山地西翼部に分布しているオルドヴィス系の全層厚は 1,500～
2,000m であるが、東翼部ではそれを大幅に上回っている。 
 

 4-4) シルル系（S） 

 カザフ・ステップ地域のシルル系の堆積物は、いずれもカレドニア造山運動開始の後で

堆積したもので、一部には、シルル紀末期における造山運動の 終段階の堆積物が挟在さ

れ、海成、湖成、陸成の堆積物と火山岩が交互に重なっている。 
 
 シルル系は、厚さが比較的薄く、数 100m から 1,000－2,000m の間で変化し、下部シ

ルル系（S1）と上部シルル系（S2）に区分されている。 
カザフ東方のザヤン山脈西部では、オルドヴィス紀とデヴォン紀中期との間に、酸性（S
＋D1）の火山岩が発達している。 
 

 天山山脈中部帯にもシルル系がよく発達している。アライ（Alai）およびトルケスタン

（Turkestan）山脈ではこれらの層序はウラル山脈東部の層序に類似している。この地域

のシルル紀の層序は２つに区分されており、下部は主に砂岩層を挟在する頁岩で構成され

ている。頁岩類は特に、筆石頁岩およびテーブル状のサンゴを含む泥質石灰岩からなり広

範囲に分布し、しばしば噴出岩類を挟在する。一方、上部は、主として海棲化石を含む石

灰岩からなる。 
シルル系の全層厚は 3,000－4,000m に達し、その末端部では、明色の礁成石灰岩が発

達して連続的に下部デヴォン紀の厚い石灰岩へ漸移する。これらはヘルシニアン期の厚い

石灰岩層地塊を形成している。 
 

 天山山脈南部帯のシルル系の地層は、中部帯地域とほぼ同じ層序を示すがあまり発達し

ない。天山山脈北部帯ではカレドニア後期の変動を強く受けており、シルル紀の地層はカ

レドニア帯の方向に一致し、海成堆積物と陸成堆積物の互層からなる。 
 

 ウラル全域にもシルル系は分布する。豊富な多種類の動物化石を含む主として厚い頁岩

と砂岩よりなり、噴出岩を含んでいる下部ランドベリー（Llandovery）統およびウェンロ
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ック（Wenlock）統は、ウラル山地東斜面の殆どを占めている。 
上部下部および上部ラドロウ（Ludlow）統は両翼部で等しく発達して、場所によっては

塊状礁成石灰岩よりなっている。 
東翼部に分布しているシルル系は、全体の厚さが 3,000～4,000m に達している。西翼

部では、もっと薄くなっており、海成のシルル系はロシア・プラットフォームの境界に沿

って、アシンスキー（Ashinsky）期上部バブリンスク（Bavlinsk）の海岸－陸成赤色層

に変わっている。 
 

 4-5) デヴォン系 

 デヴォン紀の堆積物は、アンガラ地向斜の西部と中央部で発達しており、それらの堆積

物には、デヴォン系の動物化石および植物化石すべてが存在している。地向斜の西側部分、

東カザフスタン、ミヌシンスク盆地では、変化に富んだ火山岩および赤色岩の厚い累層（D1

＋2）からなっている。特に、東カザフスタンの赤色層（D2＋3）はデヴォン系の中部または

上部に属する。 
 

 デヴォン紀の堆積物の層相はアンガラ地向斜西側では、海成の下部デヴォン系および中

部デヴォン系の下部が完全に欠如しているか、または、連続的な赤色層および火山岩にな

っている。連続的な地層の上部は赤色層が支配的であるが、独立した海成堆積物のレンズ

も認められている。これらのレンズは、通常、中部デヴォン系あるいは上部デヴォン系の

下部に対比されている。 
 

 地向斜の中央部と南部では、カレドニア造山運動が弱かったか、あるいは、全く欠けて

いたため、石灰岩および珪質砂岩を主とする海成層が堆積した。 
カレドニア造山運動によって地向斜の西部地域で隆起した陸地は、カザフ大地峡と呼ば

れる非常に長い地峡を形成し、ウラル海と天山海をアルタイ海から分離した。従って、ア

ンガラ地向斜から出るデヴォン紀の動物化石は、中国および米国のものと類似しているが、

ウラルおよび西ヨーロッパのものとは相当異なっている。 
 

 天山山脈北部帯では、デヴォン紀の地層はカザフ東部のカレドニア帯の地層と同じで下

部（D1＋2）は赤色層からなり、上部（D2＋3、D3）は石灰岩が発達する。天山山脈中部帯で

は、ほとんど海成層からなり石灰岩、頁岩、砂岩などから構成されている。火山岩類は下

部デヴォン紀の層準でしばしば認められる。天山山脈南部帯のパミール中央部では、上記

のデヴォン紀の３層準が小規模な石灰岩の露出として認められる。 
 

 ウラル地域においてもデヴォン紀の堆積岩は広く分布していて、多様な層相を呈してい

る。この時期の堆積岩は、東翼部の西縁で発達しているが、ウラル中部ではほぼ完全に欠

如している。東翼部と西翼部では、それぞれが全く別のものと考えなければならない程に

異なっている。 
 

 ウラル山脈東斜面におけるデヴォン紀堆積岩類は、下部に普遍的に火山起源の層準を含

み、場所によって頁岩－砂岩層が発達している。これら堆積物の厚さは西斜面に比べては
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るかに厚く 高 3,000～4,000ｍを示す。 
 

 南ウラルでは、溶岩、凝灰岩（S＋D1）が上部シルル系と下部デヴォン系内で特に良く

発達している。それらの中に、碧玉と珪質頁岩が挟まれている。場所によってはヘルシニ

ア期の同一時期に堆積した、塊状礁成石灰岩が代わりに発達している。 
 

 4-6) 下部石炭系（C1） 

 下部石炭系の堆積物は、上部デヴォン系の堆積物と密接に関連していて、同じ層相を呈

している。カザフ東方ロシア領のトゥバなど場所によっては、上部デヴォン系と下部石炭

系（D3＋C1）とを区別することが困難な、陸成砂岩と頁岩が発達している。 
 

 下部石炭系の上部に特有な特徴は、 大厚さが 3,500～4,000m に達する、発達した狭

炭層（hC1）である。この層は、カラガンダ石炭盆地や東カザフスタンのエキバスタズ

（Ekibastuz）の大規模な堆積物として認められている。 
 

 天山山脈地域では石灰岩を主とする海成層がわずかに分布し、その一部には火山岩類が

発達する。 
 

 ウラル地域では、石炭紀の地層は東翼部で、デヴォン紀の地層と連続的に分布する。こ

の時代の地層は、トゥルネー、ビゼーおよびナムールの３階によって代表される。所によ

っては 1,500～2,000m の厚さに達する石灰岩が支配的であるが、頁岩状岩石や噴出岩も

発達している。中部および南部ウラルとチェリヤビンスクの北部および南部には、下部ビ

ゼー階の狭炭層（hC1）が分布しており、多数の炭鉱で採掘されている。 
 

 下部石炭系は、西翼部では、主として、上記の３階に属する石灰岩によって代表される。

狭炭層（C1）も下部ビゼー階に属し、中部ウラルのキゼル（Kizel）石炭盆地で発達して

いる。火山起源の岩石は全く見つかっていない。 
 

 4-7) 中部（C2）および上部（C3）石炭系 

 ヘルシニア造山運動が中部石炭系の中部に強く影響を与えて、アンガラ地向斜のほぼ全

域が海面上に隆起したため、陸成あるいは火山成地層が発達するが、中部および上部石炭

系に属する海成堆積物は、バルハシ湖北方の噴出岩内で認められる程度である。 
 

 東カザフスタンの西部では、上部および中部石炭系の赤色砂岩よりなる陸成層が発達し

ているが、この地層には含銅砂岩（C2＋3）が含まれていて、ジェスカズガンでは、旧ソ連

大の銅鉱床が形成されている。合計の厚さが約 1,000m に達し、カラガンダ、ナッドリ

ンスカヤ（Nadolinskaya）および他の場所に分布している挟炭層は、石炭紀中期のもの

である。 
 

 セミパラチンスク（Semipalatinsk）のイルトゥシ川地域から北部にかけて上部石炭系

の上部と下部二畳系に属する挟炭層（C3＋P1）が良く発達している。また、クズバスでは、

この挟炭層をバラホンスク（Balakhonsk）挟炭層と呼んでいる。 
 一方、この時代の層準は、天山山脈北部帯、天山山脈中部帯および天山山脈南部帯にも
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広く分布している。ヘルシニアン期の褶曲運動は、始めに天山山脈北部帯に起こり、急速

に発達していった。このため下部石炭紀の海は、乾いた陸域に変わり海進はわずかに東部

および南部で短期間行われたのみである。 
タシケント（Tashkent）の東部では火山噴出岩類（C2＋3）が厚く発達している。 
 

 天山山脈中部帯で褶曲作用が も強く、その運動は石炭紀の中期に始まり、中部古生代

の層序とは明瞭に不整合関係を示している。この褶曲運動の初期の石炭紀中期の陸成堆積

物である礫岩、砂岩および希に海成堆積物では褶曲作用は相対的に弱い。上部石炭紀およ

び下部二畳紀の地層ではヘルシニアン期の褶曲運動は 高に達し、その終末期に向かって

海域は高い褶曲山脈に移り変わり、さらにヘルシニアン期の花崗岩類（γ23）の貫入を受

けている。 
 

 天山山脈南部帯にも同様の層準（Pz3）が分布している。パミール高原北西部のピヤン

ジ（Pyandzh）川盆地に分布する上部古生代の地層では、基底部の植物化石を含む砂岩、

石灰岩層（C2＋3）、海棲化石を含む砂岩、頁岩、石灰岩（C3＋P1）及び厚い下部二畳紀の

礁石灰岩（P1）からなり、上部二畳紀の赤色層でこの層準は完結している。 
パミール高原南部では、ヘルシニアン期の弱い初期の褶曲運動が挟炭層を含む数キロメー

トル層厚の中－上部石炭紀の堆積層中に認められる。 
 

 4-8) 二畳系（P） 

 二畳紀の堆積物は、殆どすべての場所で、陸成砂岩、粘土およびマールよりなっている。

東カザフスタン西部のジェスカズガンでは、これらの堆積物は区分されていないが、北方

では、下部二畳系（P1）と上部二畳系（P2）に区分されている 
 

 ザイサン（Zaisan）湖の南東側では、海成および陸成の二畳紀堆積物が露出している。

ここでは、上部二畳系の頁岩および砂岩に、瀝青頁岩と腐泥炭（ケンデルリク鉱床）が挟

在している。セミパラチンスクのイルトゥシ川の沿岸に見られる下部イルトゥシ石炭鉱床

の上部は、下部二畳紀に対比されている。 
 

 また、クズネック石炭盆地においても二畳紀の堆積物は良く発達している。バラホンス

ク層（C3＋P1）の上部は下部二畳系に属し、コルチュルギン（Kolchurgin）上部挟炭層

（hP2）は上部二畳系に対比される。また、中間には石炭を挟まない地層（P2）が分布す

る。 
ミヌシンスク盆地のアバカン（Abakan）西方で発達している挟炭層は、下部二畳系（hP1）

に属している。 
 

 一方、天山山脈南部帯では下部二畳紀の海成層（P1）は広い範囲に認められ、様々な岩

層を示して厚く堆積するが、 も代表的な岩層は上部二畳紀から下部三畳紀の化石を含む

石灰岩層（P2＋T1）である。ヘルシニアン期の末期を示す堆積層はこの地域では欠如して

おり、古生代の堆積物は中生代堆積物に漸移している。これらの現象は、地中海堆積盆の

内帯の特徴に類似する。 
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 ウラル地域の上部二畳系（P2）は、シスウラルの西縁に沿って発達しており、ほぼ水平

に横たわっているか、あるいは緩く褶曲している。 
 

 ウフィム階（P2uf）は、南ウラルで も発達しており、中部ウラルではそれ程広く分布

していない。この階の地層は赤色層よりなり、分水嶺の近くでは、厚さが 1,000～1,500m
に達している。この厚さは、西の方で減少し、200～300m になっている。 
 

 ウラル山脈 南端のオレンブルグ（orenburg）の近くや 北端のペチョラ川盆地内では、

海成相と海岸相が支配的である。 
南部および中部ウラルでは、赤色層（海岸平野の陸源堆積物）だけが発達しており、北部

ウラルでは、カザン（Kazanian）階（P2kz）は、部分的に石炭層を挟んでいる、砂質－

泥質の陸源堆積物よりなっている。 
 

 タタール（Tartarian）階（P2t）は、陸成赤色層よりなり、ロシア台地で発達している。

これらの層は、ウラル地方では、オレンブルグ地域南部と北部ウラルだけに分布している。 
 

5) 中生界 

 中生代の堆積物は、通常、造構運動によって形成された、古生界の低地の狭い区域に特

徴的に認められ、北部では海成層は完全に欠如している。 
大きな分布面積をもった中生代堆積物がツルガイ低地と古生代堆積物の北西側および

南西側境界線に沿って認められている。 
 

 カザフ南部から天山山脈地帯にかけてこの時代の堆積作用は、北部と南部で異なり、さ

らに東部と西部でも異なった特徴を示している。 
カラタウ－フェルガナ（Karatau-Fergana）山脈においては、中生代の堆積物は、東に

向かって陸成相を示し、西に向かって上部白亜紀－古第三紀の海進堆積物が普遍的に認め

られる。 
 

 上部ジュラ紀－下部白亜紀の海進はヘルシニアン構造帯の東即ち、ムゴザール

（Mugodzhar）、キズルクム（Kyzyl-Kum）高地と天山山脈中部帯とを結ぶ線の東側に

は認められていないが、これより西側では普遍的に認められている。 
中－下部ジュラ紀および上部三畳紀の海成相はパミールの南部に堆積するのみである。 

 

 天山山脈の北側では、上部白亜紀および古第三紀の海成相はチュ（Chu）川の下流域の

低地とその西側の台地に分布するが、その東側では中生代およびカイノ階の陸成相が分布

する。 
 

 天山山脈中部帯では、海成相はその北側に沿って上部白亜紀－古第三紀の堆積物のみ分

布するが、南側ではこれらの他に上部ジュラ紀－下部白亜紀の海成相が分布する。 
 

 天山山脈南部帯では、中生代海成相はコーカサス地帯の堆積相と類似し、三畳紀、ジュ

ラ紀、白亜紀の海成相からなっている。 
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 ウラル地域では、三畳紀後期の末期には、現在ウラル山地の東翼部になっている地域で

地塊運動が起こり、新しい山系が形成された。幅広い山間地では、三畳紀後期からジュラ

紀にかけて、挟炭層が堆積した。その後、ジュラ紀後期から中新世の間に、ウラルは再び

準平原に変わった。 
 

 5-1) 三畳系（T） 

 三畳紀の海成堆積物は、アンガラ地向斜地域では分布が希である。クズネツク盆地の中

央では、シベリア台地の“トラップ”と識別されている下部三畳系（T1）に属する塩基性

溶岩と、マルツェフ（Maltzev）層に含まれている陸源砂岩と頁岩が発達している。 
 

 下部三畳紀の海成相（T1）は。マンギシラク（Mangyshlak）およびトゥアル－キル

（Tuar-kyr）構造帯の中心部にわずかに分布し、粘土、石灰岩、砂岩などから構成されて

いる。これらの堆積物は二畳紀から下部－中部三畳紀の厚い陸成堆積相の中心部に挟まれ

ている。 
一方、これらとは別に下部三畳紀の海成相はパミール高原に発達する。 

三畳紀中部層と上部層の大部分はパミール高原に発達しており、主要岩相は海成の石灰岩

からなる。 
 
 上部三畳紀 上部の地層は、その上位の挟炭層を含むジュラ紀の地層と堆積成分が似て

おり、天山山脈南部帯の北山麓などに広く分布するが、あまり厚くない。パミールの南西

部では上部三畳紀の地層は礁石灰岩が発達する。 
 

 ウラルでは、三畳系は、下部（T1）と上部（T3）が認められるだけである。下部三畳系

は西翼部だけに、また、上部三畳系は東翼部だけに分布している。 
下部三畳系（T1）は、ベトルジア（Vetlugian）階の赤色層よりなり、ロシア台地で発

達している。この地層は、ウラル地方では、オレンブルグだけに分布している。 
 

 上部三畳系（T2）は、チェルノビンスク南部のトランスウラル東部で も広く発達して

いる。この地層は、古生代岩石からなる深い地溝帯内で、細い帯として保存されている。

この地層は、厚さ 1,000 以上の挟炭累層よりなっている。 
 

 5-2) ジュラ系（J） 

 ジュラ紀の堆積物は広く分布している。古生界に形成された低地および地溝に堆積した

ものが も顕著で、主として挟炭層を含む数 100m に達する陸成堆積物が代表的で、基底

礫岩の上に堆積した固結していない砂と粘土よりなっている。 
上部ジュラ系は、灰白色の石炭層を含む、湖底あるいは沼沢地で堆積した細粒堆積物（粘

土およびマール）が支配的である。それらの堆積物の厚さは、通常 200～300m であるが、

場所によっては 1,000m に達することがある。ツルガイ低地と東カザフスタンでは、下部

ジュラ系（hJ1）に挟炭層が挟在している。 
 

 カザフ南部においても下部－上部ジュラ紀の地層は全域で認められ、数 100m の厚い暗
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褐色砂質頁岩層（J1＋2）として発達し、多くの地域で挟炭層（hJ1）の発達が認められる。

海成層としての下部ジュラ紀（J1）および中部ジュラ紀（J2）はパミール南部にのみ発達

する。 
 

 ウラル（Ural）－ムゴザール（Mugodzhar）－キズルクム（Kyzyl-Kum）高地－ヒッ

サール（Hissar）山脈を結ぶ線の西側では、上部ジュラ紀の地層（J2）は海成相で代表さ

れ、様々な層厚と成分を示すが、どの地域でもその上位の下部白亜紀の地層（Cr1）とは

整合関係を示す。 
 

 ウラル地域のこの時代の地層は、南部と北部で、ウラル山地の縁に沿って見つかってい

る。下部および中部ジュラ系は、陸成層よりなり、海成層よりなる上部ジュラ系は、その

上の海成下部白亜系と密接な関係を持っている。 
 

 南ウラルの南部とムゴジャール山地にある古生代地塊間の凹地では、ジュラ紀前期およ

び中期の砂岩と粘土が広く分布している。これら２時代の地層は、アクチュビンスクの西

側の狭い地帯でも発達しているが、中部ジュラ系は挟炭層になっている。 
オレンブルグ地域では、粘土と砂岩の中に石灰岩のポケットを含む海成上部ジュラ系が

相当な規模で発達しているが、層厚はそれ程厚くない（ 大 150～200m）。 
 北部では、陸成層の中部ジュラ系（J2）と海成層の上部ジュラ系（J3）が見つかってい

るだけである。これら２時期の地層は、粘土と砂よりなり、下部では、植物化石が見つか

っており、また、上部ではボレアル（Boreal）期の動物とアウケラやアンモナイトの化石

が発見されている。 
 

 5-3) 白亜系（Cr） 

 下部白亜系（Cr1）はすべて陸成堆積物で、東部では石炭層を狭在する。これらの堆積

物は、砂岩および緻密な粘土よりなり厚さは比較的薄い。湖底源の瀝青粘土やマールから

石油が生産されている。 
 

 カザフ南部からその南方では、下部白亜紀の地層は上部ジュラ紀の地層と連続的で、こ

れらの地域では上部ジュラ紀の海が下部白亜紀になってより一層発達したことを物語っ

ている。バルカン（Balkhan）およびコペトーダガ（Kopet-Dagh）では厚い石灰岩層が

認められ、クジタンガ（Kugitanga）から南に向かっては岩塩層を狭在し、タジキスタン

南西部のクリアブ（Kulyab）付近では岩塩ドームを伴う。 
ヒッサール（Hissar）およびアルタイ（Alai）山地の北部とアムダリア（Amu-Daria）

川の東では、下部白亜紀の地層は多くの場所で陸域起源の厚い無化石赤色砂岩が特徴的に

分布し、タシケント周辺がその代表とされている。 
 

 上部白亜紀の地層は、海進によって特徴づけられヘルシニアン構造帯を越えて地域の北

部から東部に広く分布する。この時代の海が止められた地域はチューイリ（Chu-Ili）山

脈のカレドニアン構造帯とフェルガナ（Fergana）山地のキンメル構造帯に限られている。 
この時代、チュ川流域の低地帯では広大な湾が広がり、カラタウ山地は低い岩山の半島
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として形成され始めた。一方、東方の海浜に向かったアルマ・アタ周辺では、上部白亜紀

の地層は恐竜の化石（dinosaurs）を含む赤色層で代表され、薄く水平に広がる。 
 

 東カザフスタンの南西縁に沿って発達している上部白亜系は、ほぼ水平に横たわってい

る円礫層よりなり、その上方では、しばしばグロコナイトを含む砂と粘土よりなっていて、

鮫の歯や牡蠣殻の化石が良く見つかっている。 
 

 上部白亜紀の海進相は、マール、石灰岩、粘土などの海成層で特徴づけられ、岩塩や石

膏を挟在する砂質－泥質な湖成堆積層や赤色層などは海岸平野部に広がり、トルクメニス

タンやタジキスタン北部では 1,000m を越える。 
 

 ウラル地域の下部白亜系（Cr1）には、海成層と陸成層がある。海成層は、南部のオレ

ンブルグおよびアクチュビンスクの近くとウラル山地東斜面沿い北部の、海成の上部ジュ

ラ系と共に発達している。これらの地層は、黒色粘土および砂よりなり、全体の厚さは

40～50m である。陸成層は、中部および南部ウラル山地の東翼部沿いに発達している。 
この地層は粘土および砂よりなり、場所によってはボーキサイト、亜炭および鉄鉱石を

