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第 1部 資源開発環境調査  

1. 一般事情 

1-1. 面積 45.9 万 Km2（日本の 1.2 倍）モロッコはアフリカ大陸北西部の北緯 27

度～36 度、西経 1 度～13 度（西サハラを除く）に位置し、国土面積は

45 万 9,000km2、 

 西サハラを含めると 71 万 850km2である。 

1-2. 人口    総人口  30.64 百万人（2001 年推定） 

主要都市人口は、カサブランカ 330 万人、ラバト 165 万人、マラケシュ

160 万人である。 

      平均余命  ： 69.43 歳（男 67.20、女 71.76）(2001 年推定) 

1-3. 首都    ラバト 

1-4. 人種    アラビア人 65％、ベルベル人 35％。 

先住民はベルベル人であるが、紀元前 12 世紀頃からフェニキア人、カルタゴ人、ローマ

人の侵入を受け、7世紀にアラブ人が進出してきた。 

 住民は、主としてアラブ人（淡黄褐色の皮膚であるセム族系約 65％）と、ベルベル人（北

および北東アフリカの白人系住民であるハム系約 35％）とに大別される。一部のベルベル

人は、今でも北部リフ山脈、アトラス山脈群周辺に群居して、昔ながらの風俗、習慣を守

って生活し固有のベルベル語が話されている。その他に、モーリタニア系人種、デギバ族、

スース族等、砂漠の民といわれる人種がいる。 

1-5. 公用語  公用語はアラビア語であるが、そのほかにベルベル語、フランス語も広

く通用する。また、北部地域ではスペイン語も用いられている。 

1-6. 宗教 イスラム教(スンニ派)  

憲法では、イスラム教が国教と規定している。国王はイスラムの預言者モハメッドの子

孫であるといわれ、国教の 高指導者の地位にある。国民の 99％がイスラム教で、そのう

ち 90％がスンニー派である。急速な西洋文化の流入によって、都会での生活が欧風である

ことから、宗教上の義務については、ラマダン（断食月）を除けば、さほど厳格ではない。

そのほか、キリスト教徒（ほとんどがローマ・カトリック）、ユダヤ教徒も存在する。  

1-7. 地勢等  

北部は、ジブラルタル海峡をはさんでスペインに、東部はアルジェリアに、西部は大西

洋に、南部は旧スペイン領（西サハラ）をはさんでモーリタニアに接している。 南部に

は高山の連なるアトラス山脈、そこから南西にアンチ・アトラス山脈、北東に中央アトラ

ス山脈が横たわり、そのほか北部にはリフ山塊がある。これらの山脈に囲まれた太平洋岸

に至る地帯がモロッコ大平原地帯で、ここを貫いてスース、テンシフィットなどの河川が

大西洋へ流れている。 
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出典:MAPQUEST.COM 

1-8. 気候  

南部の砂漠地帯を除けば、気候はおおむね地中海性気候である。夏は暑いが比較的乾燥

しており、冬は穏和で雨が降り、しのぎやすい。しかし、内部に入るにしたがって気候は

大陸的となり、また山岳地帯では、冬は 0度以下になることもある。地中海岸地域のリフ

山地と、中部アトラスの北部地域では、年平均降水量が 750mm を超え、乾季は 3カ月しか

ない。また、中部アトラスのほかの地域、高アトラスおよび大西洋低地の北半部にわたる

地域では、年平均降水量は 400～750mm、乾期は 4 カ月、あるいはそれ以上の期間に及ぶ。

大西洋低地の南部およびアンチ・アトラス山脈では、年間降水量は 200～400mm 程度である。 

1-9. 土地利用  森林 26.3%、農地 41.2％、その他 32.5％（1992） 

1-10. 文 化 

 モロッコの文化は、その多様性と多層性に特徴がある。フランスの保護領であったため、

多くの面においてフランス文化が定着しており、イスラムを基軸とするアラブ文化の伝統

と並存している。ベルベル文化は、特に山間部においては顕著である。歴史的にも。フェ

ズ、マラケッシュ、メクネス、ラバトといくつもの古都を持ち、これら諸都市は、今も独

自の文化・伝統を保持している。  
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1-11. マスメディア 

 新聞 は、「ルマタン・デュ・サハラ」（政府系、フランス語）「アル・イッティハード・

アル・イシュティラーキー」（人民勢力社会主義同盟機関紙、アラビア語）などがある。テ

レビ放送は、国営の RTM（Radiodiffusion-Television Marocaine）と、有料放送の 2M が

それぞれ放送を実施している。ラジオは、RTM が全国放送を行っているほかに、政府資本

とフランスの Sofirad の合弁による Radio Mediterranee Internationale が、地中海地域

向けに放送を行っている。 通信社としてマグレブ・アラブ通信（MAP）がある。 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 立憲君主制 

