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1. 一般事情 

1-1. 面積 11.8 万ｋｍ２（北海道と九州をあわせた面積） 

1-2. 人口 1,100 万人／人口増加率 2.0％（2003 年 世銀） 

1-3. 首都 リロングウェ 

1-4. 人種 バンツー系（主要部族：チェワ族、トゥンブーカ族、ンゴニ族、ヤオ族） 

1-5. 公用語 チェワ語、英語（以上 公用語）、各部族語／非識学率 44％（95 年） 

1-6. 宗教 キリスト教が半数、その他イスラム教、伝統宗教 

1-7. 地勢等 （1964 年 7 月 6 日 英国保護領より独立） 

マラウイ共和国はアフリカ大地溝帯の西側に沿った南部中央アフリカという戦略的な

位置にある。国土の５分の１が湖や川などの水地で、マラウイは北と北西をタンザニア、

東、南、南西をモザンビーク、西をザンビアの国境と接している。 

 

 

（東方観光局 HP) 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 共和制 

2-2. 元首 ビング・ワ・ムタリカ（DR.Bingn Wa Mutharika）大統領 

（2004 年 5 月 24 日就任 任期 5 年） 

2-3. 議会 一院制 
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2-4. 政治概況  

バンダ前大統領は、独立以来独裁政権マラウィ議会党（ＭＣＰ）を維持してきたが、93

年 6 月 国民投票が行われ、複数政党制へ移行された。 

94 年 5 月 大統領・国民議会選挙が実施され、野党統一民主戦線（ＵＤＦ）が第一党と

なり、ムルジＵＤＦ党首が大統領に就任した。ＵＤＦは、野党民主同盟（ＡＦＯＲＤ）と

連立政権を発足。 

96 年 6 月 ＡＦＯＲＤが政策に対する不満から連立政権から離脱したため、ＵＤＦは、

議会で過半数に満たないまま単独政権へと移行した。しかし、その後、補欠選挙、他党議

員の離党等により、98 年初めにはＵＤＦは議会での過半数を獲得した。 

99年 6月 第 2回目の複数政党制による選挙が実施され、193議席中ＵＤＦが 93議席（後

に無所属 4 名が入党し 97 議席となる）、ＭＣＰ 66 議席、ＡＦＯＲＤ 29 議席を獲得。ム

ルジ大統領が再選された。 

2000 年 8 月 第一野党のＭＣＰはチャクワンバ党首派とテンボ副党首派に分かれて党大

会を開催し、それぞれを党首に選出した。この結果ＭＣＰは分裂状態となった。 

2001 年 1 月 ムルジ大統領は欧米ドナーの評判が良かった地下恩だ蔵相を解任し、後任

にジマンベ農業開発市場公社総裁を任命した。 

2002 年 5 月 ムルジ大統領は大統領三選を認める憲法改正を行うことを宣言したが、7

月の国会において憲法改正案は否決された。 

2003 年 4 月 ムルジ大統領は、今期限りで大統領職を引退することを公式に表明した。 

2004 年 5 月 20 日 民主化後 3 回目の総選挙が行われ、与党ＵＤＦのムタリカ候補が新

大統領に当選した。 

2-5. 主要産業 農業：タバコ、茶、綿花、落花生、桐油、コーヒー 

工業：繊維、製靴、砂糖、ビール、マッチ、セメント 

2-6. GDP（GNP） 1,800 百万米＄／一人当たり 170 米＄（2003 年 世銀） 

2-7. 通貨 マラウィ・クワチャ（MWK） 

2-8. 為替レート １US＄＝108MWK （2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 46. 4377 80.0760 67.2941 87.1385 108.5660 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易 

輸 出 369 百万米＄ タバコ、紅茶、砂糖等 

輸 入 486 百万米＄ 工業用原料、石油、資本財 

対日貿易 

輸 入 22 億円 自動車、電気･通信用機器等 

輸 出 31 億円 葉タバコ、茶等 

 



 

- 3 - マラウィ 

 

2-10. 経済概況 

当国は IMF および世銀の援助が実り、1990 年代の堅実な経済運営から高い経済成長率

を示したが、現在は 2002 年の旱魃の後遺症が残る状況にある。 

マラウィは 1999 年に周辺諸国と Mtwara 開発地域を結成し、貿易と開発の促進を目指し

ている。 

 