含んでいる。この地層全体の厚さも、40～50m である。 
 
 上部白亜系（Cr2）の堆積物は東翼部沿いに見つかっているが、古第三紀の堆積物と密

接な関係を持っており、通常、それらの下に横たわっている。海成の粘土および砂が支配

的で、グロコナイトとマールがしばしば見つかっている。これらの地層はほぼ水平で、厚

さは 100～200m に達している。 
 

 白亜紀後期の海は、ツルガイ海峡を通って、現在ウラル川になっている凹地沿いに南か

ら進んできた。これらの海は、西シベリア平野の大部分の区域に広がった。北部では、ウ

ラル山地の西翼部のエニセイ（Yenisey）川の下流域で湾を形成したため上部バランジュ

期の堆積物が広い地域に堆積した。西北極地方では、海成の上部白亜系は欠如している。 
 

6) 古第三系（Pg） 

 古第三紀の堆積物は広く分布している。ツルガイ低地や東カザフスタンの南西部では、

下部が海成すな、粘土および、暁新世と始新世（Pg1＋2）を示している種々の斧足類と腹

足類を含んだゲイズ（珪質粘土）よりなる古第三系が上部白亜紀の堆積物の上に整合に重

なっている。これより上位は、陸棲哺乳類の骨を含んだ漸新世の陸成礫層（Pg3）が認め

られており、その時代まで陸上に棲んでいた哺乳類の中では 大である犀類

（Indricotherium）の化石が見つかっている。 
 

 カラタウおよびキズルクム高地では暁新生および始新生（Pg1＋2）の地層は数 10 メート

ルの海成層（粘土、砂）からなり、漸新生（Pg3）の地層は同様の層厚を示す海成層およ

び陸成層からなる。 
 

 タジキスタン南西部のフェルガナ谷では含油量が多孔質なドロマイトおよび砂岩から



- 51 - カザフスタン 

なる古第三紀層中に認められている。ここでは、古第三紀の層厚は数 100m を示し石灰岩

が油母層として重要な役割を演じている。貝化石を多く含み、特に、牡蠣の化石が特徴的

である。 
 

 未区分の陸成古第三系は、アンガラ地向斜の北縁からエニセイ川に亘る全域に点在する。

アルタイ山脈南西のザイサン湖南西のアルタイや、バルハシ湖の東岸および東カザフスタ

ンの北西部では、古第三紀の地塊からも見つかっている。古第三紀の陸成堆積物は、未固

結砂および礫と褐色および灰色の粘土よりなり、ほぼ水平に厚さ数 10m で分布する。ザ

イサン低地では、古第三系と新第三系の合計厚さが 1,400～1,600m に達している。 
 ウラル地域の古第三系は、主に暁新統（Pg1）と始新統（Pg2）が海成層で、珪質粘土（ゲ

ーズ）、グロコナイト砂および、海棲動物相を含む砂質－泥質岩石よりなる。漸新世（Pg3）

の堆積物は、陸成の砂と粘土よりなっている。古第三系全体の厚さは、 大 100～150m
である。 
 

7) 新第三系 

 新第三紀の堆積物は、カザフ北部では余りよく発達せず、陸成の砂と粘土が分布する。

厚さは数 10m であるが、低地では数 100m に達することがある。植物化石と微小動物化

石から、中新世（N1）と鮮新世（N2）とが区分されている。 
 

 カザフ南部および中央アジアにおけるこの時代は準平原化して、その西側では海に覆わ

れ、東側では若干の起伏を伴った海岸平野となっていた。この時期アルプス造山運動が行

われた証拠は見つかっていない。 
 

 中新生時代に、西側地域の海は海退を始め、サルマチアン海（N1）の境界線はウスチウ

ルト（Ust’-Urt）台地の東側懸崖に沿って南のアシハバードに向かって連続する。また、

海退と共に山塊の隆起が行われた。 
サルマチアンの海成堆積物は一連の礫岩層を特徴とし、粘土や砂を挟み、数 100m の層

厚で堆積した典型的な「モラッセ」タイプの岩相を示す。これらの典型的な層序はコペト

ーダガ山脈やコーカサス山脈南側に認められる。また、パミール高原においても山塊が上

昇した証拠が認められている。 
 鮮新生時代においては、造山活動は益々発達して中央アジアからアルタイ山脈などの現

在の山脈群が明瞭に形作られた。この造山運動は第四紀の時代を通じて行われ、さらに今

日まで引き継がれてしばしば激しい地震を引き起こしている。 
 

 ウラル地域の新第三紀の堆積物は、中新統（N1）と鮮新統（N2）が見つかっている。

それらの殆どすべてが陸成相を示している。アクチャギル（Akchaghylian）海の堆積物

（N2）－アクチャギル期を示す貝化石 Mactra および Cardium を含んでいる粘土と砂－

が南ウラル西斜面のベラヤ川流域だけで見つかっている。 
 

8) 第四紀堆積物（Q） 

 これらの堆積物は、カザフ北方のバラビンスカヤ（Barabinskaya）およびクルンジン
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スカヤ（Kulundinskaya）の両ステップで、殆どが処女地のまま広大な面積に亘って残っ

ている。広大な面積が風成砂で覆われており、ザイサン湖、アラクル、バルハシ、アラル

海およびチュ川下流域、アムダリア川、シルダリア川流域などに分布し、河成および湖成

の砂と粘土より成り、厚さ数 10m に達している。 
 

 アルタイ山脈、天山山脈、パミール高原の山岳地帯では、氷河堆積物、融氷流水堆積物

および黄土が広がっている。また、山麓地域ではモラッセタイプの堆積物が優勢である。 
 

 ウラル地域のこの時代の堆積物は、南部および中部ウラルの河谷沿いに分布しているだ

けである。第四紀中期および後期（Q2 および Q3）の氷河堆積物や融氷流水堆積物が、ペ

チョラ川とカマ川の間にある平坦な分水嶺の上で、大きな面積を占めている。 
 

1-3.火成活動 

1) 先カンブリア界の火成活動 

 先カンブリア紀の火成活動サイクルは、始生代サーミア期（Saamian）およびスベコフ

ェン期（Svecofennian）、カレリア期（Karelian）および原生代後期の３サイクルがあっ

たことが知られているが、その後のアンガラ地向斜地帯の火成活動に覆われている。 
 
 アンガラ地向斜地帯での火成活動サイクルには、カレドニア・サイクル、ヘルシニア・

サイクル、キンメル・サイクル、アルプス・サイクルなどがある。 
 

 天山山脈北部帯地帯では全域に亘って火成活動が認められるが、個々の露出範囲は小規

模で、且つ、火山噴出岩類は欠如しており、酸性貫入岩（γ1）および中性貫入岩（δν1）

のみが分布する。 
これらの岩類はカラタウ北部、タラス（Talass）およびアラタウ山地などの他テルスキ

ーアラタウ（Terskey-Alatau）地域からイシクル（Issyk-Kul’）南部にかけて様々な場所

に露出する。これらの火成活動が も活発に行われ、原生代の長石花崗岩類が片麻岩類を

貫いて発達したチューイリ（Chu-Ili）山脈は、オルドヴィス紀の海成堆積物で覆われて

いる。また、始生代の貫入岩類は正片麻岩類、片麻状斑レイ岩および角閃岩類からなる。 
 

 フルンゼ（Frunze 現在のビシケク）北部の始生代の火成岩類は、酸性および塩基性溶

岩類（石英曹長斑岩、ヒン岩、輝緑岩）やそれらの凝灰岩類からなり、層厚 1,000-2,000m
の達することもある。天山山脈南部帯地帯のパミール南西部では、先カンブリア時代の岩

石は暑い片麻岩類（γ1）からなる。 
 

 ウラル山地の火成か都度は、原生界後期の火成活動サイクルと卓越した古生代の火成活

動サイクルで占められるが、それらより若い時期のサイクルはほぼ完全に欠如している。 
原生代の貫入岩は、極端にウラル山地の西翼部に露出している。カレドニア紀の貫入岩は

主に東側に分布して、西翼部ではわずかに認められるだけである。 
更に東側では、ヘルシニア紀貫入岩の幅広いゾーンが延びていて、東翼中央部に露出し
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ている。 後に、南ウラルのトランスウラルの 東縁部では、カレドニア紀および、カザ

フスタン型先カンブリア紀の貫入岩が再び発達している。 
 

2) カレドニア・サイクルの火成活動 

 このサイクルに属する火成岩は広い面積を覆っている。オルドヴィス紀の塩基性噴出岩

が東カザフスタンの南東部で相当な面積を占めている。この期間には、主要なオフィオラ

イト・ゾーンも形成された。種々の組成より成るカンブリア紀の噴出岩が西サヤン西部に

広く分布している。即ち、クズネツク・アラタウでは塩基性噴出岩が、また、トゥバの東

部では酸性噴出岩が分布している。 
その活動が も顕著に行われたのは天山山脈北部帯で、中部帯および南部帯では緩やか

な課都度うで、パミールからその北部地域アルマ・アタ南部やスタリナバード（Stalinabad
現在のドゥシャンベ）北部の古生代の火成岩類はγ2 で表示されている。 
 

 カレドニアン造山期の花崗岩類は大規模な岩体を形成しており、フルンゼ南部の花崗岩

複合岩体は長径 200km、幅 50-70km に達する。また、イシクル南部およびタシケント東

部にも大きな岩体が存在する。 
これらの岩体は、場所によっては下部カレドニアン貫入岩（γ21）および上部カレドニ

アン貫入岩（γ22）に区分されている。 
 

 古生代前期に噴出した岩石の特徴は、スピライト、枕状溶岩、凝灰岩および泥灰岩が広

く発達していることである。また、泥灰岩は海棲動物の化石を含んでいて、海底噴火が広

く行なわれていたことを示している。 
 

 ウラル山地のカレドニア火成活動は、オルドヴィス紀のひん岩、石英曹長斑岩、斑長岩、

凝灰岩などの噴出作用から始まった。これらの噴出岩類は、場所によっては、相当な

（700m）厚さに達している。 
また、大規模な花崗岩バソリス、斑糲岩、蛇紋岩などの超塩基性岩の貫入岩が広く分布

している。 
これらの貫入岩は、北極、北部および中部ウラルの分水嶺の東側で、南ウラルの西斜面

で、ベラヤ川の流域に、更に南側のサクマラ（Sakmara）谷沿いにおよびオルスク（Orsk）
付近で、南北の方向性を持って相次いで貫入した。 
 

 南部では、アクチュビンスク東側のムゴジャール山脈内のクロム鉄鉱を含んだ巨大なバ

ソリスで終わっている。これらの超塩基性岩は、中部および北部ウラルでは、白金鉱床を

伴っており、また、中部および南部ウラルでは、ニッケル、クロムおよびアスベストを伴

っている。塩基性岩類は、地質図上では、堆積層準に対応して、δν2、δν21 およびδ

ν22 の記号で記載されている。 
も若い岩石（δν22）は、オルドヴィス紀末期とシルル期の初期に相当する、カレド

ニア造山運動の 終段階に貫入したもので、超塩基性岩（δν22）の殆どがこの段階に対

比されている。 
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 地質図上では、カレドニア花崗岩は、それぞれが属するカレドニア造山運動の 初およ

び 後の段階に対応させて、γν21およびγ22の記号で識別されている。ウラル山地では、

走向方向に沿って連なっているイルメン（Ilmen）山脈とビシネビー（Vishnevy）山脈は

独特のアルカリ岩体で構成されている。それら岩石は主に、スベルドロフスクとチェリヤ

ビンスクの間に分布し、一連の貴石鉱床を含む霞石閃長岩（ミアスカイト）よりなってい

る。貫入時代はカレドニア・サイクルに属し、地質図上では、ε2 の記号で表示されてい

る。頻繁に貫入している岩脈は種々の組成を持っている。 
 

3) ヘルシニア・サイクルの火成活動 

 このサイクルに属する火成岩は広い面積を覆っている。貫入バソリスや噴出岩が非常に

広く発達しており、種々の岩脈が貫入しているが、例外的にプロピラトと曹長斑岩が支配

的な噴出岩がデヴォン紀前期および中期に大規模に発達した。 
 

 デヴォン紀前期および中期の未区分噴出岩が、一方ではカザフ・ステップの南東部と中

央部の広大な面積を有して、他方ではミヌシンスクおよびトゥバの両低地を占めている。 
カレドニア・ゾーンにおいては、デヴォン紀前期と中期に 大の隆起運動が起こり、それ

に続いて破砕帯が形成された。これらの破砕帯が噴出岩のマグマに通路を提供したため多

数の噴火を誘起した。 
 

 ヘルシニア・ゾーン内では、古生代後期に 大の隆起作用が起こった。これらの隆起作

用は、バイカル湖の北側で、古生代後期の噴出岩（C2、C3、C2＋3）によって占められて

いる広大な地域と密接に関連している。 
デヴォン紀後期および石炭紀前期にも噴出作用が相当な規模で行なわれたが、これらの噴

出岩も古生代後期のすべての噴出岩同様陸上で噴出したものである。 
 

 ヘルシニア紀の貫入岩は、種々の段階で起こった褶曲作用に伴っているので幾つかの時

代に区分できる。 初の貫入岩は石炭紀中期のものであり、また、 後の貫入岩は二畳紀

後期および三畳紀前期のものである。そのため、 後の貫入岩は褶曲作用の影響を受けず、

丸い輪郭を示して貫入し、貫入時の組成を維持するという顕著な特徴を持っている。この

ような貫入岩が、カザフスタン南東部のセミパラチンスクの近くで、古生代後期の挟炭層

h（C3＋P1）内に貫入している。それらはセミイタフスキー（Semiitavsky）累層群に含

められている。 
 

 一方、カザフ南部では、この時代の火成岩類は天山山脈の西側には欠如しており、東部

にのみ分布している。 
 

 ジュンガルアタタウ山地やアルマ・アタ東部などでは下部石炭紀（C1）の酸性火山岩類

（曹長斑岩、ヒン岩など）や上部古生代（C3＋P）の様々な火山岩類が分布する。小規模

な花崗岩体も認められる。 
 タシケント東部の広い地域には厚さ 2,000-3,000m に達する上部古生代（C2＋3）の火山

岩類が発達する。 
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 天山山脈中部帯では、ヘルシニアン紀の火成活動は小規模だが顕著で、中部－上部古生

代の各種火山岩類が発達している。 
 ヘルシニアン花崗岩（γ23）はキズルクム高地からカーンタングリ（Khan Tengri）地

塊付近によく発達しているが小規模岩体が多い。スタリナバード北部の花崗岩体は規模が

大きいが、その一部はカレドニアンの岩体で占められている。キズルクム高地北部のスル

タン（Sultan）‐ウイズ（Uiz）-ダガ（Dagh）地塊には希に塩基性、超塩基性貫入岩類

が認められる。一般に、天山山脈では超塩基性貫入岩類はウラル山脈に比べて極めて少な

いため、これらに胚胎するクロムやニッケル鉱床は無いとされている。 
 

 天山山脈南部帯では、ヘルシニアンの火成岩類はキンメル期に広く活動しているが、特

に、パミール地域に多く、ここでは中部古生代火山岩類（PZ2）および花崗岩類（γ2）が

発達している。 
 

 ウラル山地ではこのサイクルは、東斜面だけに分布し、古生代中期の種々の噴出岩から

始まっている。アンガラ地向斜で頻繁に見つかっている古生代後期の噴出岩はウラル山地

では欠如している。 
 

 火山活動は３段階に区分され、南部および中部ウラルに分布している。 
第１段階はランドベリー（Llandovery）期に始まって、ウェンロック（Wenlock）期およ

びラドロウ（Ludlow）期前期に 高に達し、ラドロウ期後期に終わった。 
第２段階は、デヴォン紀中期全体に亘って継続した。 
第３段階は、ファメヌ（Famennian）期末期に始まって、トゥルネー期に 高に達し、

ビゼー期に終わった。 
 各段階は、塩基性および酸性の２種類の火成岩によって代表される。 
 

 変動時花崗岩（ν23）のバソリスは巨大な規模で、その幅は 200km 以上、長さは 75～
100km に達している。これらは 1,200km の長さと 100～200km の幅を持つ南北方向のゾ

ーン内に連続的に貫入している。 
これらのバリソスの貫入時代は、下部石炭系の石灰岩に貫入し、上部三畳系の挟炭層と海

成のジュラ系に覆われている。 
 

 閃長岩のバソリスはそれ程多くない。 も有名なバソリスは、中部ウラルのニジニタジ

ルの近くで見つかっている。このバソリスには、マウント・ビソカヤ（Mount Vysokaya）
およびマウント・ブラゴダット（Mount Blagodat）という、大規模な鉄鉱床を伴ってい

る。 
 

 塩基性および超塩基性岩石は少ないが、その１例として、中部ウラルに斑糲岩－橄欖岩

の岩体（δ2）が分布する。 
岩脈は多様に変化しているばかりでなく、広く分布している。これらの岩脈は、ペグマタ

イト、アプライトおよび花崗斑岩よりなっている。 
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4) キンメル・サイクルの火成活動 

 キンメル期の火成活動は小規模であるが、三畳紀、ジュラ紀および白亜紀前期の噴出岩

が、東カザフスタンからその東方ロシア領クズバスおよびトランスバイカル地域で認めら

れる。中央クズバスに分布している中生代噴出岩は三畳紀前期に噴出したもので、シベリ

ア台地のシベリア・トラップと同時期である。 
 カザフ南部では、この時代の岩石は様々な分布様式を示して主に天山山脈南部帯に発達

する。天山山脈北部帯や天山山脈中部帯では小規模な溶岩や凝灰岩が希にアルタクル

（Alta-Kul’）やイシクル（Issyk-Kul’）北部の堆積盆のジュラ紀の堆積物の中に認め

られる。 
 

 天山山脈南部帯では、キンメル期の産物として塩基性火成岩が広範囲に発達するのが特

徴的である。また山脈全域で溶岩の小破片を含むジュラ紀の挟炭層が露出し、マンギシラ

ク（Mangyshiak）およびタルキル（Tuar-Kyr）からパミールにかけて発達するがいずれ

も小規模である。 
 

 キンメル期の貫入岩類は、下部－中部ジュラ紀の厚い砂質－泥質層を貫き、さらに互層

状に胚胎している。酸性及び塩基性岩体はクラスノヴォトスク（Krasnovodsk）岩体（δ

ν3）近辺で認められ、花崗岩体はボルショイバルカン（Bolshoy Balkhan）岩体（γ3）

などがあるが、この時代の 大規模の花崗岩体はパミールに分布する。 
 

5) アルプス・サイクルの火成活動 

 アルプス期の火成岩類は、アンガラ地向斜の西部では殆ど知られていない。 
白亜紀後期および古第三紀の陸成堆積物の中に含まれている玄武岩の岩床が、唯一報告さ

れているのみである。 
カザフ東部のトゥバ、モンゴルおよびトランスバイカル地域では、 も若い新第三系およ

び第四紀玄武岩が広く分布している。それらの大部分はシベリア台地上に分布しているが、

アンガラ地向斜内の古生代地塊間の低地にも発達しているのが認められている。 
 

 カザフ南部では、この時代の火成岩類としては小規模な玄武岩類が数 10 メートルの厚

さを示してトランス－イリアラタウ（Trans-Ili Alatau）の古第三紀及び新第三紀の赤色

岩層中に胚胎して、中国領内まで連続している。フェルガナ渓谷では、白亜紀の地層が安

山岩や玄武岩の岩脈に切られている。 終的に、天山山脈南部帯から西方にかけて古第三

紀の塩基性火山岩類が発達する。 
アルプス期の花崗岩類（γ4）は主に小規模岩体で、キンメル期の花崗岩類（γ3）を貫い

ており、パミール西方のコログ（Khorog）地域に分布する。 
 
1-4. 地質構造 

 カザフの北半分はアンガラ地向斜地帯に属しており、先カンブリア界および下部古生界、

中部および上部古生界と下部三畳系、上部三畳系と下部および中部ジュラ系（東部では、
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更に、上部ジュラ系と下部白亜系）とすべての若い堆積物から、同じ構造的出来事が４回

認められている。 
 

 アンガラ地向斜内に起こった構造運動の歴史は、実質的にウラル地向斜の東部のそれと

同じである。先カンブリア紀と古生代前期ないし中期に、大規模な沈降運動が長い期間を

かけてゆっくりと起こった。 
この長い期間中に集積された堆積岩と噴出岩は非常に厚く、 大で 50～60km に達する

が、 小でも 25～30km はあるであろう。それらの堆積岩と火山岩の中では、海成層が支

配的である。ある場所では、乾燥した陸地が褶曲運動によって一時的に形成されたため、

堆積作用が中断したが、その隣接地域では、堆積作用が中断されずに継続した。 
 

 下部古生代のカレドニア造山地帯は、ツルガイ低地、東カザフスタンの北東部と西縁部

および南側のカラタウ山脈に続く峠を含み、南ウラル山脈東翼の東部に延びている。カザ

フの東方ロシア領では、クズネック・アラタウ、ミヌシンスクおよびトゥバ低地とゴルニ

ー・アルタイ（Gorny Altai）を含んでいる。 
カレドニア地帯は、東サヤン沿いに北東に向かって狭くなり、アルダン川の上流側直線

流域で消失している。この地帯は、それの長い全長に亘って、シベリア台地の先カンブリ

ア界地塊を取囲んで湾曲している。 
 

 ヘルシニア造山運動は石炭紀に始まり、この運動の初期には、アンガラ地向斜内に凸凹

に富んだ陸地と赤色堆積物や挟炭層が堆積する場が造られた。 
造山運動の末期（二畳紀末期と三畳紀前期）には、地向斜全域が高地になって侵食作用が

活発いなり、中部三畳系と上部三畳系の大部分が欠如するようになった。 
 

 中生代と新生代の堆積物は、主として陸成堆積物よりなっている。白亜紀後期および古

第三紀の海は、既にジュラ紀に形成されていたツルガイ低地とその隣接地に侵入しただけ

である。ジュラ紀前期および中期に起こった地塊上昇によって低い山脈が形成され、それ

らの谷間およびふもとで砕屑物が平地沿いに堆積して、今日見られる挟炭層が形成された。

その後のジュラ紀後期から白亜紀前期には、類似の隆起が東部でも起こって、挟炭層が堆

積した。 
 

 後に、鮮新世の間、先カンブリア界および古生界の古代な地塊が隆起や沈降を始め、

今日見られるアルタイ、サヤンおよびトランスバイカル地域の山脈が形成された。これら

の運動は第四紀になっても続き、サブバイカル地域では現在も続いていて、強い地震を起

している。 
 

 カザフ南部から中央アジアの地質構造の形態とその生い立ちは、それぞれの構造帯によ

って異なっている。 
 

 天山山脈北部中軸部から北側はカザフステップのカレドニアン構造帯の生い立ちに一

致している。 
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 初の構造運動は始生代、原生代、下部古生代に亘る構造運動で、これらはまさに各時