2-2. 元首 モハメッド 6世（99 年即位） 

2-3. 議会 二院制  

政府 社会主義・中道政党を中心にする連立（2002 年 11 月発足） 

首相 ドリス・ジェットウ（2002 年 10 月就任） 

2-4. 経済指標  ＧDＰ       362 億ドル（2002 年） 

GNP/人      1,222 ドル（2002 年） 

経済成長率      3.2％（2002 年） 

消費者物価上昇率   2.8％（2002 年） 

会計年度  10 月 1 日 － 9 月 31 日 

2-5. 通貨    ディラハム（Dirham） 2002 年平均：１US$＝10.98DM 

日本との時差  －9 時間 

2-6. 略史 

7 世紀 アラブ人の侵入 

1912.3 フェズ条約によりフランスの保護領となる。 

1956.3 フランスより独立 

1961.2 モハメッド 5世急逝。ハッサン皇太子国王即位。 

1975.10 西サハラ非武装越境大行進 

1989.2 アラブ・マグレブ連合条約調印 

1991.9 西サハラ「停戦」成立 

1992.9 憲法改正 

1994.6 フィラリ内閣 

1995.2 第 2 次フィラリ内閣 

1996.9 憲法改正に係わる国民投票 

1997.11 下院選挙実施 

1997.12 上院選挙実施 

1999.7 ハッサン 2世逝去。モハメッド 6世国王（シディ・モハメッド皇太子）即位。

2-7. 内政 
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・モハメッド 6世国王は、前国王の政策を基本的に継承。 

・反王制の動きも見られず、政局は比較的安定。 

・昨年 8月、民主化、経済自由化等を進めるとした「5ヶ年計画」が国会を通過。 

・現在 大の懸案は西サハラ問題の解決。国連のイニシアティブの下、現在、西サハラの

住民投票による平和的解決に努力している。 

・92 年モロッコ型民主主義の定着を図るため憲法改正、8年振りに地方選挙、93 年には 9

年ぶりに国会議員選挙を実施。94 年には政治犯の恩赦を実施。 

・96 年 9 月 13 日、国会第 2 院創設のため憲法改正の可否を問う国民投票が実施され、圧

倒的多数（99.56％）の賛成を得て承認。97 年に両院の選挙が実施。 

・2000 年 9 月には二院制の導入以来、初の参議院改選が実施され、全体の 3分の 1の議員

が入れ替わった。2002 年 9 月の衆議院選挙では連立与党が勝利したものの、イス

ラム政党が大幅に議席数をのばした。2003 年 5 月のカサブランカにおける爆弾テ

ロ発生後、イスラム政党勢力は減速。 

2-8. 外交 

  非同盟、現実穏健路線、親西側を基調としている。 

・マグレブ諸国の結束を図るための大マグレブ構想に積極的に関与。1988 年 5 月にはアル

ジェリアとの外交関係を再開。1989 年 2 月第 2回マグレブ・サミットを開催し、アラブ・

マグレブ連合条約に調印。 

・EU との関係強化（96 年 2 月 EU とパートナシップ協定正式調印。）なお漁業協定について

は、99 年 11 月 30 日で失効したまま、更新のための交渉は進んでいない。 

2-9. 軍事 

2-9-1. 予算 16 億ドル（2003 年） 

2-9-2. 兵役 徴兵制（18 ヶ月） 

2-9-3. 兵力 19.63 万人、予備役 15 万人 

2-10. 経済 

1983 年以降、世銀、IMF の勧告に基づく構造調整実施。若年層の高失業率問題、貧富の

差等の解決が課題。また、農業生産が天候に左右されやすく、96 年は降水量に恵まれ 11.8％

の経済成長率を達成したものの、1997 年は旱魃のためマイナス成長を記録。旱魃がほぼ隔

年訪れ、その影響で成長率がマイナスを記録するという傾向がある。2000 年は、前年に続

く旱魃に見舞われたが、政府の補助金の投入等積極的に対策により、プラス成長に転じ、

2001 年は 6.5%、2002 年は 3.2%の経済成長を記録。 

2-11. 貿易 

主な輸出入産品と相手国はつぎのとおりである。 

・輸出品目：水産物（頭足・甲殻・貝類）、燐酸液、燐鉱石、肥料、衣服、柑橘類、メリヤ

ス製品。（輸出先 ﾌﾗﾝｽ、ｽﾍﾟｲﾝ、ｲｷﾞﾘｽ、ﾄﾞｲﾂ、ｲﾀﾘｱ、日本） 

・輸入品目：機械・装置類、化学製品、原油、穀物、小麦等。 
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（輸入先 ﾌﾗﾝｽ、ｽﾍﾟｲﾝ、米、ﾄﾞｲﾂ、ｲｷﾞﾘｽ、ｲﾀﾘｱ） 