3. 鉱業概要 

マラウィは鉱業の発達した国とはいえないが、重砂鉱床、ボーキサイト、ウラニウム、

レアアースのポテンシャルがある。幾つかのカーボネタイト鉱床が過去に探査されている。 

また、小規模な鉱物鉱床が開発されたが、マラウィ政府は輸入代替になる小規模鉱山の

促進と支援の政策を立てている。これには宝石のカットおよび研磨、石膏鉱業、石灰鉱業

も対象となる。 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

・全ての鉱物は人民の名のもとに大統領に付与されている。鉱物の探査および処分は Mines 

and Minerals Act(1981)により管理されている。 

・広域探査権（Reconnaissance Licenses）：１年間、１０万 Km2 以下、手数料 0.1K/Km2、

試すい探査は許可なしにはできない。 

・排他的探査権（Exclusive Prospecting Licenses）：３年間、２年の更新を２回可、手

数料は登録時に 500K と年間 10K/Km2、更新時に 200K。面積は 大 2,500Km が取れるが、

更新毎に 50％を減少させる。また、事前の探査作業、金額等を届け出る。 

・鉱業権（Mining Licenses）：原則、排他的探査権所有者に発行される。申請者は詳細

な FS（採鉱計画、環境保護とマラウィ人の雇用と研修計画を含む）を提出する。鉱区

料は 1000K/Km2、期間 25 年間、15 年間の更新が可。 

・小規模鉱業に対しては、別途規則がある。 

 

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

エネルギー鉱業省（Ministry of Energy and Mining） 

鉱山・鉱物資源委員会（Commissioner for Mines and Minerals）：鉱業法の執行者 

 

6. 投資環境 

6-1. 外資法 

外資による会社設立は中銀行（Reserve Bank）への登記が必要である。登記に際して、

外資による出資、融資、配当、ロイヤルティ等の条件を中央銀行に届けなければならない。 
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6-2. 金融 

外貨管理は中央銀行によってなされている。 

輸出は銀行での外貨口座の許可を取らなければならない。マラウィ政府は外貨為替､貿

易の自由化に取り組んでおり、貿易上の税や手数料の改革にも進めている。 

英連邦および WTO メンバー国からの殆どの輸入は制限がない。 

 

6-3. 税 

所得税は： 一般企業 30％（但し支社は 35％）、生命保険会社 21％ 

教会や社会貢献、教育等については 25％ 

    個人は０～30％の累進課税 

    輸出振興地域で許可を受けたものは免税 

    優遇産業については 10 年間は免税、もしくは 15％ 

控除：資本控除（新規の建物、プラントに必要な投資額の 40％を初年度に控除） 

      鉱業控除、生産に必要な土地のレンタル料および利息 

輸入許可：輸入代金の支払いに際し、事前許可が求められる。 

 

6-4. 居住 

外国人がマラウィに居住するために許可が必要。 

許可なくして、労働、商業に従事できないが、１万 US$以上の投資により労働許可が取

得できる。 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質 

マラウィの地質の大部分はモザンビークベルト（後期プレカンブリアン～初期古生代に

変成作用を受けた造山帯）の一部である花崗岩相または角閃岩相の結晶片岩・準片麻岩・

白粒岩より成っている。この Basement Complex の一般方向は南北であるが、北 Malawi に

は北西方向の Misuku Belt がある。これは Tanzania の Ubendian（1800ｍ.ｙ.）および

Zambia の Irumides の延長にあたるが、Mozambiquian との関係は明らかではない。 

 Granulite 相の岩石は紫蘇輝石花崗岩質岩石とザクロ石－珪線石－石墨珪質片岩よりな

り、白粒岩・大理石・高変成泥質岩を伴う。Amphibolite 相の岩石は黒雲母片麻岩・砂質

岩・泥質岩・大理石・ザクロ石－珪線石－石墨珪質片岩・角閃岩などよりなる。 

 これらの基盤岩は一般的に Ca・Mg に富んでいるが、北の地域程 K・Si に富んでいる。

これは源岩の堆積環境の相違の結果であろう。北部 Malawi の一部には NE 方向の

dolerite・gabbro 岩脈がある。これは南 Tanzania の Bukoban Eruptive province に相当

するであろう。中央部・南部 Malawi の基盤岩には変輝岩・変斑レイ岩など超塩基性岩の

運動時迸入小岩体が多い。緑色片岩相の局部的熱水作用によってこれらの岩石は角閃岩・
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滑石岩に変化している。 