代ごとの構造運動に細区分されている。 
二番目は中－上部古生代で、低い変成作用と少量の花崗岩貫入が特徴的である。ヘルシ

ニアン造山活動はカレドニアンのそれより弱いが、依然強いことには変わりない。 
三番目は挟炭層を含む上部三畳紀、下部－中部ジュラ紀で、広域に亘る褶曲作用が発達

するが、火成か都度はこれらの構造運動とは必ずしも一致しない。 
 四番目は上部ジュラ紀およびそれ以後の運動で、非褶曲、未固結堆積物が特徴的である。 
 

 天山山脈北部帯の中央部から南側にかけては、５段階の生い立ちがある。 
 第一番目は上記の山脈北側と同じであるが、それらの露出は小規模である。 
 第二番目はこの地域の も基礎的で優勢な運動である。ヘルシニアンの褶曲作用はカレ

ドニアンのそれよりも強く、またヘルシニアン花崗岩も優勢である。 
 

 第三番目の構造運動は、上記北部地域と同じであるが褶曲作用はより強く、さらに強い

変成作用を伴う（フェルガナ（Fergana）山地のウズゲント（Uzgent）挟炭層など）。 
フェルガナ山地は下部白亜紀のキンメル（Kimmerian）褶曲運動によって形成されたも

ので、その後の上部白亜紀の海の進入を妨げる大きな原因となっている。 
 

 四番目の構造運動は上部白亜紀及び古第三紀で、地質は単純で平坦な構造が特徴である

が、褶曲の発達した部分では断層運動が発達して衝上断層が顕著である。これらの広域的

な褶曲作用の方向は、この時代の構造運動の一般的な方向に一致するが貫入岩類の構造と

は一致しない。このステージの構造はタシケント北部のフェルガナ渓谷やキズルクム高地

に発達する。 
 

 五番目の構造運動は、新第三紀及び第四紀の非褶曲・非変成の地層であるが、局所的に

は平坦な短軸背斜構造が発達し、第四紀層においても発達が認められている。これらの構

造は特に、フェルガナ渓谷地域のナマンガン北西部やアンディザン（Andizhan）西部お

よび南部などで発達し今日までその運動が引き続いており、この地域でしばしば地震が発

生している。 
 

 天山山脈南部帯では５回の構造運動が知られており、特に若い時代のキンメル－アルプ

ス（Kimmerian-Alpine）造山運動が顕著に認められる地域である。 
 

 一番目の構造運動は２つの時期に区分され、その 初の運動はパミール南西部の結晶複

合岩類を形成した始生代および原生代の運動である。その次の運動は中央パミールの変成

岩類を形成した下部古生代の運動である。 
二番目の構造運動は中－上部古生代で、強い変成作用と褶曲作用が特徴的であるがそれ

らの状態は一番目のものとは多少異なっている。 
 

 三番目の構造運動は三畳紀、ジュラ紀および下部白亜紀で、キンメル造山活動期に一致

し下部白亜紀に終息している。この時代の地層は激しい断層運動で大きく転移し、複合褶
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曲運動で複雑に変形されてブロック状、薄片状に切断されてさらにキンメル花崗岩類に置

かれている。 
四番目の構造運動は上部白亜紀および古第三紀で、著しい褶曲と変成作用が特徴的であ

る。パミール高原ではこの時期の貫入岩類によっていくつかに分帯されている。 
 

 五番目の構造運動は新生代および第四紀で、単純で明瞭な褶曲構造と弱い変成作用が特

徴である。多くの地域（コペト・ダガ（Kopet-Dagh）山麓など）ではこれらの若い時代

の褶曲作用が発達しており、現在でもその運動は継続されている。若い時代の地質構造は

トルクメニスタン西部の石油の胚胎構造を形成している。特に、これらの構造のいくつか

はコペトーダガ山麓の西方のカスピ海周辺で認められる他に、チェルケン（Cheleken）
半島などにも発達している。 
 

 先カンブリア紀から古生代時代にかけて中央アジア全域は伸張作用と沈降作用を蒙っ

て、25-30km 以上の堆積物や火山噴出部が累積されている。沈降作用は褶曲運動によっ

て中断され陸成を形成し削剥作用を受けている。 
 

 天山山脈北部帯ではスベコフェン（Svekofennian）、カレリア（Karekian）、カレド

ニア（Caledonian）紀の褶曲運動が発達している。 
天山山脈中部帯では先カンブリア時代の地質は欠如しており、また、カレドニア紀の褶

曲構造はほとんど認められず、天山山脈北部帯地域とは異なる構造運動となっている。 
天山山脈南部帯では先カンブリア時代の地質は存在するが、カレドニア紀の褶曲構造は

天山山脈中部帯地帯と同様に非常に弱いかまたは存在していない。 
 

 構造運動の歴史の中でヘルシニアン紀の褶曲活動が も顕著な運動で、この運動は全て

の山脈地帯で発達しているが、構造運動の様式はそれぞれ異なっている。この造山作用が

高に達したのは天山山脈中部帯で、下部二畳紀時代にはこの地域は高い褶曲山脈が形成

された。 
 

 一方、北部および天山山脈南部帯では、ヘルシニアン初期の運動は石炭紀中期に始まり、

その北側に陸成層を残している。また、南側では新しく形成された陸域はたちまち沈降消

滅して連続的に海進が行われた。 
二畳紀の海は引き続き三畳紀、ジュラ紀、下部白亜紀の海進が行われ、下部の先カンブ

リア紀および古生代の地層の上に少なくみても 10-12km におよぶこの時代の海成堆積物

を累積している。 
 

 キンメル褶曲運動はこの膨大な堆積物に圧力をかけて複合褶曲や短斜褶曲を引き起こ

し、今日の日本のような花づな山脈列島を形成した。 
これらの列島は、天山山脈南部帯や天山山脈中部帯の西部で下部－中部白亜紀および古

生代の海に浮かんでいた。また、フェルガナ山脈は下部白亜紀時代に上昇開始した。一方、

天山山脈北部帯のキンメル褶曲は弱いが、アンガラ地向斜では明瞭な構造を示している。 
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 アルプス褶曲運動は中新世時代に開始したが、顕著な活動は天山山脈南部帯に限られ今

日みられる急峻な高い山脈を形成し、且つ、貫入岩類の活動を伴っている。天山山脈中部

帯および天山山脈北部帯の南面では、このアルプス褶曲はまだ弱く貫入岩類も伴わず、変

成作用も弱い。しかし、この時代の褶曲運動は広く作用しておりこれらの地域のどこでも

規則的な方向性の褶曲が認められる。 
一方、天山山脈北部帯の北面では、ブロック運動のためにこれらの褶曲作用は欠如し、

山脈の起伏は不明瞭となっている。 
 

 ブロック運動は、天山山脈北部帯で顕著に活動したが、天山山脈中部帯では褶曲運動に

よって被覆されている。ブロック運動は先カンブリア期や古生代の地質の上昇および下降

運動によってもたらされたもので、ブロックの境界部の割れ目付近にこれらの地層が露出

する。ブロック運動の運動方向はほとんど垂直方向で、ブロック同士は垂直な断面層で境

されているが、時には、傾斜断層、逆断層などもあり、希に水平断層で境されることもあ

る。このような場合はナッペが形成される。 
 

 衝上断層運動中には、古生代の地塊が中生代や古第三紀の未固結堆積物を圧縮し、褶曲

構造を形成し、しばしば複合褶曲構造も形成している。 
この褶曲の特徴は、先ず破砕褶曲が顕著で衝上断層面から離れるにつれて褶曲面が緩や

かになり、 終的には水平な地層に漸移する。次の特徴は、決して変成作用を伴わないこ

とである。 
しばしば単斜褶曲や伏臥褶曲などを伴う複合褶曲が発達するにも関わらず、未固結層が

残される場合がみられ、疑問とされている。衝上断層地塊運動の配列の線は、アルマ・ア

タの東の古生代層の境界に沿って顕著に認められる。 
 

 ブロック運動の も代表的な現象は、古生代の基盤の上に中生代および新生代の地層が

乱れなく水平に乗ったまま上昇していることである。これら古生代地塊の 上部にはしば

しば上部白亜紀の海成層が水平に堆積しており、元の位置から 3,000-4,000m 上昇してい

る。また上昇期間中古生代の古い準平原面も維持され山脈の山頂部を構成している。 
上昇地塊の規模は様々で、大きいものは数 100km および数 10km 幅から小規模なもの

は数 100m 程度となっている。 
 

 ブロック運動の発達する遅滞はカラタウ山脈に始まり天山山脈北部帯全域を含み、さら

にカーン－テングリ（Khan-Tengri）、ジュンガル・アラタウ地塊を経てその北東タルバ

ガタイ（Tarbagatay）、アルタイサヤン（Altai Sayans）、サブバイカル（Sub-Baikal）、

西トランスバイカル（Trans-Baikal）地域まで 4,000km に達する。この地塊運動の年代

は破砕された未固結層から測定されており、その結果、鮮新世代に運動が開始され第四紀

に終息しているがその一部は今日に引き続き、断層沿いに地震が頻発し、1911 年のアル

マ・アタ南部地震のように古生代地塊が上昇した例もあり、この上昇帯は

“Tianshan-Sayan”帯と名付けられている。 
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 ウラル山地の地質構造は、構成岩石の時代（古くなればなるほど、構造が複雑になる）

と、地向斜内での位置（西側の方が、褶曲が単純で変成度も低い）によって異なっている。

噴出岩と大規模な貫入岩の分布は、殆どすべて東斜面だけに限られている。 
 

 この地域では、３回の構造運動時期に区分されている。 
原生代と古生代前期および中期に起こった 初の構造運動は、ゆっくりと長い時間を掛け

て行なわれた沈降運動によって特徴づけられ、全体の厚さが 25～30km 以上に達する堆積

岩や火山起源の岩石が集積された。 
東部では、場所によってこの沈降運動が、カレドニア造山運動の上昇運動によって一時

的に中断され、削剥運動によって陸源堆積物のウラル海での堆積が促進され、また、傾斜

不整合が形成された。 
 

 造陸運動的な上昇運動がウラル山全域でおこったが、これらの運動は、比較的短い期間

堆積物の集積を中断しただけであり、傾斜不整合も形成しなかった。 
 

 古生代後期に相当する第２時期には、堆積の場を上昇および削剥の場に変えた非常に強

い地球的規模のヘルシニア造山運動が起こった。現アルプス型山脈が形成され、よく発達

した氷河や山間の河川水系が、大量の円礫や巨礫を運んで山麓に堆積させた。 
ヘルシニア造山運動で出来た 初の山脈は、石炭紀中期にトランスウラルの東縁で隆起

した。その後も継続して起こった造山運動によって南北に延びる平行山脈が西側にも出現

した。アルチンスク階には、アルチンスク時代の礫岩よりな前山ゾーンの位置が示してい

るように、ウラル全域が山岳地帯に変わった。 
 

 ウラル山地の東翼部と西翼部との間で構造的な違いがあること、および、ヘルシニア紀

の変動時花崗岩の貫入バソリスが東翼部ではよく発達しているが西翼部で欠如している

のは、褶曲運動は東側から西側へ向けてゆっくりと進んだためであろう。アルチンスク階

が過ぎると、褶曲運動が弱くなり、山脈の西側へ向けた進行が止まった。シスウラルの前

面にあった前縁海溝が安定し、クングール階および二畳紀後期の堆積物が堆積した。 
ヘルシニア造山運動の二畳紀後期から三畳紀前期における 終段階は、東翼部だけで起

こり、西翼部では地層が大きく、平らに、かつ、単純に褶曲しただけである。 
 

 中生代および新生代に相当する第３時期には、褶曲運動が弱まり、ジュラ紀後期が過ぎ

ると完全に停止した。その時点におけるウラル山地は、上昇した準平原になっていたか、

あるいは台地の一部を形成していた。 
三畳紀末期には、東翼部で起こった地塊上昇によって、南北に延びる小さな山脈が形成

された。この山脈が急速に削剥され、山脈間の谷間では、沼地で覆われた河川が形成され

て三畳紀～二畳紀の挟炭層が堆積した。 
ジュラ紀末期に起こったキンメル造山運動が挟炭層に圧力を加えて、単純で緩やかな褶

曲構造を造り上げた。 
 

 ジュラ紀後期から現代にかけて、断層を伴った地塊運動が継続的に起こっている。その
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ような地塊運動は第四紀にも起こり、現在ウラル山地で見られる地表起伏を形成した。大

きな地震が起こっていないことは、古生代地塊の上昇運動が終わって、ウラル山地が構造

運動的に休息時期に入ったことを物語っている。 
 

2. 鉱床 
 
2-1. 鉱床生成区の概要 

 カザフスタンの金属鉱床は、鉄金属、(鉄、マンガン、クロム、チタン）、非鉄金属(銅、

鉛、亜鉛、ニッケル、コバルト）、希少金属（錫、タングステン、モリブデン、ビスマス、

アンチモン、水銀、コバルト)、極希少金属(インジウム、ガリウム、ゲルマニウム）、軽

金属（アルミニウム、マグネシウム）、貴金属（金、銀、白金）に分けられる。(Zhanscitov 
and Asanov,1992)、また、Kokcherav 地域の Kumdy では、カザフスタンで 初のダイ

アモンド鉱床が発見されている。 
 カザフスタンは、鉱物およびエネルギー資源に富む国である。その主な産出金属鉱種は、

アルミニウム、クロム、銅、金、鉄鉱石、鉛亜鉛、モリブデン、銀、チタン、タングステ

ンである。(Dorian,1993)。旧ソ連邦内におけるそれらのシェアは、クロムが 97%、ビス

マスが 95%、タングステンが 52%、鉛が 47%、亜鉛が 40%、銅が 36%、ボーキサイトが

25%、燐鉱石が 31%、鉄鉱石が 14%である(Dorian,1993)。別の資料(MMAJ,1994a)によ

ると、1991年カザフスタンは、金属量にして、銅鉱石を 260kt(31%)、鉛鉱石を 290kt(62%)、
亜鉛鉱石を 450kt(56%)、クロム鉱石を 3600kt(98%)生産した(括弧内の数字は旧ソ連邦に

おけるシェア)。これら鉱産物の約 70%は、北東部の東カザフスタン州から産出する

(MMAJ,1994a)。この国には 36 の鉱山企業がある(Dorian,1993)。カザフスタンには 3000
以上の鉱徴地があり、815 箇所で現在採掘が行われている(Dorian,1993)。探査された全

鉱物資源の価値は、化石燃料の半分と非鉄、希少および貴金属の 30%以上をとって、2×
101２米ドル以上と見積もられている。現在、3200 の鉱物鉱床が外国からの投資を待って

いる(Dorian,1993)。それらの内訳は、金属が 15.7%、非金属が 72.3%、石炭が 5.1%、石

油と天然ガスが 5.2%である。 
 
 カレドニア期の鉱床は主として西部に発達する(スミルノフ,1976).初期は、スピライト

－ケラトファイア、およびそれと同源の塩基性貫入岩、酸性貫入岩で特徴づけられ、含金

硫化鉄鉱鉱床が生成している。中期（シルル紀）には花崗岩が貫入し、錫石と灰重石を含

む小規模な石英グライゼン鉱床が生成した。後期は、デボン紀の小貫入岩体と、含金石英

脈で特徴づけられる。すなわち、カレドニア期のカザフスタン鉱床生成区は、金鉱床で特

徴づけられる。 
 
 ヘルシニア期の地質構造上の環境は、カザフスタン鉱床生成区の西部、中部、東部、で

異なる（スミルノフ,1976）。しかし、全域にわたって、著しく組成の類似した貫入岩と

それに随伴する鉱床が認められる。初期には、小規模な超塩基性岩と塩基性岩が貫入し、

局所的なクロム鉄鉱の鉱体が生成した。中期には、２種の花崗岩類が逐次貫入した。石炭
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紀中期の花崗岩活動に関係して、鉄、銅、モリブデン、コバルト、多金属のスカルン型鉱

床が生成した。石炭紀後期の優白質花崗岩は、モリブデン、タングステン、錫などの希少

金属を伴うペグマイト、アルビタイト、石英グライゼンと関係している。ペルム紀には、

石英曹長石斑岩が迸入した。これに伴って、大規模な各種多金属鉱床および銅鉱床と、小

規模な含金石英脈が形成された。 
 
 中部カザフスタンでは、鉱床の広域的類帯配列は認められない(スミルノフ,1976)。これ

に対し、東カザフスタンでは極めて整然とした累帯配列が認められる(第 2-1 図)。すなわ

ち、Zaisan 褶曲帯の南西翼から北西翼にかけて、 
①Chingiz 鉱床帯(タングステン－モリブデン鉱床と古期銅鉱床)、 
②ジャルマ弱鉱化帯、 
③Kalb 第２金鉱床帯、 
④Kalba ナムィル鉱床帯（錫－タングステン鉱床）、 
⑤南アルタイ金鉱床帯、 
⑥ルドゥニイ＝アルタイ（Rudnyy Altai）多金属鉱床帯、 
⑦ゴルヌイ＝アルタイ鉱床帯(タングステン－モリブデン鉱床)の７帯に分けられる。 

 後のゴルヌイ＝アルタイ鉱床帯は、東のアルタイ＝サヤン鉱床生成区につながる。⑥

の Rudnyy Altai 鉱床帯は、幅が 40km、長さが 300km ある(スミルノフ,1976)。 
 

 
第 2－1 図 東カザフ地方における鉱床塁帯配列模型図（スミルノフ,1976） 

 
凡例：１＝中部石炭紀正酸性花崗岩からなるズメイノゴルスク複合岩体、2＝二畳紀優白質花崗岩からな

るカルバ複合岩体、３＝上部古生代の小貫入岩からなるルゥドヌィ＝アルタイ複合岩体、 

 
 カザフスタン中央部の褶曲帯は、そのほとんどがカザフスタン盾状地の中にある

(Laznicka,1976)、この盾状地はウラル－シベリア卓状地の一部を構成する古い基盤であ

る。きわめて狭い部分で、この褶曲帯はテュランプレートと西シベリアプレートを含む。

カザフスタンの中央部は、非常に古い４個の剛塊、すなわち①ロシア卓状地、②シベリア

卓状地、③アフリカプレートの北川付加体、④中国大地塊(タリム地塊)の接合部に位置し、

非常に複雑である。これら４つの剛塊間の相互作用は、ほぼ原生代中期から後期に始まり、
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ペルム紀まで継続した。ウラル－シベリア卓状地の一部は、カザフスタン中央部で、ブロ

ック断層により何度かの若返りを繰り返した。しかし、三畳紀初期以降は長い期間にわた

って、卓状地の発達が進行した。 
 
 現在カザフスタン中央部で見られる巨視的構造は、カレドニア期の強い断層運動の結果

である(Laznicka,1976)。カレドニア造山帯は、大規模に北西方向に延びるヘルシニア期

のジュンガリア－バルハシ造山帯で取り巻かれている。このジュンガリア－バルハシ系は

複向斜型である。一方、他の系、すなわち北、西、南に位置するコチェタフ－北天山系と、

北東のチンギス－タルバガタイ系は複背斜型である。カザフスタン中央部の主要な深部断

層や線構造は、北西、北東、南北、東西などの方向をもつ。 
 
 カザフスタン中央部は、旧ソ連邦で 大の鉱量をもつ産銅地帯である(Laznicka,1976)。
その 71%が Dzhezkazgan やテンギスのような層準規制型(含銅砂岩型)、24%が斑岩型、

5%がスカルン型による。他に、塊状硫化物(マカイン)や鉱脈(ウスペンスキ)からも銅を産

する。記録によると、カザフスタン中央部には、ほぼ 1,500 の銅鉱床や鉱徴地がある。そ

のうち 60 が斑岩銅型で、二次的珪岩に伴われている。60 箇所のうち２箇所(Kounrad と

ボシュチェクル)の大鉱床は 2,000kt 以上の銅を含有し、５箇所(ソクルコイ、カラタスⅣ、

カラバス、ボルリ、南ベスショコイ)の中鉱床は数 100kt の銅を含有する。カザフスタン

中央の斑岩型鉱床からは、1975 年頃までに 13,000kt の鉱石が採掘されたと考えられてい

る。 
 
 モリブデンは、Kounrad 鉱床のような大規模な斑岩型銅鉱床から、副産物として生産

される(Laznicka,1976)。しかし、一般に、Mo/Cu 比は米国の斑岩銅に較べて低い。わず

か数カ所であるが、ストック状の斑岩モリブデンも存在する(キジル、東 kounrad の一部）。

ストックワーク状モリブデン鉱床の大部分は、錫やタングステンを伴う。特に、ウスペン

スキ帯が重要である。また、チンギス－タルバガタイ造山帯中のボシュチェクルの近くの

小地域も重要である。東部のバヤン－アル地区、カアラガンダチク、東部のチンギス山地、

南西部のチュ－イリ地帯、南部のジュンガリアン＝アラタウなどには、小鉱床、多くの探

査地、鉱徴地群がある。 
 
 バルハシ湖を北縁とする楕円形構造の内部は若い堆積物で覆われている(Zeylik,1974)。
さらにこの付近の地質をよく見ると、この楕円形を核とするさらに大きな楕円形の構造

（西北西方向の長径が 700km、短径が 600km)が見える。この地域をバルハシ－イリ

(Balkhash-Ili)火山帯という。この火山帯の中心は正の磁気異常を示す(第 2-2 図).この磁

気異常、そして上記の楕円形構造は、カナダの Sudburry と同様、隕石の衝突により形成

されたクレイターの化石である。Balkhash-Ili 火山帯の火山活動も、この隕石の衝突に起

因する。この地域には、Kounrad 斑岩型銅鉱床や Sayak スカルン型鉱床が存在している。

今後この種の鉱床を探査する際は、このクレイターの成因にも考慮を払う必要がある。 
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第 2-2 図 バルハシ－イリの環状構造（Zeylik,1974） 
 
 この鉱床生成区を考察する上で重要ないくつかの事実を以下に列挙しておく。 
①西カザフスタン、Karatau 山脈の鉱石は、古生代前期の鉛で構成されている(スミルノ