総貿易額(2002 年) 

輸出 78 億ドル 

輸入 118 億ドル 

2-12. 日本との関係 

日本は、1956 年にモロッコ王国の独立を承認した。モロッコは日本からみると極西の国

にあり、両国関係はさほど密接ではなかったが、近年、貿易が発展し、オートバイ・エレ

クトロニクス製品などの日本製品が評判になる等、モロッコ人の間に対日関心が高まりつ

つある。観光でこの国を訪れる邦人数も増加している。 

輸出入と日本からの投資 

2-12-1. 輸出入(2002 年) 

輸出 1.37 億ドル：産業用車両、特殊車両、各種機械 

輸入 3.19 億ドル：タコ、イカ、燐酸塩 

2-12-2. 日本からの直接投資 

累計 14 件、466 万ドル 

2-12-3. 二国間協定 

日本、モロッコ王国両国間に既締結協定はつぎのとおりであろ。 

＜二国間協定＞ 

・1961 年 4 月 24 日  商業協定 

・1966 年 11 月 23 日 追加典礼の締結 

・1985 年 9 月 11 日 マグロ漁業に関する協定 

・1994 年 マグロ養殖関連協定の締結 

・1997 年 遠洋漁業促進協定締結 （関連プロジェクトがアガデイールで実施され、漁業

調査、鮮魚及び加工魚の市場調査に携わっている。） 

＜プロジェクト間協定＞ 

・CMPE と JETRO 間の協定、非二重課税協定、投資保護協定、空輸協定 

（＊なお、モロッコは日本のフレームワーク内の特恵待遇（GSP）を受けている。） 

経済協力  

モロッコ王国への主な援助国は、仏、日、米、独、加（2000 年）である。日本からの

経済協力、援助実績はつぎの通りである。 
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（1） 有償資金協力  1,612.9 億円（2002 年末までの累計） 

（2） 無償資金協力  279.42 億円（同上） 

（3） 技術協力実績  研修生受け入れ：延べ 714 名（2002 年 8 月末） 

長期専門家派遣：延べ 271 名（同上） 

機材供与：25.7 億円（同上） 

 

3. 鉱業概要 

モロッコの歴史的上における鉱業としては、トレンチ、小ﾋﾟｯﾄ、狸掘り、短距離の坑道

掘削などが主であった。11 世紀から 13 世紀には、鉛、銀の鉱床、Jbel Aouam (Pb-Ag)が

大規模に地表下 200m まで掘削されていた。また、9 世紀から 13 世紀間に、数百人の鉱夫

が地下の銀山開発に従事したといわれている。 

古代において生産された鉱物は多岐にわたり、金、銀、鉛、銅、鉄、塩、コバルト（そ

の酸化物は殺鼠剤として使用された）などであった。鉱山開発の 盛期は 8 世紀から 13

世紀までであったが、15 世紀に入ってからは、ポルトガル人の主導により鉱山開発が進み

隆盛期を迎えていた。 

20 世紀には入ってからは、地質情報の整理が不可欠とした認識から、いわゆる地質学的

インフラ整備として、500,000 分の１地質図の作成がなされた。これらは、1952 年の国際

地質学会で発表された。この地質図作成事業を通じて、鉱物資源調査が実施され諸鉱化帯

の鉱床成因が解明されていったといえる。20 世紀後半入って新規発見された資源としては、

亜鉛、マンガン、錫、クロム、重晶石、フッ素、石炭、リン酸塩等々がある。 

1964 年のモロッコ独立後も、これらの地質調査と探鉱努力が受け継がれ、結果、鉱業発

展の再興期が訪れた。OCP（Office Cherifien des Phosphates、シェリフィアンリン公社、

王室リン鉱石公社）とも呼称される。1920 年設立）は、世界のリン酸輸出のリーダーとし

て、リン酸塩(1,167 万ｔ)、リン酸（P2O5 176 万ｔ）、その他副産物として肥料 182 万ｔを

輸出した。Touissit 鉱床区は、鉛-亜鉛の金属量として 322 万ｔ以上を産出した。新鉱山

開発も相次ぎ、主要なものを挙げれば、Zaida の鉛、 Imiter の銀、El Hamam のフッ素、

Guemassa の亜鉛、El Bleida の銅、Bou Azzer のコバルト鉱山がある。 

現在のモロッコ国の主要な輸出鉱物は、リン酸塩、重晶石、フッ素、塩、石膏、粘土、

銀、鉛、亜鉛、銅、コバルト、マンガン、アンチモン、鉄、石炭である。 

以下の表に、埋蔵量、生産量等を示す。 

モロッコ王国の主要鉱物資源埋蔵量 

鉱 種 モロッコ（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

鉛（千 t） 1,000 140,000 0.7 8 

出典：Mineral Commodity Summaries 2004 
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鉱石・地金等生産量 