中央部・北部の一部には基盤岩の上に不整合を持って原生界（1300ｍ.ｙ.以前の堆積）

の砂質岩が乗っており、北部のものは Mafingi Group、中央部のものは Mchinji Group と

呼ばれ、いずれもの Mozambique 造山作用の影響を受けている。 

 以上の基盤岩と原生界を貫いて late-precambrian(Kibaran,1300ｍ.ｙ.±400ｍ.ｙ.)の

花崗岩が貫入しているが、これも後期 Mozambique 造構運動（515ｍ.ｙ.）の影響で激しい

せん断と緑簾石化作用を受けている。Mafingi Group に貫入した岩体は Dzalanyama 

Granite と呼ばれている。 

 北部 Malawi の Misuku Belt には late-Precambrian（650ｍ.ｙ.）の nepheline-syenite 

小岩体が分布している。火成活動の後期には先に迸入した nepheline-syenite 中に高温

熱水作用による炭酸塩鉱物と sodalite の交代作用があった。このアルカリ岩活動は南西

Tanzania の Mbozi syenite-gabbro complex（745ｍ.ｙ.）、北東 Zambia の Nkumbwa 

carbonatite（679ｍ.ｙ.）、Mivula syenite（550ｍ.ｙ.）などと共に late-Precambrian 

Alkaline Province をなし、Malawi では Ilomba Alkaline Complex と呼ばれている。Ilomba

付近の aegerine-pyroxenite 、angerine-nepheline syenite には Pyrochlore 、含

Nbsphene などが含まれている。また、syenite 中の黒雲母には Be 160 ppm を含んでい

るが、これは他のアルカリ岩中の Be 10～80 ppm よりはかなり高い値である。 

 南部 Malawi の Malawi 湖南方には early Palaeozoic（450ｍ.ｙ.）の perthitic syenite

の岩石区があり、Lake Malawi Granitic Province と呼ばれている。基盤岩中にレンズ状

あるいは深部輪状構造（ infracrustal ring-structure ）をなして迸入している。この

火成岩は Mozambique Belt の複雑な造構・熱変成過程の 後の活動によるものである。 

 上述のように、Mozambique 造山運動には、アルカリ火成岩の活動と U-Th 鉱化を伴っ

た Katangan（600ｍ.ｙ.）と、基盤岩の準片麻岩などに見られる Damaran（450ｍ.ｙ.）の

２熱変成期がある。 

 ジュラ紀には、特に南部 Malawi に粗粒玄武岩岩脈の貫入と玄武岩熔岩の噴出があった。 

ジュラ－白亜紀にかけては Chilwa Alkaline Province とよばれるアルカリ岩および

Carbonatite の活動があり、火山頸や迸入岩体として分布している。 
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7-2. 主要鉱床 