フ,1976)。 
②南カザフスタン地方では、カレドニア期およびヘルシニア期初期の銅鉱床と、ヘルシニ

ア期後期の鉛亜鉛鉱床が、ケンドイク山脈の境界断層に沿って分布している(スミルノ

フ,1976)。 
③中央カザフスタン地方の構造断層は、主として古生層を北西、北東あるいは南北方向に

切る正断層－横ずれ断層と、擾乱帯あるいは千枚岩化帯として現れている(スミルノ

フ,1976)。それらに沿って、カレドニア期とヘルシニア期に火成岩が貫入し、鉱床の帯状

分布をもたらされた。このことは、優白質貫入岩の連鎖体と結びついているタングステン、
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モリブデン、その他の希少金属鉱床の帯状分布に、特に明瞭に現れている(第 2-3 図)。 
 

 
 

第 2-3 図 中部カザフ地方の構造断層と貫入岩体（スミルノフ,1976） 
 
凡例：１＝先カンブリア時代の隆起山体、２～９＝深成可動帯（深在断層）、貫入岩体を規制（２＝超

塩基性岩、３＝斑蛎岩類、４＝カレドニア期花崗岩類、５＝ヘルシニア期初期花崗岩類、６＝ヘ

ルシニア期中期花崗岩類、７＝ヘルシニア期後期花崗岩類、８＝亜アルカリ岩・アルカリ岩、９

＝未詳） 
 

2-2. 鉱床各論 
 
2-2-1. 金鉱床 
 
 カザフスタンの金の産出量は、旧ソ連邦において第３位、6%を占める(Dorian,1993)。
1991 年の生産量は 12t であった（MMAJ,1994a）。しかし、金銀鉱床からの生産は少な

く、相当量が銅、鉛亜鉛、多金属鉱床からの副産物である。金はカザフスタン中から産す

るが、特に東と北が多い(Dorian,1993)。金の濃集している鉱床として、東では金に富む

硫化物、スカルン型、浅熱水成、北と南では含金石英、中央では黄鉄鉱質金がある。カザ

フスタンには世界で 15 ないし 20 番目に入る規模の金鉱床と、これに加えて数百の中およ

び小規模の産地があると推定されている。 
 第 2-4 図にカザフスタンにおける金鉱床の位置を示す(ソ連東欧貿易会,1975)。 
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第 2-4 図 カザフスタンにおける金鉱床の位置 
                             （ソ連東欧貿易会,1975） 
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①北部はツェノリグラードの北方地帯、 
②東はアルタイ山脈とイルティシュ川上流域、 
③北西はジェツイガラ地区 

に 多くの金鉱床が存在する。第１のツェノグラードの北方地帯では、コクチュタフの南

東約 100km のステプニャクと、その南方セレツイ川までの約 180km の区間で、いつく

かの鉱床が知られている。そのうち主要な鉱床は、ステプニヤク、アクスウ、ジョルイベ

ットである。これらはいずれも含金石英脈である。ステプニャク金鉱床の北方には、ボロ

ウォエ砂金鉱床がある。しかし、経済的に開発できるほどの価値はない。これらの鉱床と

成因を異にし、「鉄の帽子(日本語の焼けとほぼ同義)」型と呼ばれる鉱床が、マイカイン、

トルトクドゥフなどにある。地表あるいは地下水による風化により、硫化鉱物等が流出し、

その結果金が濃集した鉱床である。マイカイン鉱床はツェリノグラートの東約 350km の

地点にある。代表的鉄の帽子型鉱床である。初成鉱床は黄鉄鉱を約 80%含んでいたと考え

られる。鉱床は地表下 70m 以上にも及ぶ。鉱石となっている二次富化帯の金品位は、初

成鉱床の 7 倍である。東カザフスタン、アルタイ山地では、ヘルシニア期の活動にともな

って、カルビンスキー山脈地区に金鉱床が生成している。その主なものは、オクチャブリ

スキー、アクジャール、ボコがある。しかし、これらはいずれも小規模と考えられる。ア

ルタイ山地の金資源としては、レーニノゴルスク、ズイリャノフスクなどの多金属鉱床が

重要である。これらの鉱床から、銀、鉛、銅の副産物として金が回収される。カザフスタ

ンのほぼ中央に位置する Dzhezkazgan 含銅砂岩型鉱床の鉱石も金を副産物として産す。

なお、ジェツィガラ地区はウラル鉱床生成区に入るので、ここでは述べない。 
 北東カザフスタンに位置する Bakyrchik 金鉱床は、少なくとも金量で 340t の埋蔵量が

ある(Dorian,1993).これを 1965 年以来 80～100kt/y の粗鉱量で生産してきた。 
 カザフスタンの金鉱床の胚胎の場の形成に関し、次のような記述がある。①Onaus 鉱

床の含金石英脈は、花崗岩質深成岩の収縮節理に胚胎している。（スミルノフ,1976）.②
Bestyube 熱水成金鉱床に見られる同心円状構造は、ダイアピールのような円柱形ないし

円錐形の押し上げ応力場で形成された(スミルノフ,1976)。 
 
2-2-2. 銅鉱床 

 カザフスタンの非鉄金属資源では銅鉱床が も重要で、多金属鉱床がそれに次ぐ(第 2-5
図)。カザフスタンでは、2000 以上の銅鉱床が知られている(第 2-6 図)。カザフスタンの

銅鉱床には大型のものが多く、それらを採掘する銅鉱山は旧ソ連邦の中では も低コスト

で銅精鉱を生産してきた。主要な銅鉱床としては、中央部の Dzhezkazgan、Kounrad、
Sayak、ボズジャリ、東部のオルロフスコエ、ニコラエフ、南部のチャトゥイルクリがあ

る。このうち特に代表的な、Dzhezkazgan 鉱床は中部ないし上部石炭紀の含銅砂岩型（カ

ッパーベルト型）鉱床で、Kounrad 鉱床は上部石炭紀の斑岩および花崗斑岩を母岩とす

る鉱染状（斑岩型）鉱床である(MMAJ,1994a)。 
 ルドゥニイ＝アルタイ（Rudnyy Altai）地区は金属資源の宝庫（ソ連東欧貿易会,1975）
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であり、ニコレエフカ、オルロフェスコエ、ベロウスカなどの銅鉱床がある。 
 カザフスタン地方の広大な草原と荒野には、ときに数 10m に達する含銅二次斑岩の円

錐丘が見られる（スミルノフ,1976）。 
 

 

第 2-5 図 カザフスタンにおける主要金属鉱床の位置（MMAJ,1994ａ） 
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第 2-6 図 カザフスタンにおける主要銅鉱床の位置 
                             （ソ連東欧貿易会,1975） 
 
1) 斑岩型鉱床 

 カザフスタン、北バルハシ地域の斑岩銅鉱床 (第 2-7 図 )は、３群に分けられる

（Ageyeva,1981）第１群は Karatas 銅－モリブデン鉱床帯に分布する鉱床で、火山－深

成岩帯の周縁部に位置する。火成活動は、流紋岩－石英安山岩組合わせのカクルアルカリ

質火山岩の発達と、閃緑岩－花崗閃緑岩－花崗岩－花崗岩斑岩系列の貫入岩の分布で特徴

づけられる。Karatas 鉱床の火成岩は、流紋岩－石英安山岩質火山岩と、花崗閃緑岩質貫

入岩からなる。Karatas Ⅳ銅－モリブデン鉱床がこの地帯の代表である。鉱床は低アル

カリ質の花崗岩類(閃緑岩－花崗閃緑岩－花崗岩－花崗岩斑岩)中に存在する。鉱化は、空

間的にも成因的にもカリウム質の花崗岩斑岩に伴っている。第２群は Kounrad と

Aktogay 鉱床帯での鉱床で、火山－深成岩帯の内部に位置する。火成活動は、厚い火山岩

と中規模の貫入岩で特徴づけられる。第３群は Borly 地区の鉱床で、火山－深成岩帯の翼

に位置する。火成活動は、中規模の火山岩の発達と、石英安山岩から流紋岩の通常のカル

クアルカリ質岩石で特徴づけられる。モリブデン－銅鉱化は、成因的に花崗閃緑岩斑岩岩

株に関係している。 
 Kounrad 鉱床は、1928 年に発見され、1938 年に操業が開始された(MMAJ,1994a)。バ

ルハシの北約 20km に位置する。鉱石は露天採掘場(2.0×1.8km,深さ 300m)から、バルハ

シにある選鉱・精錬コンビナートへ鉄道で直送される。生産量は10Mt/y、品位は銅が0.3%、

銀が 1.7g/t、モリブデンが 0.003%である。残存鉱量は、カットオフ品位 0.2%Cu で 200Mt
である。鉱床は、ヘルシニア期に生成した斑岩型(熱水成細脈・鉱染状)銅－モリブデン鉱

床(スミルノフ,1976)で、その鉱石は黄銅鉱－石英の共生で特徴づけられる。 
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第 2-7 図 カザフスタン、北バルハシ地域の後期石炭紀から初期ペルム紀の構造 
                              （Ageyeva,1981） 

凡例：１＝中位地塊、２＝後期原生代に発達した地塊、３＝S2-D3 に発達した地塊、４＝Ｄ1－2 に発達し

た地塊、５＝堆積盆地の軸、６＝Ｄ３―Ｃ１の安山岩―石英安山岩、７＝Ｃ２の安山岩、８＝Ｃ２-

Ｐ１の石英安山岩―流紋岩、９＝Ｃ１－２のナトリウム質花崗閃緑岩と斜長花崗岩、10＝Ｃ2 の花崗

閃緑岩と花崗岩、11＝Ｃ2-3 の閃緑岩と花崗岩閃緑岩、12＝超塩基岩（hyperbasite）、13＝鉱床と

鉱徴地、14＝斑岩銅鉱床帯。 

   斑岩銅鉱床帯の構造的位置と関係する化成岩の性質；Ⅰ＝内帯でナトリウム質、Ⅱ＝中間帯で通常、

Ⅲ外帯でカリウム質。 

 

 この鉱床の酸化帯は、500m 深さまで及ぶ。Kounrad 鉱床では、地表付近の酸化帯、そ

の下の二次硫化富化帯、さらに下部の初成鉱石と変化し、それらの境界は比較的明瞭であ

る。二次硫化富化帯の厚さは数 10m である。 
 Kounrad 鉱床の母岩は石炭紀中期に貫入した花崗閃緑岩、石英閃緑岩、閃緑岩斑岩の

複合岩体である(MMAJ,1994a)。.複合岩体は鉱床付近で強い変質作用、特に絹雲母化作用

を受けている。細脈状、網状、鉱染状の鉱化帯は 1.3×1.8km、深さ 600m の範囲に達し

ている。主な鉱石鉱物は、黄銅鉱、斑銅鉱、輝銅鉱、輝水鉛鉱、黄鉄鋼、四面銅鉱である。 
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 Kounrad 鉱床と同様の斑岩型銅－モリブデン鉱床として、カレドニア期に生成したボ

シチェクリ鉱床がある（スミルノフ,1976）。 
 上記以外のいくつかの斑岩型銅鉱床が現在開発計画中である(MMAJ,1994a)。その１つ、

カザフスタン北東部の Boshchekul 鉱床は、鉱量が 400Mt(0.6%Cu、3.5g/tAg、0.4g/tAu)
である。また、バルハシ湖東方の Aktogay 鉱床は、鉱量が 1.5Gt(0.39%Cu)である。なお

数値に関しては、前者が 140Mt(0.7%Cu)、後者が 3Gt(0.35 ～0.45%Cu)という報告もあ

る(金属鉱業中央アジアミッション,1993)。 

 

2) 含銅砂岩型鉱床 

 Dzhezkazgan 鉱床は 1908 年に発見され、1928 年から操業している(MMAJ,1994a)。
生産は、北、東、南、西の４つの採掘区で行われている。開発当初は小規模な露天採掘場

を各所に設けたため、その跡が多数存在する。現在露天採掘場は１箇所（北鉱体）で、他

はすべて坑内で採掘されている。 
 Dzhezkazgan の主要鉱床を胚胎する母岩の岩相は、アフリカのカッパーベルトあるい

はロシアのウドカン鉱床のそれらと類似する。中部ないし上部古生代の堆積岩中に同成的

に形成された層準規制型鉱床が、ヘルニシア期の褶曲作用を受け、富鉱部が背斜軸部に集

中したと考えられている。ただし、後成的成因も提唱されている。鉱床母岩の堆積岩類は,
ヘルシニア期にジェズカズガン－サルィストラフに堆積した。その層序と岩相を第 2-1 表

に示す。鉱化作用を伴うジェズカズガン層群は赤色砂岩/灰色砂岩互層、シルト岩、礫岩

などからなる。特に、鉱床胚胎層準はこのうちの灰色砂岩に限定されている。鉱化作用を

伴った鉱床胚胎層準は 26 層存在する。このうち稼行対象となるのは 19 層である。それら

は５グループに区分されている。各鉱体の規模は、厚さが 0.5～30m、幅および長さが数

km ある。同一層準内では不連続、直線的配列をなす。主要鉱石鉱物は黄銅鉱、斑銅鉱、

輝銅鉱で、主な随伴鉱物は方鉛鉱と閃亜鉛鉱である。これら随伴鉱物は、深部や鉱体の末

端部に濃集する傾向がある。主要銅鉱床とは独立に、鉛と亜鉛に富む多金属鉱床がある。 
 

第 2-1 表 Dzhezkazgan 銅鉱床の主要鉱床胚胎母岩の層序と岩相 
 

 時 代  岩 相 
 
下部ペルム紀 

 

中～上部石炭紀 
 
下部石炭紀 

 
色砂岩、泥岩、マール 

    〔ジュズガズガン層群〕 

赤色・灰色砂岩互層、シルト岩、礫岩 ← 鉱化作用 
 

珪質石灰岩、砂岩、マール＞ 
 
中部デボン紀 
 
下部デボン紀 

 
陸成砂岩・礫岩 

 
火山成堆積岩、赤色砂岩 
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 この多金属鉱石は、区別して採掘、選鉱されている。ジェズカズガン地域は広域的褶曲

運動と断層運動を被っている。しかし、地質構造的には緩やかである。主要体はザナイ背

斜とケンギル背斜の構造に規制されている。鉱床胚胎層は、褶曲頂部で水平あるいは緩傾

斜を、翼部で 8～20°の傾斜を示す。ただし、局部的には褶曲と断層のために 40°以上

の傾斜を示すこともある。 
 一般的に、中部および上部石炭紀の岩石の色は赤い(Gablina,1981)。これに対し、Kingir
背斜の南西閉鎖部のみに、粘土岩およびシルト岩を挟む灰色砂岩が分布する。

Dzhezkazgan の鉱化はこの灰色砂岩層に限られている。平面図で、灰色砂岩および礫岩

は、南西部の Kingir 短軸背斜の核を取り囲み、その翼の方に収歛し、縁辺部で膨らんで

いる(第 2-8 図)。 
 Dzhezkazgan 鉱床の硫化物鉱化作用を限る灰色砂岩は、不毛の赤色から褐色の粘土岩

とシルト岩を挟む(Gablina,1981)。鉱化は９層準で認められ、これを単元(unit)と呼ぶ。

各単元は２から４層の鉱化灰色砂岩を含む。各鉱体はこの種の鉱床を特徴づける典型的累

帯構造を示す。すなわち弧状をした構造の凸部は輝銅鉱鉱石からなり、北－北東方向すな

わち Kingir 背斜に近づくにつれて斑銅鉱に、次いで黄銅鉱に交代される。輝銅鉱帯の鉱

石鉱物はジュレル鉱が一般的で、ダイジェナイトは少ない。一方、斑銅鉱－黄銅鉱鉱石で

は、ダイジェナイトが増加する。 
 Dzhezkazgan 鉱床の鉱化作用は、Taskuduk とその上位の Dzhezkazgan 層中に認めら

れる(Narkelyun and Fatikov,1989)。 
 Taskuduk 層は、砂岩、シルト岩、粘土岩の互層からなる。砂岩は細粒・灰色で、淘汰

がよい。斜交層理はないか、極端に稀である。地層内礫を含む。本層は、特に下部で多数

の植物化石を含む。Dzhezkazgan 層は、灰色鉱化砂岩と赤色シルト岩および粘土岩から

なる。この地層は、地層内礫と地層間(Raymund)礫を含む。Taskuduk 層中の鉱体は広い

範囲に拡がり、厚い灰色砂岩(平均層厚 19m)に伴う(第 2-9 図)。Dzhezkazgan 層中の鉱体

はやや薄い砂岩(12.6m)に伴う。Taskuduk および Dzhezkazgan 地層内には大輪廻が認め

られる(Narkelyun and Fatikov,1989)。これらの輪廻は、2 から 6 あるいはそれ以上の層

からなる灰色鉱化砂岩と赤色シルト岩および粘土岩で構成される(第 2-9 図)。 
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第 2-8 図 カザフスタン、Dzhezkazgan 鉱床の単元 2、3、6 における灰色砂岩と 
鉱化の分布（Gablina,1981） 

 
凡例：１＝２Ⅱ鉱体（アラビア数字は単元番号、ローマ数字は単元中の灰色砂岩層の番号）、２＝３-Ⅲ

鉱体、３＝６-Ⅱ鉱体、４＝単元２砂岩中の灰色部の範囲、５＝単元３砂岩中の灰色部の範囲、６

＝単元６砂岩中の灰色部の範囲、７＝下部石炭紀堆積物の露頭範囲 

 

 赤色層の上の大輪廻の基底では、しばしば斜交層理が見られる。鉱化層は浸食された赤

色層の上に存在する。この層には、多数の地層内および Raymunt 礫が含まれている。大

輪廻の下部と中部の鉱化砂岩の堆積環境は潟－三角州盆地である。各輪廻の基底から上部

に向かって鉱層の分布範囲は徐々に減少し、紡錘状に変わる。二次浸食により、鉱床の品

位が上昇している。大輪廻内には中輪廻が存在する(Narkelyun and Fatikov,1989)。この

輪廻は下位の灰色鉱化層と上位の赤色シルト岩および粘土岩からなる（第 2-10 図）。各

大輪廻は 2 ないし 3 の中輪廻を含む（第 2-9 図）。各中輪廻がそれぞれの鉱層に対応する。

Dzhezkazgan の中央鉱床帯には、25 の中輪廻と同数の鉱床が存在する。中輪廻は浸食さ

れた赤色シルト岩および粘土岩の上に存在する。中輪廻内の灰色砂岩の粒度は、下位で粗

粒から中粒、中位で中粒、上位で細粒から中粒、頂部で極細粒と変化する。鉱化層内で層

状鉱石は斜交層理と水平層理を周期的に繰り返す(Narkelyun and Fatikov,1989)。これを

小輪廻という。斜交層理の鉱化組織は、中輪廻の下位および中位の粗粒および中粒砂岩に

伴う。斜交層理層は、輝銅鉱、斑銅鉱、黄銅鉱、あるいは方鉛鉱からなる。層理の方向が

異なると、鉱石鉱物の組合わせも異なる(第 2-11 図)。水平層内の周期は２段、すなわち鉱

化層の互層である第１段と、それらの組合わせである第２段に分けられる。鉱化層は通常

斑銅鉱からなり、ときどき黄銅鉱、輝銅鉱、方鉛鉱など他の硫化物を伴う。この結果、輝

銅鉱－斑銅鉱、斑銅鉱－方鉛鉱、斑銅鉱－黄銅鉱、方鉛鉱－閃亜鉛鉱という硫化鉱物の組

合わせが認められる。水平層は炭化した植物に富む。 
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第 2-9 図 カザフスタン、Dzhezkazgan 鉱床における鉱化作用と堆積輪廻の関係 
                         （Narklyun and Fatikov,1989） 
 
列の欄：Ⅰ＝鉱化層準、Ⅱ＝岩石型、Ⅲ＝層序（主な岩石）、Ⅳ＝堆積相、Ⅴ＝鉱化、Ⅵ＝鉱層の位置 

凡例：１＝赤色細粒砂岩、２＝灰色石灰質中～細粒砂岩、３＝赤色シルト岩と粘土岩、４＝灰色不等粒

石灰質砂岩、５＝灰色細粒砂岩、６＝湾から潟、７＝沿岸と三角州、８＝大気下の潟、９＝潟か

ら三角州（静かな環境）、10＝三角州（活発な環境）、11＝不毛層、12＝紡錘状鉱層、13＝重要

鉱層 

 

Dzhezkazgan 鉱床の鉱層は、地域内で異なった位置を占める(Narkelyun and Fatikov, 
1989)。中央部では、Taskuduk 層と Dzhezkazgan 層内の鉱層が、Kcngin 短軸向斜を取

り囲むように弧をなす。 大規模の鉱層は、短軸向斜の緩傾斜翼部に位置する。一方、急

傾斜翼部の鉱床はレンズ状の形態をとる。Dzhezkazgan 層の中位および上位の鉱層は、



- 76 - カザフスタン 

短軸向斜からさらに離れている。北 Dzhezkazgan の鉱層は、同様に Dzhilanda 短軸向斜

を取り囲む。鉱層の位置と方向から、盆地内の位置と砕屑物および鉱石物質の流れの方向

が分かる。それによると、下位の鉱層層準が堆積したときの流れは北東からで、上位層準

 

第 2-10 図 カザフスタン、Dzhezkazgan 鉱床、Dzhezkazgan 層における典型的な 
      中規模堆積輪廻鉱床       （Narkelyun and Fatikov,1989） 
 
列の欄：Ⅰ＝岩石、Ⅱ＝鉱化帯の鉱物組成、Ⅲ＝鉱化程度、Ⅳ＝鉱石組織 

鉱物の略号：Bn＝斑銅鉱、Cp＝黄銅鉱、Ct＝輝銅鉱、 

鉱化程度：１＝様準鉱（一部高品位）、２＝標準鉱（しばしば高品位）、３＝標準鉱、 

４＝貧鉱 

鉱石組織：１＝不均―鉱染状（時に塊状）、２＝不均―鉱染状、３＝不均―鉱染状（部分的に紡錘体）、

４＝紡錘体では塊状、上部で縞状、５＝縞状、６＝不均―鉱染状（下部で縞状） 

凡例：１＝赤色シルト岩と粘土岩、２＝礫岩、３＝粗粒石英―長石石炭質砂岩、４＝中粒石英―長石石

炭砂岩、５＝細粒または極細粒石英―長石石炭質砂岩、６＝侵食接触面、７＝滑落層、８＝漣痕、

９＝陸棲脊椎動物の痕跡、10＝乾燥割れ目 
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第 2-11 図 カザフスタン、Dzhezkazgan 鉱床の灰色鉱化砂岩中に見られる斜交層理 
（Narkelyun and Fatikov,1989） 