鉱 種 2002 ランク 2001 ランク 
銅鉱石（千 t） 9.2 35 7.0  
鉛鉱石（千 t） 68.0 7          80.0 7 
鉛地金（千 t） 65.2 19          65.2 19 
亜鉛鉱石（千 t） 91.0 16         122.5 13 
銀鉱石（t） 240.0 13         20.4  
コバルト地金（t） 1,100 10 1,200  9 
 

モロッコ王国の主要非鉄金属の生産量（2003 年） 

鉱 種 モロッコ（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

銅鉱石（千 t） 7.0 13,675.6 0.1 35 

鉛鉱石（千 t） 38.3 2,850.5 1.3 11 

鉛地金（千 t） 61.5 6,864.7 0.9 21 

亜鉛鉱石（千 t） 70.9 9,167.6 0.8 17 

銀鉱石（t） 240.0 18,207.5 1.3 14 

コバルト地金（t） 1,100 43,028 2.6 10 

出典：World Metal Statistics Yearbook 2004 

 

モロッコ王国からの日本の主たる輸入鉱石等 

コバルト地金の輸入がある｡ 

日本のモロッコ王国からの主要非鉄金属輸入実績（2003 年） 

鉱 種 モロッコ（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

コバルト地金（t） 302 12,312 2.5 8 

出典：日本貿易月表 2003.12 

モロッコ国の鉱物資源について述べる。 

20 世紀初頭に、旧鉱山の再開や新区域の探査に基づき、全鉱物合わせ 5,000 以上の鉱床

と鉱徴の一覧、メタロジェニックマップが作成された。これより 2,500 ヶ所の鉱徴地が調

査・探査対象として抽出され、内、いくつかは世界的規模の鉱床となった。例えば、現在

世界第一の埋蔵量を誇るリン鉱石（Khouribga、Youssoufia、Boudraa 等）はじめ、鉛・亜

鉛（Boubeker、Touissit、Aouam、Hajar 等）、コバルト（Bou Azzer）、自然銀（Initer）、

金（Tiouit、Akka）、マンガン（Imini、Bou Arfa）、蛍石（El Hammam）、鉄（Ouixane）が

あり、他に多種多用な鉱物の中小規模鉱床が多数存在する。 

 

3-1. リン鉱石 

モロッコは、世界のリン鉱石埋蔵量全体の約75％、約750億トンを保有するといわれる。
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現在開発中の鉱床は、Khouribga、Benguerir、Youssoufia、及び Boucraa 鉱床である。リ

ン鉱石に関して、モロッコは世界の埋蔵量全体の 4分の 3を擁し、生産量世界第 3位、輸

出量第 1位（世界貿易量の 3分の 1）である。さらに、リン酸の世界市場の 50%を占める。

国内には、Khouribga、Benguerir-Youssoufia、及び Laayoune の 3 鉱山があり、全体の年

間生産能力は約 3000 万トン。Safi と Jorf Lasfar の 2 ヵ所にリン鉱石からリン酸肥料へ

の化学工場があり、年間生産能力は約 1100 万トンである。 

ONA によって実施される以下のリン鉱石関連プロジェクトが対外的にアナウンスされて

いる。 

 

＜採掘関連プロジェクト＞： 

・Sidi Daoui 洗鉱場、Sidi Chennane２&３層の選鉱用の破砕・洗鉱・浮遊選鉱設備の

revamping 

・Youssoufia での機械化切羽２ヶ所の再開； 

・Ben Guerir リン鉱石洗鉱・浮遊選鉱場の実現； 

・Beni Idir 乾燥ｷﾙﾝ向けの石炭 or コークス化工場の実現； 

・ブルドーザ・現場トラック・ローダー等運搬車両の更新； 

・Sidi Chennane リン鉱石採掘用ﾎｯﾊﾟｰ１台の設置； 

・Boucraâ 鉱石投入選別場２ヶ所の設置； 

・Laayoune の Wharf 改修。 

＜製品加工関連プロジェクト＞ 

・Safi の TSP 肥料工場向け新規破砕施設の設置； 

・Safi 肥料工場汚水処理・洗浄回路の改修； 

・Maroc-chimie 新規硫酸ﾗｲﾝの購入； 

・Maroc-chimie、及び Maroc-phosphore I 硫酸工場の改修中； 

・Jorf Lasfar 硫酸工場の改修、及びリン酸 6 ﾗｲﾝの改修中； 

・Jorf Lasfar の DAP 生産能力増強。 

＜輸送関連プロジェクト＞： 

・ OCP グループのリン酸出荷能力の増強のために化学製品運搬船 3隻の購入。 

 