マラウィには３つの重砂鉱床があり、種々の探査がなされてきた。 

Tengani 鉱床：埋蔵量 108ｔ、イルメナイトを含有 

Mpyukyu/Kachulu 鉱床：東部マラウィの Chilwa 湖盆地、埋蔵量はイルメナイト

4.8 百万ｔ、ジルコン３０万ｔ、ルチル１万 t 

Monkey Bay、Salima、Unga 鉱床は、Malawi 湖岸のビーチサンドである。 

 現在 Malawi には稼行中の鉱山はないが、期待される鉱産物として bauxite、strotianite、

pyrochlore、monozite、zircon、rutile、ilmenite、kyanite、corundum、apatite、graphite、

Cu－Ni などがあげられる。 

 これらのうちで現在までに認められた も鉱量の多いものは Malawi の南東部、

Mozambique との国境に近い Mlanje 山上の bauxite である。標高海抜 2,000ｍ～3,000ｍ 

の山上にAl2O3約45％、7,000万tonの鉱量があるといわれている。Mlanje山は古期syenite

（ early Palaeozoic ）とこれに貫入した Chilwa Alkaline Province（ Jurassic～

Cretaceous ）の syenite よりなり、bauxite はこれら岩石の風化生成物である。山麓か

ら 1,000ｍ以上の標高差があるので、この鉱床の開発には地理的困難が伴うものと考えら

れる。現在のところ具体的開発計画は無いようであるが、Malawi 湖から流出する Shire

河を利用する水力発電（発電潜在電力 100 万 KW）と組み合わせて開発を考えるべきであ

ろう。 

 銅－ニッケル鉱はまだ調査段階で、これまでに INCO は Lilongwe の北西の基盤岩中にあ

る pyroxenite・amphibolite に伴う Cu・Ni 鉱化の調査を行い、一部に 0.6～2.7％Ni の鉱

化を認めたと伝えられているが詳細は不明である。AAC は Cholo 付近び pyroxenite に伴

う Cu・Ni 鉱化を調査したが、その結果は明らかではない。同国 南部の Nsanje 付近にも

銅の鉱化が認められている。 

 Malawi にはアルカリ岩の活動に伴う carbonatite が各所に迸入しており、これに伴う

特殊な鉱産物が期待される。carbonatite 鉱床についてはあとに少し詳しく記述するが、

南部 Malawi の Chilwa Alkaline Province 中の Chilwa 湖 Chilwa 島には pyrochlore

（NaCaNb2O6F）を伴う carbonatite があり、Nb 資源として注目される。Chilwa 湖の南岸、

Mozambique との国境に近い Tundulu には多量の apatite と少量の pyrochlore 

を伴う carbonatite がある。また、Balaka 近くの Kangankunde Hill には strontianite 

と monazite を伴う carbonatite があり、調査もかなり行われていて、Sr・Ce 資源として

注目されている。 北部 Malawi には Ilomba Alkaline Province に属する syenite があ

り、aegerine‐foyaite 中の輝岩に pyrochlore・uraninite の鉱化が認められている。品

位は一部 Nb2O57.5%に達する。 中央部西側 Zambia との国境近くの Tambani 付近には基盤

岩中に zircon、corundum、kyanite、などが含まれており、Malawi 湖の西湖付近には rutile、

ilmenite、corundum、zircon の砂鉱が認められているが、いずれも埋蔵量に関しての詳

細な資料はない。
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  （Geological Survey Dept. of Malawi 1973） 
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（Geological Survey Dept. of Malawi 1973） 
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8. 鉱山概要 

セメント、石灰岩、石炭の生産が報告されている。非鉄金属は見当たらない。 

 

9. 新規鉱山開発状況 

該当なし 

 

10. 探査状況 

探鉱は重鉱物砂に対して も積極的に行われているが、非鉄金属、PGM, ウラニウムな

どに対しても行われている。 

ACA Howe International は超塩基性岩地域で地質、地化学、物理探鉱資料の総合判断か

ら14の異常帯を選別しPGM, Ni, Cu, Crの探鉱を行っている。 

Australia の Albidon 社は地質調査、地化学調査により非常に良い結果を得ており、

Ni,Cu,PGM 発見の可能性が高いとしている。 

Millennium Miningは重鉱物砂の探鉱と評価を続けている。既に商業ベースに乗る品位の

数百万tの鉱量を見込んでいる。構成鉱物はイルメナイト、ルチル、ジルコンである。その

中でMaKajira鉱床が一番大きく約10億tの鉱量という。 

Allied Procurement Agency (APA) と Mineral Sands of South Africa は Chipoka 重鉱

物砂鉱床を所有する。 Australia からの鉱物試験結果を待っている。バンカブル F/S に関

する作業も進んでいる 

Paladin Resources は Kayelekara ウラニウム・プロジェクト開発の為のバンカブル F/S

の資金を求めている。 
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11. 製錬所概要 

該当なし 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

 

 

探鉱開発 

     重鉱物砂鉱床 

     Makanjira:Lat; 13° 41' 60S,Long; 35° 2' 60E. 

          Chipoka:Lat; 13° 58' 60S,Long; 34° 31' 0E. 

          Senga bay:Lat; 13° 43' 0S,Long; 34° 37' 60E. 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況（金属鉱業事業団、JMEC 等） 

資源開発協力基礎調査（実績） 

・ 資源開発調査 

 1986～1988 年度  チルワーアルカリン 

・ フォローアップ拡充／アフターケア 

 1989 年度  チルワーアルカリン 

 

Chipoka

Senga Bay Makanjira
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資料（統計、法律、文献名、URL 等） 

ACA Howe International ：http://www.acahowe.co.uk/projects.htm?74,18 

金属鉱業事業団 海外鉱業事情（1987） 