凡例：１＝細かい縞の斑銅鉱層を含む黄銅鉱鉱化、２＝細かい縞の斑銅鉱層を含む斑銅鉱鉱化 

 
のそれは北西である。鉱化層の砕屑物は Dzhezkazgan 鉱床の東、北東、北から供給され

た。 
 この地域には、多数の銅および他の金属の鉱徴地がある。特に、Dzhezkazgan 近くの

デボン紀の銅と鉛－亜鉛の鉱徴は、Dzhezkazgan 鉱石の銅、鉛、亜鉛の供給源の可能性

があり、興味深い。鉱化層には２つの型の水中滑落構造が存在する。 
第１の型は、各種規模と頻度の舌状ないし不規則な形状を示す。これらは赤色シルト岩お

よび粘土いわの上の灰色砂岩の基底に存在する。第２の型は赤色粘土状の巻き込み型構造

と砂質盛り上がりである。滑落構造中の品位は、それを取り囲む中粒砂岩の品位の10～12
倍である。漣痕中の方向も砕屑物の運搬方向を示す。第2-12図にDzhezkazgan鉱床、

Kresto-6-Ⅲ鉱層における鉱化位置と流れ方向を示す。これによると、主な流れの方向は、

南ないし南東、北西、北東である。これらの方向は、鉱層の３部分における走行に一致す

る。 
 第2-13図に、Dzhezkazgan鉱床の再構築した模式断面を示す(Gablinap1981)。この中

で、下部単元の緻密鉱体は高品位鉱石で特徴づけられる。一方、上部単元は灰色砂岩中に

分散した多数の鉱体からなる。 
 中央カザフスタン,Dzhezkazganの南180kmのDzhezkazgan鉱床帯に似た鉱床が発見

されている(Glybovskiy and Syusyurap1992)。鉱床は、下部石炭紀のモラッセ中に胚胎

する(第2-14図)。鉱床胚胎層準は、典型的な大陸な堆積物からなる。それらは、乾燥気候

帯の湖沼－沖積環境下で形成された。鉱床胚胎層には、明瞭な繰返しが認められる。沖積

層のサイクロセムは、下位から上位へ、粗粒砕屑岩相、砂質河川堆積物、粘土質氾濫原堆

積物へと変わる。鉱床胚胎層準の上部 （Dzhezkazgan層の上半）は湖沼相に富む。鉱化
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作用の位置は、明瞭な繰返しで特徴づけられる沖積相堆積物に規制されている。そこのサ

イクロセム内では、粒状と粘土状の岩相の量比がほぼ等しく、粒状部はよい連続性を示す。 
 Dzhezkazgan と同様の鉱床が、その北方 40～45km で発見されている。この

Zhilandinski 鉱床の鉱量は 1.2 億 t(1.37%Cu,8g/Ag)である(MMAJ,1994a)。 
 

 

 

第 2-12 図 カザフスタン、Dzheakazgan 鉱床、Kresto-6-Ⅲ鉱層における 
           (A) 鉱化位置における流れ方向と、(B) 小流れのローズ･ダイアグラム 

（Narkelyun and Fatikov,1989） 
凡例：１＝貧鉱、２＝標準鉱、３＝高品位鉱、４＝カラミテスの幹と茎の方向、５＝滑落方向、６＝斜

交層理の傾斜方向、７＝漣痕に直交する方向、８＝断層、９＝撓曲褶曲（Ⅰ＝Kreaato 西。Ⅱ＝Kresto

東；矢印は）10=撓曲帯の傾斜を示す） 

 

 Zhilandinski (Dhilandinski)鉱床群は、Dzhezkazgan鉱床の20～30km北に位置する

(MMAJ,1994a)。地表地質調査、トレンチ調査、物理探査、植物地科学探査、試錐により、

これまでに162の鉱体を発見している。これらは、東から西にイタウズ鉱床、西サルイ＝

オバ鉱床、東サルイ＝オバ鉱床、キブシャクバイ鉱床と名づけられ、全体として

Zhilandinski鉱床群をなす。鉱床の母岩は、石炭紀のジェズカズガン層群に属する炭酸塩

岩質の陸成堆積岩である。鉱化作用はこの堆積岩の石灰質中粒砂岩中に層状、レンズ状の

形態で胚胎する。鉱床胚胎層準は８層ある。ほとんどの鉱床の胚胎深度は150～500mで、

深は790mである。鉱体は規模により、大(500×1500～2000㎡)、中(300～500×1500
～5000㎡)、小(75 ～300×250 ～600㎡)に分けられている。厚さは3～5m、 大20mで

ある。品位は1.1～1.5%Cuである。各鉱床は、それぞれイタウズ鉱床が23、東および西サ

ルイ＝オバ鉱床が107、キブシャクバイ鉱床が32の鉱体を含む。主要鉱石鉱物は輝銅鉱、

黄銅鉱、斑銅鉱で随伴鉱物は方鉛鉱と閃亜鉛鉱である。酸化鉱物として、孔雀石、銅藍、

自然銅が少量伴う。 
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第 2-13 図 カザフスタン、Dzhezkazgan 鉱床の鉱床胚胎箇所示す模式断面 
                        （Gabna,1981） 

凡例：１＝赤色粘土岩とシルト岩、２＝赤色砂岩と礫岩、３＝灰色砂岩と礫岩、４＝鉱染状銅硫化物、

５＝鉱染状黄鉄鉱、６＝灰色および緑色粘土岩とシルト岩、７＝石灰岩、８＝鉱体、９＝銅鉱化

溶液の移動方向、10＝炭化水素の移動路、11＝酸化環境と還元環境の相互作用の程度の差の境界

（Ⅰ～Ⅲ） 

   時代区分：Pigd＝下部ペルム紀、C２－３dg＝中期―後期石炭紀の Dzhezkazgan 層、C１ｎ＝下

部石炭紀の堆積物 

 

 

 

 

第 2-14 図 中央カザフスタン、Dzhezkazgan-Aibat 鉱床帯の模式的断面 
                      （Glybovskiy and Syusyura,1992） 
凡例：１＝沖積帯（砂岩＞50％）、２＝沖積湖沼帯（砂岩＝25―50％）、３＝沖積湖沼帯（砂岩＝10―

25％）、４＝湖沼相帯（砂岩＜10％）、５＝亜大陸相帯、６＝海底相帯、７＝還元条件の堆積帯、

８＝地層境界、９＝鉱体 
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3) スカルン型鉱床 

 バルハシ鉱床帯の Sayak 鉱床は 1930 年に発見され、1970 年に操業が開始された

(MMAJ,1994a)。バルハシの東約 200km に位置する。採掘した鉱石は鉄道でバルハシコ

ンビナートへ運ばれる。現在までに、Sayak Ⅰ～Ⅳ、Tastaup Maldibai の６鉱体が確認

されている(鈴木,1993)。鉱床はスカルン型で、下部石炭紀の石灰岩とそれを貫く上部石炭

岩と花崗岩との接触部に生成している。主な鉱石鉱物は、黄銅鉱、斑銅鉱、磁鉄鉱である

(MMAJ,1994a)。鉱床地帯は広域的背斜構造に位置する。このため、褶曲や断層が著しい。

また、多数の閃緑岩や輝緑岩の岩脈で貫かれている。 大の Sayak Ⅰ鉱体の規模は、延

長が 1,600m、幅が 60m 以上である。現在、2 箇所の露天採掘場,Sayal(0.75%Cu、0.06%Mo、
金銀を含む)と Tastau(0.6%Cu)から、2.7Mt/y の粗鉱を生産している。残存鉱量は、カッ

トオフ品位 0.5%Cu で、24Mt(10 年分)(鈴木,1993)、あるいは 200Mt(0.6%Cu)である（金

属鉱業中央アジアミッション,1993）。銅品位はある所では 0.2～0.3%Cu、別の所では 2
～3%と激しくばらつく（金属鉱業中央アジアミッション,1993）。鉱床は、母岩の成層面

に沿って貫入した岩床の接触部に生成したスカルンを中に存在している(第 2-15 図:スミ

ルノフ,1976)。 
 カザフスタンのスカルン型銅鉱床として他に、チャトィルクーリがある（スミルノ

フ,1976）。 
 

 
 
第 2-15 図。カザ共和国サヤク銅スカルン鉱床の層状鉱体（断層面）（スミルノフ,1976） 
 
  凡例：１＝花崗閃緑岩、２＝擬灰岩、３＝砂岩、４＝石灰岩、５＝スカルン、６＝鉱体 
 
 
4) キースラーガー型鉱床 
 カザフスタンのキースラーガー型マイカイーン鉱床の下盤の変質帯で累帯構造が認め

られる（スミルノフ,1976）。通常、鉱体に接する石英－絹雲母帯と、その下の緑泥石帯

に分けられる。鉱体と石英－絹雲母帯との間には、鋼玉、紅柱石、ダイアスポア、葉蝋石、

ズニアイト、黄玉、金紅石、燐灰石、螢石を伴った珪岩が存在する。 
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2-2-3. 鉛、亜鉛鉱床（含多金属鉱床） 

 カザフスタンの鉛および亜鉛の埋蔵量と産出量は、旧ソ連邦第１位を占める（ソ連東欧

貿易会,1975）。Rudnyy Altai 地域、中央部、Karatau 地域、ジェンガルスキー＝アラタ

ウ地域に多数の鉱床が存在する。すなわち ,Rudnyy Altai 地域にはズイヤノフ、

Lcninogorsk,ベロウソフ、オルロフ、ティシノの各鉱床が、Karatau 地域およびジェンガ

ルスキー＝アラタウ地域には Mirgalimsay、バイジャンサイ、Achisay、Tekeli の各鉱床

が、中央部にはジャイレム、カラガイルイ、ウスベンスコエ、マイカイン、クイズイル＝

エズベ、アクチャタウの各鉱床がある。 
 カザフスタン南部は、 も古い鉛亜鉛鉱山地帯の１つであり（ステチェンコ・コニャー

エフ,1977）、複雑な地質と構造で特徴づけられる。本地域の中央はカレドニア期の褶曲

構造からなり、NW-SE 方向の大きな弧を描いている。西側は天山山脈中部を形成するヘ

ルシニア期の岩石で、北東側はジェンガル＝バルハシのヘルシニア期岩石で境される。こ

の地域の鉱床帯は、①外帯ヘルシニア地向斜帯（ボリショイ＝Karatau 帯）,カレドニア

劣地向斜帯（マールイ＝Karatau 帯）,優地向斜帯(キルギス山脈帯、Chu-Ili 帯、ザイリ

ー＝アラタウ帯、ケトメニ帯)、レプト地向斜帯(Tekeli アルイトゥム区)、内帯ヘルシニア

地向斜帯（北ジュンガル）に区分でき、②そのうち 初の２帯には採掘可能な鉱床はなく、

③鉛亜鉛鉱床は第 2-2 表に示すような特徴をもつという（ステチェンコ・コニャーエ

フ,1977）。しかし、これらの記述は相互に矛盾しているので、ここでは鉛亜鉛鉱床の位

置を知るための図、およびそれら鉱床のおおよその性状を知るための表を巻末に掲載する

にとどめ、これ以上の紹介は省く。 
 

第 2-2 表 カザフスタン南部地区の鉛亜鉛鉱床の特徴 

     （ステチェンコ・コニャーエフ,1977） 

 

鉱 床 名 

         品 位 (％) 

生産量 (kt) 

        Cu  Pb  Zn 

Leninogorsk 

Leninogorsk 貯鉱 

40Years of Lenin 

Ridderski 

Shubinskoye 

Tishinskoye 

900        0.10   0.32   0.75 

150         －    0.32   0.53 

  1,100       0.34   0.22   0.51 

650        0.78   0.33   0.73 

120        2.56   0.42   3.70 

  1,150       0.46   1.15   6.17 

 

 カザフスタンには、現在採掘中の鉛亜鉛鉱床が52ある(Zhanscitov and Asanovp 1992)。
それらのうち、特に大きい鉱床は、ルドゥニイ＝アルタイ(Rudnyy Altai)の Ridder- 
Sokolnoe、Zyrianovskoe、Tishinskoe,中央カザフスタンの Zhaircm、Ushkatyn、

Karagaily である。これらの鉱床の鉱石は種とし他金属質で、鉛／亜鉛／銅比は 1/(8～
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1)/(0.7 ～0.3)である。副産物として、金、銀、カドミウム、ビスマス、セレン、テルル、

タリウム、ガリウム、インディウム、ゲルマニウム、コバルト、アンチモン、モリブデン

を含む。多金属鉱床の探査を精力的に進めた結果、多数の大規模新鉱床が、特に Rudnyy 
Altai で発見されている。 
 東カザフスタンには、火山成多金属型に分類される鉱床がある(鈴木,1993)。すなわち、

Ust Stolovskp Nikokaiski、Shemunaiski、Kamushinski から銅－鉛－亜鉛鉱石が生産

されている。さらにこれらの西には、銅－亜鉛鉱石を産出する Zhezkent 鉱床がある。 
 ボリショイ＝Karatau 山脈とマールイ＝Karatau 山脈は、褶曲構造による隆起地形で、

北西方向へ伸びている(第 2-16 図)。ボリショイ＝Karatau の地質は、先ヘルシニア期と

ヘルシニア期に分けられる。先ヘルシニア期には強い褶曲作用があり、下部原生代からオ 
 

 

 

第 2-16 図 ボリショイ＝アラタウおよびマールイ＝アラタウ隆起帯と、シルダリヤおよびチ

ユウ沈降帯の地質構造を示す模式図（Serezhnikov,1993） 
 
凡例：１＝中性代と新生代の堆積物（平面図の北東の４で示される部分にも存在する）、２＝中部石炭紀～

下部ペルム紀の火山成堆積岩、３＝上部デボン紀～下部石炭紀（ヘルシニア期）の炭酸塩層とその

下位の堆積物、４＝チュウ沈降帯の基盤中のカレドニア期の構造物、５＝４のうち地表に噴出して

いる部分 
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ルドビス紀の岩石が変成された。ヘルシニア期には、上部デボン紀の赤色モラッセ堆積物

と上部デボン紀から下部石炭紀の炭酸塩が沈積した(第 2-17 図)。方鉛鉱、閃亜鉛鉱からな 
 

 

第 2-17 図 炭酸塩層とその下位の岩石の層序図（Serezhnikov,1993） 
 
凡例：１＝不整合、２＝鉛亜鉛の微鉱化、３＝鉛亜鉛の主鉱化、岩石種：１＝中性代と新生代の堆積物

（粘土、砂、シルト）、２＝炭酸塩（石灰岩、石灰質ドロマイト）の巨視的繰返しと陸源堆積物、

３＝石灰岩、ドロマイト化石灰岩、ドロマイト、石灰岩粘土質マール（Achisay、カラサイ、スメ

ナ）、４＝ドロマイトを伴う炭酸塩岩石相（Shalkia、Mirgalimsay 等）とドロマイトを伴わない

炭酸塩岩石相（鉱化なし）、５＝頁岩、シルト、砂岩、ドロマイト、石灰岩、６＝砂岩、頁岩、

礫岩、７＝頁岩、砂岩、シルト岩、礫岩 
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る層状の鉛亜鉛鉱床は上部デボン紀から下部石炭紀の炭酸塩層(主としてファメヌ統とト

ゥネー統)中に存在する。 良の鉱床地区にはドロマイトが広く分布している。鉱化作用

はヘルシニア期の短軸褶曲に規制されている。(第 2-18 図)。大規模な衝上断層と逆断層は

鉱化前の形成である。鉱床には、層状型(第 2-18 図)と断層型(第 2-19 図)がある。 
 

 

 

第 2-18 図 ミルガリム鉱床の模式断面図（Serezhnikov,1993） 
 
凡例：１＝擬灰岩質頁岩、２＝ファメヌ統の炭酸塩堆積物、３＝トゥネー統の炭酸塩堆積物、４＝割れ目、

５＝鉛亜鉛と重晶石の鉱床 

 

 

 

 

第 2-19 図 Achiasy 鉱床の模式断面図（Sereznikov,1993） 
 
凡例：１＝衝上断層、２＝断層、C1t＝トゥネー統の堆積物（石灰岩、ドロマイト）、D3fm=ファメヌ統

の石灰岩、D2tl＋D3fr＝陸源堆積物、鉱物はトゥネー統下部層の断層近傍に発達する 

 

Mirgalimsay 鉱床が前者の例、Achisay 鉱床が後者の例である。鉱化は２期に分けられ

る。まず上部デボン紀に堆積成の層状主鉱体が生成した。続いて、下部石炭の暖かい地下
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水によって、上部デボン紀の層状鉱床から元素が再移動させられ、新しい鉱体が生成した。 
 カザフスタンには、多金属の層準規制型鉱床もある（スミルノフ,1976）。 
 
1) ルドゥニイ＝アルタイ(Rudnyy Altai)地域 
 東カザフスタン、アルタイ山麓の Leninogorskp Ust-Kamenogorsk (または Irtish)、
Zranovsk,Zhezkent などには、銅、鉛、亜鉛を主とする典型的な多金属鉱床がある

(MMAJP1994a)。これらの地域では、火山岩類を母岩とする火山性起源の層状ないし塊

状の鉱床が多く存在する。 
 Rudnyy Altai は、ヘルシニア期のザヤン (Zayan)褶曲域の南東周縁部に位置する

(Gorzhevskiyetal.,1977)。ルドゥニイと南アルタイのヘルシニア期構造は、ゴルニイ＝ア

ルタイのカレドニア期構造から分かれた西アルタイ褶曲系として分類される。この地域の

中部デボン紀からフランシスカン共堆積構造とそれに関係する多金属鉱床の分布を第

2-20 図に示す。地質構造的に、隆起の中央部、隆起の周縁部のうち緩沈降の部分と中規

模沈降の部分、さらにトラフの軸部と周縁部に分けられる。多金属鉱床は、このうち隆起

の中心部には存在せず、周縁部に広く分布する。またトラフの軸部には小規模の鉱床が見

られるのに対し、周辺部では稀である。鉱種は隆起の周辺部のうち緩沈降部が重晶石－多

金属と多金属で、中規模沈降部が遷移的黄鉄鉱－多金属、銅－黄鉄鉱で、トラフの周辺部

は黄鉄鉱－多金属と銅－多金属で特徴づけられる。また、トラフの軸部にはミシシッピー

渓谷型鉛亜鉛鉱床が存在する。 
 

 Rudnyy Altai 地方の交代成硫化物－多金属鉱床は、厚い火山源堆積岩のうちの特定層

準に分布する（スミルノフ,1976）。ここの堆積岩は、層厚が 5000 から 1000m のデボン

紀中期および後期の３種の可採層に分けられる。この可採層の厚さは全層厚の 10%以下で

あるが、鉛亜鉛の鉱量は Rudnyy Altai 地方の 95%以上を占める。 
 Rudnyy Altai 地方、Leninogorsk 多金属鉱床を胚胎する噴出岩、凝灰岩、頁岩に熱水

変質は次の過程で進んだ(スミルノフ,1976)。①珪化作用に関連した熱水鉱体作用の下部帯

でアルカリとアルミナが分離する。②両者は熱水中に移って上部に運ばれ、鉱体から若干

はなれて発達する絹雲母化作用で消費された。③このとき取り込まれたカルシウムとマグ

ネシウムはさらに上方に運ばれ、細脈として沈殿した。 
 Rudnyy Altai 地方の硫化鉄－多金属鉱床は、通常広い黄鉄鉱変質域をもつ（チルコ, 
1977）。この変質帯の形態、および黄鉄鉱結晶の形と内部構造、その中の包有物の分布と

組成は、母岩の堆積層、地質構造、さらに鉱体の形と鉱物組成に規制されている。この規

則性を、グズリャコフスキー鉱床を例に紹介する。この鉱床は、小褶曲系と様々な方向の

断層系により複雑化したグリリャコフスキー向斜の北東翼に位置する。付近の堆積岩類は、

中部および上部デボン系、ウスベンスキー累層のシルト岩、砂岩、凝灰質砂岩と、これを

覆うベロウバ累層の炭質黒色シルト岩であり、火成岩類は石炭紀前期と考えられる流紋斑

岩と輝緑ひん岩である(第 2-21a 図)。流紋斑岩は比較的大規模な岩体であるが、堆積岩類 
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第 2-20 図 南西アルタイ地域の中部ボデン紀からフランシスカン共堆積構造とそれに関

係する多金属鉱床の分布（Gorzhevskiy et al.,1977；204―205 頁 Fig.１） 
 
凡例：１＝弱い沈降と隆起の組み合せ部、２＝緩沈降部（1500ｍまで）、３＝中規模沈降部（1500―3000

ｍ）、４＝シルル紀とデボン紀の沈降帯〔a＝緩沈降部、b＝中規模沈降部〕、５＝顕著な正およ

び負運動の繰り返し部（全体として中規模沈降、3000ｍ）、６＝トラフ〔a＝3000―5000ｍ沈降

した周縁部、b＝5000ｍ以上沈降した軸部〕、７＝玄武岩―流紋岩層〔a＝火口付近および中距離

組合せ、b＝遠距離組合せ〕、８＝陸源流紋岩、９＝石灰質・陸源玄武岩―安山岩―石英安山岩―

流紋岩、10＝石灰岩・陸源の地層、11＝地層境界、12＝構造に沿う断層、13＝構造を横切る断層、

14＝重晶石―多金属鉱床、15＝多金属鉱床、16＝遷移的鉱種の鉱床、17＝黄鉄鉱―多金属鉱床、

18＝銅―黄鉄鉱鉱床、19＝鉛―亜鉛鉱床 
図中の数字：１＝Snegirikha 横断沈降帯、２＝Leninogorsk 横断沈降帯、３＝Revnyusha 隆起帯、４

＝Marukakul 隆起帯 

 
との境界は全体として層理面と整合している。輝緑ひん岩は断層帯中であまり厚くない岩

脈を形成している。これらのうちウスベンスキー累層の岩石は、石英絹雲母片岩、緑泥石
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片岩、微晶質珪岩に変わっている。鉱体は、ウスベンスキー累層の堆積岩が埋まった小規