3-2. エネルギー・化石燃料資源 

無煙炭、褐炭、油頁岩が存在する。 

・無煙炭：Jerada で採掘中。高地平原（Hauts Plateaux）、ハイアトラス山脈西側、Rommani、

及び Haouz 盆地で新鉱床発見。 

・褐炭：Saiss、Guercif、Boulmane、Le Gharb 盆地に存在する。Saiss 盆地の埋蔵量は約

5600 万トン。Guercif、1.7 百万トン。他の鉱床が、Sidi Kacem、Belksiri、Lalla 

Momouna、Ghafsay に存在。褐炭鉱床は未だ開発されず。 
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・油頁岩：Timahdit（200 億トン）と Tarfaya（800 億トン）の 2 つの大きな鉱床があり、

油品位6%、即ち60億TEP。Tanger、Larache、Imouzzer、Marmoucha、Aghbala、Touktert、

Taourirt n’ait Mimoun（ハイアトラス）の各地方に他の鉱床の可能性あり。また、

ハイアトラス西側、中部ハイアトラス南側、沿岸山地の徴候も報告される。油頁岩

については、試験的なラボ実験が実施されている。 

 

3-3. レアメタル 

3-3-1. コバルト・ニッケル： 

Bou Azzer コバルト地帯は、ONA 社の子会社である CTT 社が、Aghbar 事業所と Ahmed 事

業所で、現在開発中。その他のコバルト・ニッケル鉱徴が、Iferghane、Tizi Asdrem、Taznakht、

Tazalaght、Bane Tafilalet、Azegour、Demnat、Jebilet、Haut Moulouya、モロッコ中部、

リフ山地で報告されている。 

3-3-2. 錫・タングステン： 

Elkarit 鉱床は錫で有名。錫鉱化作用は、Achmmach、Ben Guerir、Jbel Aouam、Tazerkka、

Zaer 花崗岩と関連する。タングステンは、El Karit、Zguit、Zaer、Hassian Diab、Azegour、

Jbel Aouam、Tiznit、Sisi Bou Azzouz に存在。 

3-3-3. ﾁﾀﾝ・ジルコン： 

Oum Rbia 川、Moulouya 川、Kiss 川の河口、Tan Tan の Ifni 浜、Tamazert のｱﾙｶﾘ性岩石、

リフ山地 Trias 閃長岩、ハイアトラス山脈斑ﾚｲ岩、Talzast 火成岩にﾁﾀﾝ・ジルコン鉱石の

集中が知られる。Guelmim 地方 Bou Issafen でジルコン鉱床が開発中。 

3-3-4. モリブデン： 

Azegour で開発された。他に、Tichka、Taroudant、Aouam に鉱床あり。 

3-3-5. ストロンチウム： 

ハイアトラス山脈中央部（Tirrhist、Tizi-N’Talghamt）、リフ山地（El Mestoui）のジ

ュラ紀の鉛・亜鉛鉱床に伴ってストロンチウムが産する。また、前リフ山地（Oued Zaz、

Sidi Redouane、Souk Larbaa）の炭酸塩岩、蒸発残留岩中に副産物として産する。 

 

3-4. ベースメタル 

ベースメタルは、モロッコの鉱物資源でも大きな地位を占める。銀含有鉛・亜鉛、銅、

マンガン、アンチモン及び鉄に関するいくつもの鉱床区と鉱区が知られている。 

Haute Moulouya 及びハイアトラス山脈中部地域内の Haute Moulouya 鉱区は、Aouli、

Mibladen、Zaida といった古い鉱床で有名、ハイアトラス中東部鉱区は、Errachidia と Bou 

Arfa の間に広がり、Tizi N’Firest、Boudahar、El Haouanite といった鉱床がある。Horsts

山脈地域には、Bou Beker、Touissit、等の鉱床がある。 

銀含有鉛・亜鉛：複数の鉱区を有する 4地域が存在。 

・Beddiane、Hassi Niag、Sidi Ameur 等の新鉱床あり；アンチアトラス山脈地域は、Taouz
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鉱区（M’Ifiss、Tadaout等）、Addana鉱区；Meseta西部地域には、Tighza鉱床（Jbel Aouam）

及び Hajar 鉱床。 

・ 鉛・亜鉛鉱区は、Asif El Mal、Beni Maden、Cadnar、Draa Lasfar、Erdouz、Goundafa、     

Tazekka 等の多金属地域と繋がりを有す。 

 

これら地域・鉱区全体で、約 60 の鉱床（規模大小）があり、幾つかが過去に開発され、

現在も開発中。Jbel Aouam 鉱山は、国内第 2位の鉛・亜鉛生産を挙げていた。1996 年に開

発再開（Tighza 鉱山）。Hajar の多金属鉱床（Pb-Zn-Cu-Ag）は、Marrakech 地方に発見さ

れ、1990 年から開発された。BRPM ならびにオートクンプ社他、複数が、Jebilet で塊状硫

化体を探査している。 

銅：銅地域は、特にアンチアトラス山脈、ハイアトラス山脈西側にあり、幾つかの鉱化

作用が確認され、開発されている。複数の鉱区が決定されている。 

・アンチアトラス山脈西部に、Ouansimi、Tasserirt、Tazalaght、Imi-n’irfi、Talat 

n’Ouamane、Amadouz、Tirzit、及び Tizguit 鉱区；アンチアトラス山脈東部に、

Oumjerane-Bou-Kerzia 鉱区；アンチアトラス山脈中部に、Bleida 鉱床；ハイアトラス山

脈の Beni Mellal の Transrift-Naour-Tabaroucht 鉱区；ハイアトラス東部の多金属地域

の Jbel Klakh 鉱区；ハイアトラス西部の Seksaoua 鉱区、Argana-Bigoudine 潜在的鉱床、

Azegour 及び Ijoukak 鉱区の潜在的鉱床；Jebelet-Guemassa 多金属地域内。 

モロッコ国内で、200 以上の鉱床がインベントリーされており、アンチアトラスでは、

銅に銀が随伴している（10～20g/t）。 

マンガン：経済的価値のある集中は、下記の地域・鉱区にあり、約 40 ケ所の鉱床が知ら

れる。Ouzrzarate の 3 鉱区、Imini、Tiouine、Tachgagalt；Oujda の、Narguechoum

鉱床、Tanouralt-Tanncherfi 鉱床；ハイアトラス中東部の、Tiharatine 鉱床、Bou 

Arfa 鉱床。 

現在、SACEM 社が IMETAL 社と提携し、Imni で化学マンガン開発中。 

アンチモン：規模の異なる 3鉱区が、モロッコ中部、リフ山地、ハイアトラス東部にあ

る多金属地域内に知られる。 

・Khenifra 鉱区の、Tourtit、Masser-Amane、Ichou-Mellal、Timerdoudine、Tarmilat 鉱

床、Oulmes 鉱区の、Enta、Tiddas、Majmaa-Salihine 鉱床；リフ山地内 Beni M’zala

鉱区；ハイアトラス東部 Jbel Haouanit 鉱区。 

鉄：複数の地域・鉱区を確認。 

・リフ山地東部地域の Nador 鉱区は、SEFERIF 社開発中；Tafilalet 地域の Imi-N’Tourza

鉱床；大西洋地域の、Tachilla-Ouarzemine、Oulad-Said、Tiflet 鉱区；南部地域の、

Agracha、Atouila、Sefariat 鉱区；Ait-Amar 及び Khenitra 鉱区。 

国内に中小規模の鉱床が多数存在。鉱石埋蔵量（鉄 40%超）は、2億トン以上と推定され

る。 
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3-5. 貴金属 

モロッコは常に貴金属、特に銀を産出してきた。可能性は高いとされている。 

銀：2つの鉱床タイプが知られている。 

・鉛・亜鉛・銅・コバルト鉱床中の銀（品位は 30～8000g/t） 

・Imiter、Igoudrane、及び Zgounder で主要鉱石として。 

Imiter 鉱山は、世界 10 位、年間約 230 トンの銀ﾒﾀﾙ産出。Igoudrane 鉱床は、その開発

に向けて現在 F/S 実施中。全長 10km に及ぶ Imiter 断層全体が、銀発見の可能性を秘める。 

金：主としてプレカンブリア紀の地層中の金鉱床がある。 

・Tiouit 鉱床は、金を含む銅精鉱を生産する；Iourim 鉱床は、 近 Akka 侵食凹地内に発

見された；Tafrent 鉱床（アンチアトラス）と Haouanite 鉱床（ハイアトラス東部）は、

同じく 近発見され、現在開発作業進行中。 

アンチアトラスのプレカンブリア紀の侵食凹地に数多くの金鉱徴が報告され、探査が継

続される。また、Mekkam、Moulay Bou Azza、Aghbar、Tazekka 等でも鉱徴が報告される。 

 