な軸部に位置する(第 2-21b 図)。鉱体の南翼は NW-SW 系の断層によって複雑化し、北部

と北東部は深部で堆積岩の分布を限る酸性岩体によって褶曲・圧縮されている。主要鉱体

は塊状および縞状の鉛亜鉛鉱石からなる。稀に重晶石を伴う鉛亜鉛主体の多金属鉱石、あ

るいは硫化鉄鉱多金属鉱石、銅亜鉛鉱石、含銅硫化鉄鉱石がある。主要鉱石鉱物は閃亜鉛

鉱、方鉛鉱、黄銅鉱、四面銅鉱である。索硫化鉱床はこの鉱区内にもっと広く分布する。

黄鉄鉱変質帯が鉱体を取り巻いて、流紋斑岩岩体の境界を中心にその両側へ広く発達して

いる(第 2-21b 図)。この黄鉄鉱鉱染帯は４帯に分けれる。 
 

 

 

第 2-21 図。Rudnyy,Altai 地域、グズリヤコフスキー多金属鉱床の 
（ａ）地質と（ｂ）黄鉄鉱鉱化域（スミノルフ,1976） 

 

凡例：１＝第四系、２＝ベロウバ累層石灰質粘板岩（D2-3） ３＝ウスベンスキー累層珪化、絹組雲母

化、弱石灰質シルト岩・砂岩（D2e2-gv）４＝堆積岩の捕獲岩を伴う擬灰岩様斑岩、５＝擬灰岩

様斑岩、６＝流紋岩斑岩（C1?）、７＝角礫化輝緑ひん岩（C1?）、８＝緻密鉛・亜鉛鉱と細脈

―鉱染鉛・亜鉛鉱、９＝石英随伴細粒・黄鉄鉱分泌鉱染帯（第１帯）、10＝絹雲母随伴微粒・細

粒黄鉄鉱分泌鉱染帯（第Ⅱ帯）、11＝緑泥石随伴中粒・粗粒黄鉱分泌鉱染帯（第Ⅲ帯）、12＝各

タイプ黄鉄鉱鉱化重複帯（第Ⅳ帯） 
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 第Ⅰ帯は鉱体の上盤および下盤と鉱床の北翼の比較的変質の弱い流紋斑岩中に分布し、

石英と共生する五角十二面体と正六面体の細粒黄鉄鉱で特徴づけられる。 
 第Ⅱ帯は凝灰岩状を呈する粒紋斑岩中に分布し、絹雲母と共生した中粒の黄鉄鉱で特徴

づけられる。 
 第Ⅲ帯は鉱床の南西部、角礫化した輝緑ひん岩中に分布し、緑泥岩と共生した中粒およ

び粗粒の黄鉄鉱で特徴づけられる。 
 第Ⅳ帯は様々な黄鉄鉱鉱化帯の重複帯で、向斜褶曲の軸部を構成する堆積岩部分と凝灰

岩状の流紋斑岩岩体の縁部に相当する。 
 Rudnyy Altai、Novo-Berezovo鉱床の鉱石は黄鉄鉱－多金属質である(Gorzhevskiy and 
Chekvaidze,1978)。第 2-22 図に示すように、鉱体は断層帯に規制されている。変質帯ハ

ローは、走向および傾斜方向に広く延びている。変質は溶脱帯と周縁部に分けられる。前 
 

 

凡例： 

 

 １ ＝ 非固結堆積物、 

 ２ ＝ 石英閃緑岩、 

 ３ ＝ 圧砕岩化した石英閃緑岩、 

 ４ = アクチノ閃石 および 

      緑簾石―アクチノ閃石スカルン、 

 ５ ＝ 閃緑岩ひん岩、 

 ６ ＝ 斑岩類、 

 ７ ＝ 溶脱変質帯（緑泥石―絹雲母―石英）、 

 ８ ＝ 溶脱変質帯（絹雲母―石英）、 

 ９ ＝ 周緑変質帯（曹長石）、 

 10 ＝ 周緑変質帯（緑泥石）、 

 11 ＝ 周緑変質帯（緑泥石―炭酸塩）、 

 12 ＝ 鉱化に伴う緑泥石帯、 

 13 ＝ 鉱体、 

 

 

 

 

 

第 2-22 図 Rudnyy、Altai、Novo-Berezovo 鉱床の断面  
        （Gorzhevskiy and Chekvaidze,1978） 
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者は絹雲母－石英組合せで、後者は緑泥岩、炭酸塩－緑泥岩、あるいは絹雲母－炭酸塩－

緑泥岩組合わせで特徴づけられる。鉱体はこのうち泥脱変質帯中に胚胎する。 オルロフ

鉱床は、1959年に発見された鉛亜鉛鉱床である(ソ連東欧貿易会,1975)。緻密鉱と鉱染状

鉱がある。前者の鉛／亜鉛／銅比は1/4.1/4.8、後者のそれは1/3.0/4.2である。ティシノ鉱

床は1958年に発見され、1965年から稼行されている(ソ連東欧貿易会,1975)。緻密鉱の鉛

／亜鉛／銅比は1/5.3/0.3、鉱染鉱のそれは1/5.3/0.3である。Mirgalimsay鉱床は1928年に

発見、1929～1935年に調査、1942年から稼行されている(ソ連東欧貿易会, 1975)。大規模

な鉱床の中央部の鉱石の品位は、1.17%,鉛／亜鉛／重晶石比は1/0.1/0.6である。Achisay
鉱床は古くから開発された(ソ連東欧貿易会,1975)。同鉱床の鉛鉱石は、1964年までにほ

とんど掘り尽くされ、以後は酸化亜鉛鉱石を出鉱している。 
 後に、Rudnyy Altai 地方の鉱床で知られているいくつかの地質学的、地球化学的特

徴を記す(スミルノフ,1976)。①Zmyeinogorsk とズィリヤノフスク鉱床で調べられた火成

岩とそれに随伴された熱水成の長石の鉛同位体の研究によると、それらは同属性であるこ

とが証明されている。②緑泥石片岩を構成する緑泥石は中間組成(斜緑泥石、板温石、ア

メス緑泥石、扇石、リピドライト、アフロシデライト)であるのに対し、熱水起源の緑泥

石はすべて苦土緑泥石相当の組成を示す。③鉱床の分散ハローの中心部にイオン半径の大

きい金属（鉛、バリウム、銀、ビスマス、アンチモン）が、周縁部にイオン半径の小さい

金属（亜鉛、同、モリブデン）が集中している。④鉛亜鉛鉱床では、モリブデンとアンチ

モンのハローが著しい。 
 
2) Leninogorsk およびその周辺の鉱床 
 Leninogorsk 鉱床は、1784 年にイギリス人によって発見された(MMAJ,1994a)。1890
年代まで地表の酸化鉱が採掘された。1920 年代に選鉱場(浮遊選鉱)が建設されて本格的な

生産が始まり、Leninogorsk コンビナートとして稼働している。Leninogorsk コンビナー

トは、Leninogorsk 鉱床、40 Years of Lenin (または 40th Komsol)鉱床、Tishinskoye 鉱

床、Shubinskoyc 鉱床から、亜鉛、鉛、銅、黄鉄鋼を生産している。各鉱床からの 1991
年の生産量を第 2-3 表に示す。 
 Leninogorsk 鉱山の歴史は古く、18 世紀から 19 世紀初頭まで稼行された(ソ連東欧貿

易会,1975)。その後、1926 年から 1944 年にわたる調査で、再び鉱量が確認された。鉱床

は鉱種(鉛／亜鉛／銅鉱比)から、鉛亜鉛型(1/2/0.2)、銅亜鉛型(1/4.3/8.1)、金型の３種に分

けられる。 
 Leninogorsk コンビナートの鉱床のうち、Leninogorsk 鉱床、40 Years of Lenin 鉱床、

Ridderski 鉱床は同一地区に存在し、まとめて Ridder-Sokolnoe 鉱床群という(第 2-23 図：

MMAJ,1994a)。急傾斜脈状鉱床で、古生代、デボン紀の珪岩、頁岩、火山堆積岩類の厚

い累層(2,000m 以上)を母岩とする。第 2-24 図(Avdoninp,1992)にこの鉱床地帯の地質構

造断面を再構築して示す。鉱体は 12 確認されている。そのうち、主な鉱体は中央、第１、
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第２、第３、東西、ヴィストルシンスクの鉱層である（レニノゴルスク地域の鉱物につい

ての参考資料）。鉱体の形は概して複雑である。鉱床の上部は石灰岩により限られる。鉱

層は上部では整合的であるが、下部では互いに交差する接触面をもつ。さらに岩脈の貫入

により複雑になっている。鉱化帯の垂直方向の延長は 600m に達する。鉱体は、塊状、鉱

染状、鉱脈状など様々な形態を示す。各鉱体規模は、延長 250m 前後、 大脈幅 4m であ

る(MMAJ,1994a)。銅－亜鉛鉱化帯、鉛－亜鉛鉱化帯、含金鉱化帯の３種に分けられる。

主要鉱石鉱物は方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱、随伴鉱物は四面銅鉱、白鉄鉱、硫砒

鉄鉱、銀鉱物である。一般に、金銀を伴う(MMAJ,1994a)。脈石鉱物は、石英、方解石、

ドロマイト、緑泥石、緑簾石である(レニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料)。 
 Leninogorsk 鉱床帯の中央部の調査中に発見されたドリーノエ金多金属鉱床は、

Ridder-Sokolnoe 鉱床の東 2.8km に位置する（レニノゴルスク地域の鉱物についての参考

資料）。鉱化帯の地質構造は Ridder-Sokolnoe 鉱床の鉱層に類似する。鉱体は、この地帯

の他の鉱床と同様に、石灰岩に覆われている。鉱化帯は南北２箇所にあり、３鉱体からな

る。また、これらの下部には下部鉱石帯と呼ばれる多数の鉱体が存在する。北部鉱化帯の

深さは 450～500m、南部鉱化帯のそれは 600～670m である。全体の 97%は鉱染状の金

銀多金属鉱石で、銅／鉛／亜鉛比は 0.3/1/1.7 である。第３鉱体の上部には、多金属、重

晶石多金属、硫化鉄鉱石が見られる。これが鉱石の残りの 3%を占める。主要鉱石鉱物は、

閃亜鉛鉱、方鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱、含銀四面銅鉱である。金は、自然金とエレクトラム

の型で含まれる。 
 

第 2-3 表 Leninogorsk の各鉱床における 1991 年の生産規模（MMAJ,1994a）  
 

 
鉱 床 名 

          品 位 (％) 
生産量 (kt) 
        Cu  Pb  Zn 

 
Leninogorsk 
Leninogorsk 貯鉱 
40Years of Lenin 
Ridderski 
Shubinskoye 
Tishinskoye 
 

 
900        0.10   0.32   0.75 
150         －    0.32   0.53 

 1,100        0.34   0.22   0.51 
650        0.78   0.33   0.73 
120        2.56   0.42   3.70 

 1,150        0.46   1.15   6.17 
 

 
 オブルチェフスコエ鉱床は、Leninogorsk の東 8km、ドリーノエと Novo-Leninogorsk
の中間に位置する。(レニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料)。1988 年に発見され

た。付近の地質は、厚い火山成－堆積成岩石からなる。この一体は第四紀堆積物で覆われ 
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第 2-23 図、カザフスタン、Rudnyy Altai、Leninogorsk 鉱床周辺の地質 

（金属鉱業中央アジアミッション,1993） 
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第 2-24 図、東カザフスタン、Ridder-Sokolnoe 鉱床地帯の再構築された地質構造断面を

示す模式図（Avdonin,1992）. 
 

凡例：１～４＝熱水堆積成の鉱石周辺岩石（１＝珪岩、2=緑泥石岩、３＝絹雲母岩、４＝崖崩れ礫）、

５～７＝鉱石（５＝層状多金属、６＝ストックワーク型、７＝商業的鉱体を構成する砕屑物集合

体）、８＝集塊質擬灰岩、９～10＝シルト岩（９＝珪質、10＝石灰質）、11＝擬灰円礫岩、12＝

シルト岩―砂岩互層、13＝第四紀 

 
ている。その厚さは北で 90～150m、南で 350～400m に及ぶ。鉱床は、クリェコフスク

累層に限られる。特に第１鉱体はこの累層の石灰岩層の下位に存在する。鉱化帯は大きく

南北２箇所に分かれるが、中間にも微弱な鉱化が存在する。北部鉱化帯の変質は絹雲母、

緑泥石、石英で、南部鉱化帯のそれは緑泥石、細粒石英で特徴づけられる。南北両鉱化帯

の規模および品位は第 2-4 表の通りである。鉱床の型には、鉱染状と脈状がある。主な鉱

石鉱物は閃亜鉛鉱、方鉛鉱、黄銅鉱、硫化鉄である。 
 1982 年、Leninogorsk の東 9～10km の地点で、新鉱床が発見され、Movo Leninogorsk
と命名された(MMAJ,1994a)[他の資料（レニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料)
によると、発見は 1981 年〕。現在までに、７つの鉱層が確認されている(レニノゴルスク

地域の鉱物についての参考資料).このうち、ブロフスク、バリトフ、ボガトが開発されて

いる。他の北、希望、西、ウスペンスクは規模が小さい。主要鉱化帯は、地表下 700～1000m
に位置し、ウスペンスク鉱層のみ浸食崖に露頭を有する。鉱床は、下部デボン紀（レニノ

ゴルスク地域の鉱物についての参考資料)の酸性火山活動に伴って生成された黒鉱型であ

る（第 2-25 図:MMAJ,1993)。鉱体は上部から下部へ、バリウム鉱、鉛亜鉛鉱、銅に富む

ネットワーク鉱と変化する(MMAJ,1993)。鉱床は 43 の鉱体と 42 のレンズからなる（レ

ニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料).このうち 16 の鉱体に埋蔵量の 82.4%が含

まれる。特に大きな鉱体は、ブロフスク鉱層の 1b、1p、4、4a、5、3、7 である。埋蔵鉱

量は 63Mt、出鉱量は 1250kt/y である(MMAJ,1993)。多金属鉱石の品位は、銅が 0.15%,
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鉛が 0.83%,亜鉛が 2.68、金が 1.16g/t,銀が 11.19g/t である。また、バリウム多金属鉱石

の品位は、銅が 0.19%,鉛が 2.65%,亜鉛が 5.92%,バリウムが 31.95%、金が 2.07g/t,銀が

95.8g/t である。 
 シェビンスコエ鉱床は、Leninogorsk の北東 15km の位置で、1953 年に発見された（レ

ニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料).鉱床は柱状・レンズ状をする複数の鉱体か

らなる。各鉱体は北東へ 60～65°傾斜している。熱水変質作用を受けた火山成堆積岩と

泥質岩の境に胚胎する。鉱体の厚さは 1～2m から 30m まである。鉱石の銅／鉛／亜鉛比

は、3/1/4 である。他に金、銀、カドミウム、ガリウム、タリウムを含む。産状および構

成鉱物は、多量の黄鉄鉱で特徴づけられるシェビンスコエ鉱床(？)および Starkovskoye
鉱床に似ている。 
 Leninogorsk の北東約 25km に位置する Starkovskoye 鉱床は、1947 年に発見された。

変質は絹雲母と石英で特徴づけられる。鉱石鉱物は、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱である。

鉱床は３つの鉱床化帯からなる。それぞれ延長×広がり（㎡）は、150×105、1300×80、
700×300 である。 
 
第 2-4 表 オブルチェフソコエ多金属床(Leninogorsk の東８km)の鉱化帯規模と品位 
  北部鉱化帯       南部鉱化帯 
規模 長径(ｍ) 
   短経(m) 
   厚さ(ｍ)  （北） 
         （南） 
品位 銅  (％) （平均） 
      鉛   (％) （平均） 
      亜鉛 (％) （平均） 
      金  (％) （平均） 
      銀  (％) （平均） 

 400                     400 
 200  ~ 350              200  ~ 300 
   6.9 ~ 17.3              50  ~  60 
   2.6 ~  4.0              13   ~  22 
   0.07 ~  0.43 (0.26)       0.30 ~  1.42(1.05) 
   0.34 ~  2.15 (1.28)       0.43 ~  3.27(0.86) 
   0.84 ~  3.41 (2.52)       4.30 ~  7.52(2.52) 
   0.20 ~  0.9 (0.7)         0.2    
  10.9  ~105.4 (41.5)        6.7  ~  9.0(7.8) 

データは「レニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料」による 

 

表 2-5 表 Leninogorsk の北 46km に位置するチェクマリ多金属鉱床の特徴 

地区名 チェクマリ グスリャコフスク   南東 

鉱化帯の延長(m) 

    幅 (m) 

平面形態 

酸化帯の規模 

重晶石質鉱石 

 700       500      400 

 600       250      200 

  楕円       線状       線状 

  大       中        小 

  無        有       有 

データは「レニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料」による 
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第 2-25 図 カザフスタン、Rudnyy Altai、Novo-Leninogorosk 鉱床の断面 
                  （金属鉱業中央アジアミッション,1993） 
 

 Leninogorsk の北北東約 25km には、Strezhanskoye(または Strenjanoskoye)多金属鉱

床がある(MMAJ,1994a)。鉱床は 1969 年に発見され、250～300m 離れた南北２つの鉱化

帯からなる（レニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料）。これらの鉱化帯の延長は

50～640m、幅は 60～400m である。深度は南鉱化帯が地表から 510m、北鉱化帯が 390m、

である。鉱床は、Strezhanskoye 複背斜の南西部にある中央向斜に位置する。鉱床付近の

地層は、下位からデボン紀中部のイリンスク累層およびウスベンスク累層火山成－体積成

岩石と、向斜の核をなすデボン紀中上部のベラウビンスク累層の陸源堆積岩からなる。鉱

床を胚胎するウスベンスク累層は、中央向斜の両翼をなし、北東に急傾斜している。鉱床

は 20 の鉱体からなる。それぞれ、酸性火山岩類、火山凝灰岩類を母岩とする脈状からネ

ットワーク状、稀に塊状の鉱体である(MMAJ,1994a)。ほとんどの鉱体は傾斜が急である。

走向延長は 50～630m、傾斜延長は 60～400m、厚さは 1～23m,地表からの深さは 10～
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510m である。（レニノゴルスク地域の鉱物についての参考資料）.年間粗鉱 150kt の出鉱

が計画されている(MMAJ,1994a)。埋蔵鉱量は 4.9Mt.品位は、銅が 1.77%,鉛が 0.79%,亜
鉛が 4.40%,金が 0.54g/t,銀が 55.5g/t である。他に、ビスマス、セレン、テルル、アンチ

モン含む。この鉱床の地質平面図と断面図を第 2-26 図に示す。鉱床の生成は２期に分け

られる。(Zolotarev amd Yakovlev,1978)。第１期に、石英安山岩の火山活動でドームが

形成された。この活動に伴って、噴気堆積成鉱床が生成された。また、銅－亜鉛黄鉄鉱質

鉱石も沈殿した。第２期は、流紋岩ひん岩の迸入に伴う熱水変成作用で特徴づけられる。

この期に第１期の鉱石が移動させられた。この鉱床の主な鉱石鉱物と脈石鉱物は第 2-6 表

の通りである。 

 

第 2-26 図。ザフスタン、Rudnyy Altai、Strezhanskoye 鉱床の平面図と断面図 
                    （Zolotarev and yakovlev、1978） 
 
凡例：１＝後期デボン紀―初期石炭紀の輝緑岩岩脈、２＝中期―後期デボン紀の流紋岩と流紋岩―石英

安山岩ひん岩、３＝ドームをなす石英安山岩ひん岩、４＝石英安山岩質擬灰岩、５＝変質した溶

岩、溶岩角礫岩、擬灰岩、６＝擬灰岩、擬灰岩シルト岩、石灰質シルト岩、７＝連続的噴気堆積

鉱石、８＝黄鉄鉱―多金属鉱石、９＝硫黄黄鉄鉱質鉱石、10＝断面図の位置 

 
 Strezhanskoye 鉱床と似た鉱床として、第 2-27 図に示す Guslakovskoye 鉱床がある

(Zolotarev and Yakovlev, 1978)。この鉱床では、第１期に、噴気堆積成の鉱染状る黄鉄

鉱鉱床が生成した。第２期には、熱水変質作用により、岩石が移動した。第３期に熱水成

鉱石が沈殿した。この鉱床の主な鉱石鉱物と脈石鉱物は第 2-6 表の通りである。 
 Leninogorsk の北 46km に、チェクマリ多金属鉱床がある（レニノゴルスク地域の鉱物

についての参考資料）.付近の地質は、玄武岩－流紋岩組合せとそれを覆う黒色頁岩から

なる。鉱床は、チェクマル、グスリャコフスク、南東の３地区に分かれて分布する。それ

ぞれの地区の発見年は、1976 年、1971 年、1973 年である。各地区は、横断層系により

分けられる別々の地質構造ブロックに対応する。各地区の鉱化帯は延長が数 100m、幅が

200～600m 程度である(第 2-5 表)。深さ方向には、1000～1100m まで確認されている。 
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鉱床は、75 の鉱体と 50 のレンズからなる。このうち、15 の鉱体に全鉱量の 87%が含ま

れる。鉱体の形態は、網状と鉱条に分けられる。鉱条の厚さは 1～1.5m である。 
 

第 2-6 表 Leninogorosk の各鉱床の主な鉱石物と脈石鉱物 
鉱床名  鉱石鉱物           脈石鉱物 

Guslyakoskoye 

Shubinskoye 

Strezhanskoye 

 

Strakovskoye 

Tishinskoye 

 Gn.cl,cp,py,Ag                 qz,ca 

 Gn,cl,cp,Ag,ma,az              qz,ca 

 Py,po,cp,cl,gn,al,hs,Bi-sf 

                               qz,ch,sr,ca,ep,at 

 Ag-Bi-sft,ac,st,sy,Ag,Cu,cu  

 gn,cl,cp,po,py 

                               qz,ch,at,bt,ca,sr 

 gn,cl,ma,az,cp,py,po,cr,mt 

                                 qz,ca,ch,or 

データは Demin et al、（1974）による 
 
   略号：ac＝針銀鉱、Ag=自然銀、Ag-Bi-sft,＝銀―ビスマス硫塩テルル化物、al＝アルタイ鉱、 at

＝アクチノ閃石、az＝藍銅鉱、Bi-sf＝ビスマス硫塩、bt＝黒雲母、ca＝炭酸塩、ch＝緑泥

石、cl＝Cleiophsne、cp＝黄銅鉱、cr＝白鉛鉱、Cu＝自然銅、cu＝赤銅鉱、ep＝緑簾石、gn

＝方鉛鉱、hs＝ヘッズ鉱、ma＝孔雀石、mt＝磁鉄鉱、or＝カリ長石、py＝黄鉄鉱、qz＝石英、

sr＝絹雲母、st＝アンチモンピアス鉱、sy＝輝銅銀鉱. 