3-6. 工業用原料鉱物 

モロッコの地下資源は、豊富な埋蔵量の工業用原料鉱物鉱床を擁し、国内産業の増大す

る需要の充足可能なだけでなく、輸出市場にも供給可能である。 

主なものとしては、紅柱石、耐火粘土、重晶石、ベントナイト、炭酸塩鉱物、蛍石、石膏、

岩塩、カリ長石、カオリン、雲母・緑柱石・長石、オーカー、その他の着色粘土、パーラ

イト、ポゾラン、パイロフィライト、タルク、珪砂及び装飾用岩石である。 

紅柱石（Andalousite）：Sidi Bou Othmane に紅柱石の鉱床がある。 

耐火粘土：陶器製造向けの粘土で、国内産業と輸出を賄うに十分な埋蔵量を擁す。大規

模な鉱床は、Taghjicht、Safi、Sale、Meknes、Fes、Guenfouda、Ben Guerir-Rehamna

に存在。 

重晶石：モロッコは、重晶石の主要生産国のひとつとなっている。 

・Jebilet の、Ighoud – Chmaia 鉱区；ハイアトラス山脈の、Seksaoua、Bou Dahar、Zelmou、

Tizouint、Argana、Imigdal、Agoundis、Matate、Tizi n’Tichka、Almezi、Tassaout、

Ounein、Tizi n’test 鉱床；Haut Moulouya の、Zaida、Mibladen 鉱床；東部モロッコ

の、Glib-Ousel、Glib-Naam、Bourdine 鉱脈；中部モロッコの、Bou-Ousel、Moulay Bou 

Azza 鉱床；Tafilalet の Tagouunte、M’Ifiss、Melaab 鉱床。 

炭酸塩鉱物：Jbel Mehdi に非常に大規模な天然方解石鉱床。全体の埋蔵量は 1280 万ト

ン。石灰岩とﾄﾞﾛﾏｲﾄは、インフラｶﾝﾌﾞﾘｱ系から第四紀まで広がり、第二紀に多い。

ﾏｸﾞﾈｻｲﾄは、特にリフ山地に偏在し、Boudkek、Oued Bouhya、Taourarte、El Khemis、

Jbel Takourte、Tazakhnatiz、Taghassa-Amter 鉱床がある。 

蛍石：中部モロッコの多金属地域に 2つ鉱床がある。El Hammam と Zrahina。 

El Hammam 鉱山は、現在年間 10 万トンの蛍石を生産。 
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Ghassoul：Tamdafelt（中 Moulouya）鉱床群で採掘中である。 

 