 
 地表付近の鉱床は酸化作用を受けている。その規模は、地形と鉱化帯の形との関係で決

まる。鉱種は、亜鉛、鉛、銅の多金属質で、金、銀、カドミウム、ビスマス、セレン、テ

ルル、アンチモンを随伴する。主な鉱石鉱物は閃亜鉛鉱、方鉛鉱、黄銅鉱である。主な脈

石鉱物は石英である。重晶石は随伴する場合としない場合がある。. 
 Tishinskoye 鉱床は Leninogorsk 西 18km に位置し、1958 年に発見された（レニノゴ

ルスク地域の鉱物についての参考資料)。この地域 大の鉱床で、1965 年から開発されて

いる(MMAJ,1994a)。デボン紀の結晶質石灰岩類・アルコース砂岩互層中に胚胎する鉱染

状－層状鉱床である。主要鉱石鉱物は方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱である。金銀を

伴う。鉱体規模は、延長が約 1000m, 脈幅が 10～20m,垂直延長が 1500m である。ある

いは、走向延長が 800～900m、幅が 50～60m( 大 110m),深さが 2000m である(金属鉱

業中央アジアミッション,1993)。傾斜は 75～90°である(MMAJ,1994a)。現在坑道は、16
レベル(地表下 840m)まで展開されている。1200m 深までの埋蔵鉱量は、50Mt(亜鉛換算

のカットオフ品位 1.8%)である。粗鉱生産量は 1150kt/y、品位は亜鉛が 6%、鉛が 1.5%、

銅が 0.5%,金が 0.8g/t、銀が 17g/t である(金属鉱業中央アジアミッション,1993)。また、

残存鉱量は 40Mt である。 
 Shubinskoye 鉱床は、Tishinskoye 鉱床と同じ型に属す(MMAJ,1994a)。規模は小さい。
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第 2-28 図に示すように、この鉱床は、下盤に熱水変質硫黄黄鉄鉱質鉱石を、その上に層

状の銅－黄鉄鉱質および銅－亜鉛－黄鉄鉱質鉱石をもつ(Zolotarev and Yakovlev,1978)。
この鉱床の主な鉱石鉱物と脈石鉱物と脈石鉱物は第 2-6 表の通りである。 
 ガブリエレフスコエ銅鉱床は、Tishinskoye 鉱床のさらに西 8km に位置する

(MMAJ,1994a)。鉱床は、平行に配列した一連の小規模なレンズ状鉱体からなる。走向方

向の延長は 700m、深さ 450m まで確認されている。 
 

 

 
第 2-27 図、カザフスタン、Ruddnyy Altal、Guslyskovskoye 鉱床の地質平面図 
                     （Zolotarev and Yakovlec,1978）  
 

凡例：１＝流紋岩斑岩(石英斑晶)、２＝流紋岩斑岩（石英と方解石斑晶）、３＝イグニンブライト、４

＝擬灰質シルト岩、擬灰質砂岩、擬灰岩、５＝石灰質シルト岩と砂岩―頁ｶ岩、６＝微粒珪化岩、

７＝絹雲母―石英変質岩、８＝石英―絹雲母―緑泥石変質岩、９＝連続性多金属（黄鉄鉱質―多

金属）鉱石、10＝細脈―分泌鉱石、11＝断面線 

   A-A は他の図（略図）の位置を示すための線 
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3) 中央カザフスタン 
 カザフスタン中央部地域では、バルハシの北西方に Akjalskiy(または Akchtau)鉱山が,
ジェズカズガンの北東方に Zhayrem 鉱山がある(MMAJ,1994a)。このうち、後者の鉱石

はアンチサイコンビナート(1992 年の実績は、鉱量が 1100kt で、品位が 1.36%Pb、
3.54%Zn)と、Tekeliコンビナートに供給されている。Zhayrem鉱山の周辺には、Ushkatyn
鉱床や Dalne-Apad 鉱床があり、開発が計画されている。 
 カラジャル市の西北西に、３つの独立した鉱体からなるジャムイ鉱床がある(ソ連東欧 
 

. 
 
 
 
凡例： 

 

１ ＝ 極細粒砕屑成擬灰岩、 

２ ＝ 微粒砕屑成擬灰岩、 

３ ＝ 擬灰岩砂岩、 

４ ＝ 石灰質シルト岩、 

５ ＝ 絹雲母を伴う珪化岩、 

６ ＝ 絹雲母―石英変質岩、 

７ ＝ 緑泥石―石英変質岩、 

８ ＝ 連続性銅―亜鉛―黄鉄鉱質鉱石、 

９ ＝ 連続性銅―黄鉄鉱質鉱石、 

10 ＝ 連続硫黄黄鉄鉱質鉱石、 

11 ＝ 細脈―分泌銅―黄鉄鉱質石、 

12 ＝ 分泌硫黄黄鉄鉱質鉱石、 

13 ＝ 再沈積細脈―分泌銅－ 

    ―黄鉄鉱質鉱石、 

14 ＝ 再沈積鉱染状方鉛鉱、閃亜鉛鉱、 

   黄銅鉱鉱化、 

15 ＝ 鉄の焼け、 

16 ＝ 石英脈、 

17 ＝ 変質岩の境界 

 
 
第 2-28 図、Rudnyy Altai、Shubinskoye 鉱床の断面図 
          （Zolotarev and yakovlev,1978） 
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貿易会,1975)。鉱石の鉛／亜鉛／重晶石比は 1/3/25 である。 
 中央カザフスタンには、斑岩型に分類できる Alaygyr 鉛鉱床がある(Puchkov ctalp 
1986)。同様の鉱床は、Aurtas、Karamys、Akchabay、Karadzhal でも知られている。

Alaygyr 鉱床は、デボン紀の火山帯に位置する。付近の地質は、ファメヌ統の火山成堆積

岩と、これを切る流紋岩質斑岩からなる。構造的には、Uspensk 構造帯に分類される攪

乱・剪断帯に位置する。この鉱床帯では、短軸背斜をなす。褶曲の核には、強く変形され

た中期デボン紀の斑岩類と凝灰岩が分布している。翼部は、凝灰岩質炭酸塩砕屑物の地層

である。その傾斜は 60～80°である。ファメヌ統の厚さは 大 500m ある。 
 流紋岩斑岩は、Uspensk 帯内で大きな岩脈、およびときに岩株として産する。その分

布は 100～200m に及ぶ。Alaygyr 鉱床内の流紋岩斑岩は、すべて岩脈状で、ファメヌ統

内に限られる。岩脈の厚さは 5～400m と変化に富む。斑岩帯の天井部と基礎部は角礫化

している。角礫にはしばしば周囲の岩石の破片がある。鉱床の周囲は広く変質作用を受け

ている。 初の変質はカリ長石化である。鉱化前の変質には、他に絹雲母化、珪化、緑泥

石化がある。絹雲母化作用は斑岩と中粒砂岩との境界で特に強い。鉱化期の変質は、曹長

石、石英、絹雲母の組合せで特徴づけられるベレサイト化である。一般にベレサイト化帯

はカリ長石化帯および絹雲母化帯中に含まれる。この変質作用に鉛の鉱化作用が伴う。稀

に、亜鉛と銅の鉱化も伴う。ベレサイト化帯は、2～8m の幅をもって、走向方向に雁行

する。ベレサイト変質期に、鉱化を伴う石英、石英－曹長石、石英－重晶石、石英－方解

石の細脈が形成された。鉱石鉱物は基本的には方鉛鉱のみである。稀に、黄鉄鉱－閃亜鉛

鉱－方鉛鉱、および重晶石－方鉛鉱という鉱石がある。鉱石鉱物は、細脈を埋めるか、母

岩野石基中に鉱染している。方鉛鉱以外の、鉱石鉱物は黄鉄鉱、黄銅鉱、閃亜鉛鉱、硫砒

鉄鉱、磁硫鉄鉱などである。鉛鉱化帯は、流紋岩斑岩の天井に一致する形態をとる（第

2-29 図)。 
 Karatau 鉱床(第 2-30 図）は、ミシシッピー渓谷型に分類される鉛亜鉛鉱床である(ス
ミルノフ,1976)。鉱体は厚い炭酸塩岩中の数枚のドロマイト層に集中している。このドロ

マイト層の厚さは全炭酸塩岩層の 15%に過ぎないが、鉱石量は 85%に達する。 
 中部カザフスタン地方の石灰岩風化帯には、風化残留作用により方鉛鉱が濃集した鉛鉱

床がある(スミルノフ,1976)。この鉱床の原岩の鉛品位は 0.05%で、方鉛鉱が分散状態で散

在している。 
 Kyzyl-Espye と Aksoran にあるスカルン型鉛亜鉛鉱床の酸化帯では、鉱物の生成に一

定の順序が認められる(スミルノフ,1976)。 
 
4) カザフスタン中南部 (Karatau 地域)と南東部 
 カザフスタン中南部地域、Karatau 山脈南西山麓にあるケンタウ町の Achisay 鉱山・

選鉱コンビナートに属する鉱床として、Gluborkiy、Mirgalimsay、Shalkia がある。こ

れらは 1928 年に発見され、1941 年から生産されている(MMAJ,1994a)。1992 年におけ

る生産実績は、第 2-7 表の通りである。これら稼行中の鉱山以外に、Shalkia 鉱山周辺と、
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南西部の Talap 鉱床で新規開発が計画されている。この地区の地質は上部デボン紀から 
 

第 2-7 表 ケンタウ町の Achisay 鉱山・選鉱コンビナートに属する Gluborkiy、 
  Mirgalimsay、Shalkia 鉛亜鉛鉱山の 1992 年における生産実績 

 
鉱床名 

                    品  位  (％) 
生産量 (ｋｔ) 
             Ｐｂ     Ｚｎ 

 
Gluborkiy 
Mirgalimsay 
Shalkia 
Zayrem 
 

 
   2000         0.83       0.48 
      1800               0.65       0.20 
       400               0.85       2.50 
      1100               1.36       3.54 

 

 
第 2-29 図。中央カザフスタンの Alayryr の斑岩型鉛鉱床の鉱帯図 
                    （Puchkov et al,1986） 
凡例：１＝石灰岩、２＝シルト岩・砂岩・石灰岩互層、３＝石灰岩とシルト岩を挟む賛成擬灰岩、４＝シ

ルト岩、５＝斜長石斑岩、６＝流紋岩斑岩、７＝高鉛品位鉱体、８＝低鉛品位鉱体 
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下部石炭紀の炭酸塩基石からなる。鉱床は、褶曲および断層運動を受けたドロマイト質石

灰岩中に鉱染状あるいは細見約網状の不規則な形態で存在する。一応、ミシシッピー渓谷

型鉛亜鉛鉱床に分類できる。方鉛鉱と閃亜鉛鉱が主な鉱石鉱物であるが、多量の斑銅鉱と

黄銅鉱が伴う。他に黄銅鉱、輝砒四面銅鉱、輝銀鉱、自然鉛が随伴する。鉛品位は地表下

300 から 600m で も高い。亜鉛品位は下部に向かって上昇する傾向にある。 
 カザフスタン南東部地域、Taldi-Kurgan 東の Tekeli 鉱山・選鉱コンビナートには、

Tekeli 鉱山、Kokusu 鉱山、Souk 鉱山、Tubye 鉱山、Toyuk 鉱山が属している

(MMAJ,1994a)。Tekcli 鉱床は 1928 年に発見された。 1942 年の開発では、ドイツ人と

日本人の捕虜を使って、小規模な露天掘りから始められた。その後採掘は坑内掘りに変え

られた。周辺の地質は古生代の石灰岩質頁岩、珪質頁岩・石灰岩互層からなる。これらは

閃緑岩および花崗閃緑岩に貫かれている。この貫入に関係する熱水作用によって、銅を伴

う鉛亜鉛鉱床が生成した。鉱床には脈状型(10%)と不規則塊状ないし鉱染状型(90%)がある。

鉱床の規模は、幅 40～60m、水平延長 400m、垂直延長 800～900m で、傾斜は 60°であ

る。微細な方鉛鉱と閃亜鉛鉱が主要鉱石鉱物で、黄鉄鉱を伴う。カドミウムと銀が副成分

として含まれる。Kokusu、Souk、Tubye の３鉱床は 1950 年代に発見され、1956 から

1970 年にかけて次々に開発された。地域の地質は下部古生代の砂岩、石灰岩類、凝灰岩

類からなる。鉱床はこれらの堆積岩類中に胚胎される小規模な網状ないしレンズ状、ポケ

ット状の鉛亜鉛バリウム鉱床である。主要鉱石鉱物は、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、磁硫

鉄鉱、斑銅鉱である。銀、タリウム、ガリウムが副成分として含まれる。局所的に酸化帯

が 150m の深さまで達している。 
 
 

  凡例： 

  １ ＝ 下部のボールストーン石灰岩層、 

  ２ ＝ 下部縞状石灰岩層、 

  ３ ＝ 多孔質石灰層、 

  ４ ＝ 縞状石灰岩中の鉱石、 

  ５ ＝ 中部ボールストーン石灰岩層 

 
第 2-30 図 カザフ地方カラタウ山脈の 
      遠熱水鉛―亜鉛鉱床横断面 
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2-2-4.錫、タングステン、モリブデン鉱床 

 カザフスタンは、タングステン、モリブデン、ビスマス、タンタル、ジルコニウム、ニ

オブ、ヴァナディウム、ベリリウムなどの希少金属資源に富む(Zhanseitov and Asamovp 
1992)。しかし、Vcrkncc Kairakty と Koktenkol の大鉱山が休止したので、現在の出鉱量

は低い。 
 カザフスタンはアルビタイトとグライゼンの主な産地である(スミルノフ,1976)。第 2-8
表に、カザフスタン地方の花崗岩、および花崗岩を起源とするアルビタイト雲母質グライ

ゼンの主要成分の化学組成範囲を示す。これから明らかなように、アルビタイトおよびグ

ライゼンの生成に関連して、それぞれナトリウムとカリウムの含有率が上がっている。そ

の際、花崗岩は微量元素を失い、ある微量元素(ジルコニウム、ニオブ、トリウム)はアル

ビタイトに、また別の微量元素(ベリリウム、リチウム、錫、タングステン)はグライゼン

に濃集する(第 2-9 表：スミルノフ,1976)。希少金属ペグマタイトおよびグライゼンを起源

とする錫石、鉄マンガン重石、ジルコンなどの砂鉱床が、東カザフスタン,Kalbinsk 山脈

に存在する(スミルノフ,1976)。 
 アルビタイト－グライゼン鉱床の生成帯を規制する構造は、次の３種に分けられる(ス
ミルノフ,1976)。①地向斜内帯軸隆起帯の縦長の複背斜部で、それに沿って地向斜中期の

花崗岩が貫入している。東カザフスタン地方のコンバ＝ナムィル帯がこの例である。②地

向斜後期の花崗岩、アルカリ花崗岩帯を規制する深部断層がある。中部カザフスタン地方

のヘルシニア期地向斜にその例がみられる。③卓状地の広域断層に沿って、アルカリ岩岩

株が貫入している。アフリカ盾状地のリフト帯がこの例である。カザフスタン鉱床生成区

ではその例は知られていない。 
 Karaoba 鉱床は中部カザフスタン地方に位置する(スミルノフ,1976)。デボン紀の噴出

岩－火砕岩複合体が、古生代後期の３期に分けられる花崗岩質マグマに貫入されている。 

 
第 2-8 表 カザフ地方花崗岩起源アルビタイト・グライゼン生成過程における 

        主要造岩元素の再配分（スミノルフ,1976） 
 

 

              含      有      率      （％） 
 

酸 化 物 

花崗岩 アルビタイト 雲母質グライゼン 

SiO2 
Al2O3 
CaO 

Na2O 
     K2O 
 

75.10~77.16 
12.22~13.27 
0.47~  1.19 
2.08~  3.98 
3.82~  4.69 

61.46~74.44 
11.57~13.89 
1.30~  1.55 
5.35~  6.74 
2.55~  3.86 

44.07~54.84 
19.08~34.52 
0.00~  2.38 
0.30~  1.59 
5.29~  9.00 
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第 2-9 表 カザフ地方アルビタイトおよびグライゼン生成過程における 
      タイポモーフ金属元素の再分配   （スミノルフ,1976） 

 
 

元 素 
 

クラーク数 
 

不毛花崗岩

 

含鉱花崗岩

 

アルビタイト

 

グライゼン 

 

Ｎｂ 

Ｂｅ 

Ｌｉ 

Ｓｎ 

Ｗ 

 

２ 

 5.5 

40 

3 

 1.5 

 

26 

3 

40 

5 

2 

 

61 

17 

140 

26 

60 

 

1,000 

  72 

 100 

 50 

 5 

 

 ＜1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

5,000 
      註：グライゼンの場合データは鉱石中の該当元素 大含有率にもとづいて計算 

 

 

第 2-31 図。中部カザフ地方カラオバ鉱床のブロック・ダイアグラム（スミルノフ,1976） 
 

凡例：１＝デボン紀前―中期火山源複合岩体の酸性組成擬灰岩と溶岩、２＝ヘルシニア期後期カラオバ貫

入岩複合岩体の境界、３＝第２タングステン鉱化段階の急傾斜石英―鉄マンガン重石脈、４＝第１

タングステン鉱化段階の急傾斜石英―鉄マンガン重石脈、５＝複覆岩体下のグライゼン鉱体、６＝

緩傾斜石英―輝水鉛鉱脈、７＝断層 

 

 このうち、 後期の優白質花崗岩が希少金属グライゼンの母岩となっている。馬の背形

をした花崗岩体は、頂部が削剥されて、1.8km×0.6km が露出している。花崗岩体の早期
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固結部、すなわち縁辺部と周囲の岩石中にはマグマの貫入に伴って生じた割れ目があり、

後マグマ作用の産物で充填されている(第 2-31 図：スミルノフ,1976)。中央部で観察され

る充填の順序は次の通りである。①ペグマタイト、②花崗岩中のグライゼン鉱嚢、③石英

－長石脈、④石英－錫石脈と石英－網玉脈、⑤石英－輝水鉛鉱脈、⑥アプライトおよび斑

岩岩脈、⑦石英－鉄マンガン重石脈、⑧石英－硫化物(黄銅鉱、輝蒼鉛鉱、閃亜鉛鉱,磁硫

鉄鉱等)脈、⑨櫛状石英脈、⑩石英－螢石脈(周囲はグライゼン化)、⑪方解石脈,⑫曹長石

脈、⑬玉髄細脈、⑭沸石細脈。 

 カザフスタン地方の錫鉱床を伴う花崗岩中の錫含有量は、通常の花崗岩に較べて、5～
10 倍高い(スミルノフ,1976)。しかし、タングステンとモリブデンの含有量は、クラーク

数の範囲を出ない。錫の含有量に関しては、早期の花崗岩から、錫鉱床を多く伴う後期の

花崗岩にかけて増加する傾向が認められる。 
 

 

2-2-5. 鉄およびマンガン鉱床 
 

1) 鉄鉱床 

 カザフスタンの 1991 年の鉄鉱石の生産量は 21.9Mt であった(MMAJ,1994a)。鉄鉱石

の埋蔵量は、旧ソ連邦時代の比較的短期間に相当量増加した。白亜紀後期の海成魚卵状鉄

鉱石の大規模鉱床がツルガイ低地で発見されたのを初めとして、ジェズカズガン地方のア

スタイおよびカルサクバイ地域で集中的に発見されている。これらの鉱床は、ヘルシニア

花崗岩によって接触変成作用を受けている。マグネタイトを主体とし、鉄品位は 35～52%
である。確認された鉄鉱床は 37 で、そのうち７鉱床が開発されている。 
 カザフスタンの鉄金属資源は、西ヨーロッパより多く、米国のほぼ２倍である

(Zhanseitov and Asanov,1992)。これらは主として北カザフスタン(Kustanai 山脈)と
Atasui および Karsakpai 鉱床帯(Dzhezkazgan 地域)に濃集している。37 既知鉱床帯以外

に、Sokolovskeo(平均鉄品位 39.6%)、Sarbaiskoe(43.2%)、Korzhunkulskoe(42.7%)、
Kacharkoe(40.8%)、Lisakovskoe(35.2%)、Zapadny Karazhal(52.1%)、Kentobe(49.6%)
の７箇所が開発中である。 
 カザフスタンには、カンブリア紀の堆積成鉄鉱床がある(スミルノフ,1976)。 
 西カラジャール鉄鉱床における堆積層の変化を第 2-32 図に示す(スミルノフ,1976)。 
ここでは、酸化鉄が深部で炭酸マンガン鉱ないし酸化マンガン鉱に移り変わっている。 
 南カザフスタンの Abail 熱水成菱鉄鉱鉱床の鉄は、鉱床の下盤に分布するアンケライト

に富む頁岩から供給されたと考えられる(スミルノフ,1976)。 
 中央カザフスタン地方には、Ken-Tyube や Atansor というスカルン型鉄鉱床がある(ス
ミルノフ,1976)。Atansor 鉱床付近の花崗岩貫入岩は２相に分けられる。鉱床は、このう

ち第１相の花崗岩閃緑岩の貫入に関係して成長し、第２相の花崗岩には切られている。 
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第 2-32 図 西カラジャール鉄鉱床含鉱層の相構造集成図(スミルノフ,1976) 
 

凡例：１＝小成層シルト―泥質岩、２＝珪質含鉄石灰岩、３＝チャート、４＝緑泥石―菱鉄鉱―磁鉄鉱鉱

石、５＝赤鉄鉱鉱石、６＝マンガン鉱鉱石、７＝含鉄―マンガン石灰岩 

 
 
 

 

 
第 2-33 図。アタス―型鉱床の断面模型図（スミルノフ,1976） 

 

凡例：１＝火山源岩、２＝シルト―砂岩、３＝石灰岩、４＝チャート、５＝粘土―炭酸塩岩石、６＝鉄

鉱、鉄―マンガン鉱、７＝堆積亜鉛鉱―塩亜鉛鉱、８＝交代鉛―亜鉛―重晶石鉱、９＝重晶石質

交代岩、10＝重晶石―硫化物鉱 

 
 



- 106 - カザフスタン 

2) マンガン鉱床 
 カザフスタンは、1990 年にマンガンを 450kt 生産したが、これは同年の旧ソ連邦のマ

ンガン産出量の 5%にあたる(Dorian,1993)。鉱石は低品位であるが、燐含有成分が少ない。 
 マンガンに関しては 11 の探査された鉱床がある(Zhanseitov and Asanov,1992)。それ

らは Dzhezkazgan 地域に分布し、Atasui と Dzhezdin-Ultan の２群に分けられる。いず

れも燐分が低く、炭酸塩－系酸塩－酸化物型に分類される。開発中の鉱床は、露天掘りの

Bolshoi と、坑内掘りの Dzhezdinskoye および Zapadny Karatai がある。このうち、後

者は鉄とマンガンの複合鉱床である。マンガン品位は 19%を越える。 
 ウラル－カザフスタン鉱床生成区には、Atasu、Uspenskoye、Murdzhek などのマン

ガン鉱床群がある(スミルノフ,1976)。これらは、石炭紀に生成した大規模なマンガンの堆

積成鉱床である。また、Atasu 鉱床の西約 350km には、ジェズドィを中心とするマンガ

ン鉱床群がある(ソ連東欧貿易会,1975)。Atasu 鉱床の鉱石はブラウン鉱とハウスマン鉱か

らなる。品位は、マンガンが 23～35%、燐が 0.03～0.05%、鉄が 5～8%である。これら

を選鉱して、マンガン品位が 45～46%の精鉱(燐品位 0.03～0.05%、鉄品位 3～5%)を得る。

ジェズドィ鉱床群の主な鉱石鉱物は硬マンガン鉱である。鉱石品位は 11～17%Mn と低い。

精鉱の品位はマンガンが 30～32%、珪酸が 28～30%、燐が 0.03～0.06%である。珪酸分

が高いので、シリコマンガンの原料として使われる。 
 Atasu 鉱床は、デボン紀後期の火山成堆積層中に賦存している(スミルノフ,1976)。この

デボン紀の地層は、帯状に長く伸びた舟状海盆を充填して、カレドニア期褶曲基盤を覆っ

ている。厚さは約 1,000m、主な構成岩石は凝灰岩および泥岩、チャート、炭酸塩岩石で

ある。泥岩等の成層には、安山岩－石英流紋岩組成の岩体が平行的あるいは斜交して挟ま

れている。鉱体は２つの型に分けられる（第 2-33 図：スミルノフ,1976）。第１の型は鉱

層で、その鉱種からさらに鉄マンガン鉱層と鉛亜鉛鉱層に分けられる。鉄マンガン鉱層は、

主に赤鉄鉱、磁鉄鉱、ブラウン鉱、サイロメレーン、パイロルーサイトからなる。鉛亜鉛

鉱層は、主に閃亜鉛鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱、重晶石からなる。第２の型は、鉛・亜鉛・重晶

石の鉱体で、その産状からさらに層状鉱体と交叉鉱体に分けられる。両者とも上記の鉱層

上に重なるとともに、母岩にプロピライト化を伴っている。これらの鉱床の生成は大きく

２期に分けて考えることができる。①成層火山源堆積岩の堆積時に、海底熱水活動の産物

として、鉄マンガン鉱層、および少し遅れて鉛亜鉛鉱層が生成した。②鉱層生成後も、火

山性熱水活動が継続したため、交代性の鉛、亜鉛、重晶石の鉱化が断層の規制を受けて行

われた。 
 中央カザフスタンは、熱水堆積成鉄－マンガン鉱床と変質重晶石－鉛－亜鉛鉱床で特徴

づけられる(Rozhnovp 1978)。これらは同心円状の累帯配列を示す。すなわち、中心から

周辺へ重晶石－鉛－亜鉛、鉛－亜鉛、亜鉛と変わる。この同心円状累帯配列が鉄とマンガ

ンの鉱化も規制している。東 Zhayrem 鉱床の鉄－マンガン鉱石は、第１、第２、第３、

第４と呼ばれる４枚の層準に濃集している(Rozhnov,1978)。第４鉱層がこのなかで も大

きい。第３鉱層は第４鉱層に較べて分布範囲が狭い。第２鉱層および第１鉱層は、分布範
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囲がこの順で狭くなる。これらの層準はそれぞれ多金属の鉱化を伴う暗灰色の粘土－チャ

ート－炭酸塩フリッシュで分けられている。鉱層では、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鉄質碧玉、赤鉄

鉱化褐鉄鉱の繰り返しがしばしば見られる。これらの鉱物は、淡灰色および帯赤灰色のチ

ャート質石灰岩中に分散している。鉄とマンガンは前述の同心円状累帯構造の焦点から堆

積盆へ、熱水溶液として供給された。西 Zhayrem 鉱床は、第１鉱層の層準のみに鉱化が

認められる(Rozhnovp,1978)。その産状は東 Zhayrem 鉱床と同じである。ここでも、鉄

とマンガンの品位分布の焦点は、重晶石－鉛－亜鉛帯に一致する。しかし、西 Karazhal
鉱床では、このような一致はあまりはっきりしない(Rozhnov,1978)。鉱床胚胎層は、700
～800m の厚さをもって、南に緩く傾斜し、約 5.5km 伸びている。東西の縞が、北から南

へお互いに交代する構造をとる(第 2-34 図)。各縞は、a)赤色団塊－層状赤鉄鉱化石灰岩、

ｂ）多量の鉄質碧玉を伴う帯赤赤鉄鉱鉱石、c)少量の赤鉄鉱と鉄質碧玉を伴う磁鉄鉱鉱石、

d)磁鉄鉱－赤鉄鉱鉱石、e)赤鉄鉱鉱石、f)上下盤にマンガン鉱石を伴う赤鉄鉱鉱石、g)微 
 

 

第 2-34 図 中央カザフスタン、Atasu マンガン鉱床地帯、西 Karazhal 鉱床における 
      鉱石の分布（Rozhnov,1978）,(a)平面、(b)ⅩⅦ断面、(c)ⅩⅩⅡ断面。 
 
凡例：１＝鉄質碧玉、２＝磁鉄鉱鉱石、３＝磁鉄鉱－赤鉄鉱鉱石、４＝赤鉄鉱鉱石、５＝鉄―マンガン

鉱石、６＝マンガン酸化物鉱石、７＝赤色鉱化チャート質石灰岩、８＝重晶石を含む鉄質碧玉、

９＝鉱石種の境界（a＝確認、b＝推定）、10＝割れ目、11＝鉱石周辺の堆積岩の侵食断面、12＝
試錐孔（a＝平面図用、b＝断面図用）。 
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量の赤鉄鉱を伴うマンガン鉱石、h)赤色団塊－層状赤鉄鉱化石灰岩である。 
 風化残留型のマンガン鉱床が、カザフスタンの中生代風化殻中に認められている(スミ

ルノフ,1976)。 
 褐マンガン鉱と黒マンガン鉱を鉱石鉱物とする中央カザフスタン地方の鉱床は、比較的

変成度の低い堆積成酸化マンガン鉱床である(スミルノフ,1976)。 
2-2-6. チタンおよびジルコニウム鉱床 

 カザフスタン地方の漸新世の地層中には、ジルコン－金紅石－チタン鉄鉱（あるいは白

チタン石）の沖積砂鉱床および海浜砂鉱床が認められる(スミルノフ,1976)。また、古生代

のチタン鉄鉱鉱床もある(スミルノフ,1976)。 
 カザフスタン東部、ウスチ・カメノゴルスクの南 170～180km にカラオケルト砂鉱床

がある(MMAJ,1994a)。鉱石鉱物はイルメナイトとジルコンである。チタン鉄鉱の品位は

4～5%である(MMAJ,1993)。 
 
 現在の処理粗鉱量は 50kt/y、将来は 180kt/y まで拡大する予定である。この鉱床はチタ

ン・マグネシウムコンビナートに所属する(金属鉱業中央アジアミッション,1993)。このコ

ンビナートには、他にシャカシュとオブホブの鉱床が所属する。前者の埋蔵量は 2.5×106 
m3、チタン鉄鉱の品位は 12%である(MMAJ,1993)。また、後者の品位は、チタン鉄鉱が

8～10%、ジルコンが 8～10%、金紅石が 3%である。３鉱床とも鉱山寿命を 40～50 年と

して、順次開発される予定である。(金属鉱業中央アジアミッション,1993)。カザフスタン

北部コクチェタフ州のオボホフに、イルメナイト－ジルコン鉱床・選鉱場コンビナートが

建設中である(MMAJ,1994a)。このために、周辺のレトボチエ鉱床、スラビンスコエ鉱床、

カラアガシ鉱床などの探査が予定されている。 
 
2-2-7. アルミニウム 

 ボーキサイト鉱床に関し、カザフスタンは、旧ソ連邦圏でウラル地方に次いで２番目に

重要な地域であり、多くの新鉱床が発見されている(MMAJ,1994a)。ツルガイ低地や東カ

ザフスタンの東部地域などに分布する鉱床は、白亜紀前期および古第三紀の弱変質な粘土

質湖底堆積型のボーキサイト鉱床である。また、サライール山脈のデボン紀の石灰岩に伴

って、変成ダイアスボア質ボーキサイト鉱床も発見されている。 
 カザフスタンのボーキサイト資源はアルミニウム品位が 40～60%である(Zhanseitov 
and Asanovp,1992)。これらの鉱床は主に北カザフスタンの Amangeldynsky と

ZapadnyTourgaiski 地区に分布する。他に、クラスノオクチャブリスコエ、その南東の

タウンソルスカヤに存在する(ソ連東欧貿易会,1975)。カザフスタンには、アルミニウム原

料となる霞石や明礬石の鉱床もある(Zhanseitov and Asanov,1992)。 
 北カザフスタンには、中生代の化学的堆積成ボーキサイトがある(スミルノフ,1976)。ま

た、カザフスタンには、三畳紀後期からジュラ紀にかけての風化殻があり、アルミニウム

の供給源となり得る(スミルノフ,1976)。さらに、カザフスタンには、カルスト型風化残留
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のボーキサイト鉱床もある(スミルノフ,1976)。 
 中央カザフスタン地方の砂質頁岩には、厚さ 1 から 10m、ときに 50m に及ぶ風化殻が

発達している(スミルノフ,1976)。それらは、下位から上位へ、①レリック岩状の炭酸塩岩

石珪化体をもつ加水雲母粘土帯、②加水雲母を混在するカオリナイト質粘土帯、③褐鉄鉱

が散在するカオリナイト質粘土帯という構造をとる。また、同地域の溶岩および凝灰岩を

原岩とする風化殻は、①加水雲母質ならびにモンモリロナイト質粘土帯、②加水雲母を混

在するカオリナイト質粘土帯、③カオリナイト帯という構造をとる。 
 カザフスタン高原の中生代における風化殻の生成過程は、①加水雲母質岩石(一部粘土

質岩石)への変質、②粘土化作用、③カオリナイトの分解に分けられる(スミルノフ,1976)。
第１段階の風化過程で、アルミノ珪酸塩鉱物は加水雲母にかわり、有色鉱物は緑泥石、続

いて加水雲母、モンモリロナイト－バイデライトに変わった。炭酸塩鉱物は溶脱され、硫

化鉱物は酸化された。アルカリ、アルカリ土壌と、珪酸の一部が流出した。第２段階で、

加水雲母はカオリナイトに変わった。その後、アルカリと珪酸は溶脱・流出し、鉄は水酸

化鉄として集積した。第３段階では、カオリナイトの分解によって、珪酸が逸散するとと

もに、アルミナはギブサイトとして集積した。このようにして、ギブサイト質ボーキサイ

トが生成した。ボーキサイト上の停滞水性湖沼で形成された炭質粘土の泥水が浸透して、

シャモサイト、菱鉄鉱、黄鉄鉱が生成した。 
 

2-2-8. ウラン鉱床 

 中央カザフスタンから中央アジアのキジルクーム(Kyzylkum)にかけての広い範囲に、

多数のウラン鉱床がある (第 2-35 図 )。これらの鉱床は、大きく Kyzylkum 型と

Chu-Sarysui 型に分けられる(Shchetochkin and Kislyakovp,1993)。前者は、ウズベキス

タンに分布する局所的酸化と二次的還元に関係した鉱床である。後者は天山山脈の北西お

よび中央カザフスタンに分布する浸透型の鉱床である。その後者の例として、中央カザフ

スタンの Nizhne-Ili 鉱床がある(第 2-35 図)。 
 中央カザフスタンの Nizhne-Ili ウラン－褐炭鉱床は、バルハシ湖南端のすぐ東(第 2-35
図)、バルハシ沈降帯に位置する Shchetochkin and Kislyakovp,1993)。主に後期ジュラ紀

に起きた地下浸透作用で生成した鉱床である。このウラン－褐炭鉱床の特徴は、酸化の垂

直方向帯状分布が鉱石を規制していることである(第 2-36 図)。すなわち、褐炭とその上の

高透水性砂岩とがウラン鉱化で重要な役割を果たしている。多量の炭質物と岩相的特性が、

低濃度の温水からのウランの沈殿を有効に行わしめた。この鉱床は、高モリブデン(0.03%)
で特徴づけられ、ジルコニウム、ベリリウム、イットリウム、スカンジウムなどを随伴す

る。例えば、銀品位は 高 30～60g/t,レニウム品位は 高 2～5g/t である。 
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第 2-35 図。中央アジア、キジルクム（Kyzylkum）およびその周辺の地質構造の概要とウ

ラン鉱床の位置（Shchetochkin and Kislyakov,1993） 
 
凡例：１＝造山帯基盤と被覆堆積物との境界、２＝主な構造（Ⅰ～Ⅴは沈降帯、Ⅵ～ⅩⅠは隆起帯）、

３＝ウラン鉱床、４＝図 80 の位置 
主要構造帯：Ⅰ＝Bucharo-Khivin、Ⅱ＝Syrdar’ya、Ⅲ＝Chu-Sarysui、Ⅳ＝南 Balkhash、Ⅴ＝Fergana、

Ⅵ＝中央 Kyzylkum、Ⅶ＝Turkestan-Zeravshan、Ⅷ＝Karatau、Ⅸ＝北 Tyan’shan、Ⅹ＝

Chu-lli、ⅩⅠ＝中央 Kazakhstan、 
ウラン鉱床：１＝Sugraly、２＝Tortkuduk、３＝Nizhne-lli 

 
 
2-2-9. 燐、螢石、およびマグネシウム鉱床 

 燐灰石については、カザフスタンの Karatau と Aktyubinsk で、燐酸塩岩石が発見さ

れており(Zhanseitov and Asanov,1992)、前者は細粒の燐灰岩、後者は膠結質鉱石である。 
 西カザフスタン地方、Karatau の燐灰鉱層は幅 40～50km、延長 100km の範囲に、1
から７層胚胎されている(スミルノフ,1976)。この Podoliya の大鉱床は、カンブリア紀に

生成した。Karatau 燐灰土鉱床の中心を通る断面図を第 2-37 図に示す。この燐灰土の鉱

床は、花崗岩との接触部で燐灰石に変わっている(スミルノフ,1976)。 
 カザフスタンにおけるその他の非金属鉱物資源としては、蛍石、重晶石、硼酸塩、炭酸

塩、石綿、各種粘土、塩、ドロマイト、融剤用石灰岩、建設用原材料などが多数あること

が知られている(Zhanseitov and Asanov,1992)。 
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   第 2-36 図 中央カザフスタン、Nizhne－lli ウラン鉱床の断面図 
   （Shchetochkin and Kislyakov,1993）。（a）地質、（b）岩石的―地科学的特徴、 
 
凡例：１＝砂、２＝砂岩、３＝粘土とシルト岩、４＝渇炭、５＝斑状岩〔引用註：原文では porphyre

とあり、通常用いられない岩石名；多分古い時代の溶岩あるいは溶結擬灰岩で斑岩の様に見える

であろう〕、６＝風化殻、７＝断層、８＝褐色酸化岩石、９＝赤色水酸化鉄を残す黄色酸化岩石、

10＝赤色酸化岩石、11＝酸化された岩石の境界〔a＝非鉱化、b＝鉱化〕 

 
 
 螢石鉱床では、Dzhezkazgan 地域の Solnechnoe と、Dzhembul 地域の Taskainar に

賦存が知られている(Zhanseitov and Asanov,1992)。 
 炭酸塩では、蛇紋岩岩体の風化によって生成したマグネサイト(菱苦土鉱)鉱床もカザフ

スタンでその賦存が知られている(スミルノフ,1976)。 
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     第 2-37 図 カラタウ燐灰土鉱床の中心部を通る地質模型断面 
                             （スミルノフ,1976） 
 

凡例：１＝上部デボン系（礫岩）、２＝下部シルル系～中部カンブリア系（石灰岩・ドラマイト）、３

＝下部シルル系～中部カンブリア系（「褐色石炭岩」層）、４＝中部カンブリア系（燐酸

塩層系、主要燐酸塩鉱層）、５＝中部カンブリア系（燐酸塩層系、燐酸塩－珪酸鉱層と下

部燐灰土鉱層）、６＝中部カンブリア系(燐酸塩層系、珪質分層)、７＝中部カンブリア系

（「下部」ドロマイト層）、８＝下部カンブリア（第１・第２ドロマイト層）、10＝構造

断層線 
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3. 鉱床胚胎有望地域 
 
 カザフスタンにおける鉱床胚胎有望地域としてはこれまでの鉱床生成区と既知鉱床の

分布データなどの解析結果に基づいて、次の 4 地域が挙げられる。 
 
(1) 東カザフスタン州およびその周辺の多金属鉱床帯 
 カザフスタン鉱床生成区の内、東カザフ州周辺ではカレドニア期の代表的鉱床群として、

そ の 初 期 の カ ン ブ リ ア 紀 塩 基 性 な い し 中 性 火 山 岩 類 に 伴 う 塊 状 硫 化 物 型

Au-Ag-Pb-Zn-Cu 多金属鉱床が東カザフスタン山地に賦存する。 
 また、ヘルシニア期の鉱化活動に係る鉱床として、東カザフスタン山地の南部域で石炭

紀の花崗岩に伴うスカルン型の Pb-Zn 鉱床や、ペルム紀の花崗岩に伴うスカルン型

Cu-Mo 鉱床、並びにポーフィリー型 Cu-Mo 鉱床、あるいは熱水性 W-Mo 鉱床などの賦存

が期待される。 
 この地域では古くから地表地質調査と探鉱が積極的に続けられ、カザフスタンでも有数

の鉱山地帯として旧ソ連時代から開発･生産がなされてきたが、1980 年代以降の経済的な

困窮に伴い、近代的な探鉱の網は殆ど掛けられておらず、この 30 年間に亘る新たな知見

は少ない。旧来の方法とはいえ地表部の探査は相当量がなされてきたので、今後の探鉱対

象となるのは潜頭鉱床と目されるが、非常に優勢な鉱床生成区であることからも引き続き

新手法や理論に基づく探査の適用が期待される。 
 
(2) 北西カザフスタン、ウラル山脈の南延長部域 
 ウラル鉱床生成区に属するカザフ北西部は、オルドビス紀から石炭紀に至るオフィオラ

イトに関係した種々の鉱床が分布し、その中心をなすロシア領内では探査、開発が盛んで

あったがその南縁～延長にあたるカザフスタン国内での探査はこれまでロシア国内ほど

にはなされてこなかったと言われる。 
 この鉱床生成区では塩基性から酸性に亘る塊状 Cu 硫化物鉱床または Pb 鉱床が北部と

南部に広く知られていて、輝岩および斑糲岩中の正マグマ性 Ti-Fe 鉱床、橄欖岩中の正マ

グマ性 cr 鉱床および PGM 鉱床が賦存する。 
 また、橄欖岩中の風化 Ni または Ni-Co 残留鉱床もポテンシャルが高い。さらに、南部

においては花崗岩類の貫入に関係した熱水性 Au 鉱床も多数の賦存が知られている。 
 これらの事からもカザフスタン側のこの地域でニッケル鉱床や PGMの可能性としてカ

ザフスタン北西部から中部にかけての一帯は鉱床胚胎ポテンシャルを有する地域として

興味が持たれる。 
 
(3) 中央カザフスタンの含銅砂岩およびポーフィリー型銅鉱床胚胎地域 
 カザフスタン中央域のペルム系堆積岩類の分布域にはジェズカズガンを中心として含

銅砂岩鉱床が知られており、その他にもカラガンダ周辺でポーフィリー型 Cu 鉱床が賦存

する。前者の開発については旧ソ連邦で比較的早期から進められたが、後者の開発は遅れ、
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生産実績では大きな差がついている。前者の含銅砂岩鉱床に関しても開発･生産の中心で

あったジェズカズガン鉱床の鉱量枯渇に伴い、周辺鉱床(ジャーマンアイバット鉱床など)
の開発に移行しつつあるが、これまでは｢大規模カラガンダ鉱床ありき｣という事で、周辺

探鉱も十分になされてきたとは言い難い。しかし、このタイプの鉱床の特性として同一環

境の下でその胚胎の場は広大な広がりを有していたと考えられることから、周辺域で特に

潜頭鉱床を対象とした系統的な探査が求められる。 
 また、後者のポーフィリー型 Cu 鉱床に関しては、一般にクラスター状の一定地域に比

較的に密集して胚胎される例が多いことからもカザフ中央平原は特にカラガンダ域を中

心に探査対象として期待が持たれる。但し、カザフスタンのポーフィリー型 Cu 鉱床では

二次富加帯の発達が弱く、表層部での高品位鉱は期待薄で、潜頭深部鉱床の場合には開発

条件としては厳しくなる事も覚悟する必要があろう。 
 
(4) バルハシ－イリ火山帯の円環･楕円構造域 
 更に、新たな探鉱対象域としては、バルハシ－イリ火山帯の円環･楕円構造域が興味深

い。上述のように、その中心の正の磁気異常は隕石クレーターの化石とされるが、この外

郭にさらに大きな円環構造西北西方向の長径が 700km、短径が 600km）が認められ、そ

の北西側、バルハシ湖の北岸においては Kounrad 斑岩型銅鉱床や Sayak スカルン型鉱床

を初めとして銅鉱床が幾つか発見され、開発されてきた。これに対して、バルハシ湖の南

東側はその円環構造の殆どが若い堆積物に厚く覆われているため、これまで探査は殆どな

されず空白域として残されたままである。この堆積物の下の探査には困難が伴うが新たな

鉱床胚胎のポテンシャル域として今後の調査が期待される。 
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資料（統計、法律、文献名、URL 等） 

 

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