石膏・岩塩・カリ鉱石：Al Houceima、Errachidia、Fes、Ifrane、Kenitra、Khemisset、

Oujda、Taouane の各地方に大規模な石膏露頭があるが、Safi 沿岸地方に現在開発

中の 大の石膏鉱床がある。埋蔵量は約 6百万トンである。大規模な岩塩鉱区は、

国の北部中部にあり、Gurcif、Souk Larbaa、Taza、Tissa に露頭鉱床。また、

Mohammedia、Demnate、Marrakech、Khemisset、Tendrara に潜頭鉱があるとしてい

る。 

カオリン：Oulmes-El Karit、Jbel Aouam、Sibara、Glib-Naam、Tiouanamane、Beni Snassen、

Zerhoun、Ben Slimane、Zhiliga、Ben Ahmed、Maaza 等にカオリン鉱床。 

雲母・緑柱石・長石：Jebilet とアンチアトラス中部のペグマタイト内に存在する。 

・雲母・緑柱石は、Zenaga、Iguerda、Agadir-Melloul；雲母・長石は Sidi Bou Othmane。 

ｵｰｶｰその他着色粘土：Kettara、Sidi M’Barek、Sidi Makhlouf、Tachgagalt、Tahnnaout 

Goulib、Boulbab、Oued Nfifikh、Zaouia、Sidi Rahal、Jbel Mahsser、Jbel Maiz、

Midar、Larache、Rehamna、Asni。 

パーライト：Tidiennit（Nador）に鉱床。Trois Fourches 岬地方に他の鉱床。 

ポゾラン：ポゾラン岩石は、モロッコ東部（Jbel Gueliz、M’Guizmate、Debdou、Rekkame

等）、リフ山地北東部（Gourougou、Ras Tarf）、及び中央アトラス（Tizi Ougdal、

Timahdite、Azrou、Jbel Hebri）の新生代と第四紀の火山噴出に付随する。ポゾラ

ン性の堆積岩は、Ras Tarf（珪藻岩）、Agadir 地方のリン酸塩化始新生の上白亜紀

のｹｲ質層内にある。人工ポゾランが、Jerada 火力発電所の灰や、Timahdite の油頁

岩残留物から製造される。 

パイロフィライト・タルク：Tifnout、Bou-Maadine、N’kob、Jbel Tagant、Ait Baha、

Isk N’oudadene 等にパイロフィライト鉱床。Bou-Azzer、N’kob、Ait Ouanergui、

及び Ijoukak に、タルクの重要な量。 

珪砂、珪石：3パイプの鉱床から珪砂を産出。 

・ Ksar Lakbir－Fes－Rabat の三角地帯内の地表砂；東部モロッコのジュラ紀・白亜紀砂

岩；旧鉱山の洗浄用砂。Dar Chaoui（Tetouane）のﾇﾒﾃﾞｨｱ紀砂鉱床は、2000 万トン程

を含む。 

 

3-7. 建材関係 

装飾用岩石鉱床の大部分は未だ開発されていない。大理石と花崗岩がある。 

大理石：約 100 以上の採石可能な大理石の位置がリストアップされている。埋蔵量は、

20 億 m3超と推定（550 億トン）されている。地方別では、以下の通りとなってい

る。 

ﾗﾊﾞﾄ・ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ地方：Tiflet（石目模様入り灰色大理石、4.2 百万トン）；Oued Akrach（ピ
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ンク～赤色大理石、3百万トン）；Oued Yeauem（白・灰色石目模様入り黒色大理石、21 百

万トン）；Oued Cherrat（紫・ピンク・黒・真珠様灰色、18 百万トン）；Bouskoura（鮮黄

色ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ）。 

中部モロッコ：Bou-Acila（乳白色石灰岩、24 百万トン）；Boughil（40km 長に亙る露頭

白色石灰岩）；Sidi Bou Abbad（白灰色～黒色、12 百万トン）；Ghorm El Alem（結晶質純

石灰岩、35 百万トン）；Tabainout（灰色石灰岩、8億トン）。 

アンチアトラス：N’kob（Tazenakht の緑色大理石、27 千トン）；Lakhssasse（白・ピン

ク色大理石、多量の埋蔵量）；Bleida（前期同）；Ouarzarate（縞大理石とﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ、多量の

埋蔵量）；Imi-Moqqorn（灰色・ピンク・黒色石灰岩、200 百万トン）。 

Tifilalet：Tazarine（黒色背景に大型化石、世界で唯一のｹｰｽ）；Erfoud（灰色・黒色～

栗色、Tazarine 同様）；Ziz（絹光沢波形帯模様入り岩石）。 

その他のｻｲﾄ：Boured（白緑色大理石）；Mechraa Ben Abbou（ﾘｰﾌ石灰岩）；Sefrou（黄・

ピンク色石灰岩）；Zengal（ピンク色石灰岩）；Izafzarene（ﾍﾞｰｼﾞｭ色石灰岩、18.4 百万ト

ン）。 

花崗岩：アンチアトラス、サハラ、及び Meseta 領域の様々な花崗岩山塊がある。 

 

モロッコ国内で稼動中の諸企業は、鉱山新技術、方法を常に導入しつつあり、鉱業製品

の精練・加工能力も有する。王立リン酸公社（OCP）の工場製品加工量は、1997 年で 268

万ｔの P2O5、200 万ｔの肥料であった。鉛精鉱のほぼ全量が、モロッコ国内で溶解・製錬

されており、64,700ｔの可圧延鉛を生産している。銀は､Ag 99.98％のインゴットあるいは

アノード銀として生産している。金属コバルト生産は、1996 年からの国家管理の下で生産

中である。 

 近代的な鉱山の開発、1920 年代に遡るが、当時は、乏しい財政状態の民間企業に代って

当部門を政府事業として実施されており、1965 年の独立以降もこの体制を継続してきた。

政府関係組織にある鉱業部門が、鉱床探査、鉱業プロジェクトの推進、生産の多様化、採

掘・精錬・加工方法・設備の近代化、及び職業訓練に関する開発政策は、満足すべき成果

を産み、モロッコを一大鉱業国としてきたといえる。 

しかし、モロッコ政府は、鉱業活動のさらなる永続性を保証するため、過去の実績に満

足することなく、新鉱床の発見及び既存鉱山の維持発展の必要性があることと、内在的な

課題に加え、原料・資本、及び競争の世界化、そして原料市場の不安定性に由来する課題

があることから、生産部門の再編成とさらなる雇用創出及び永続的開発をめざす政府政策

に則った、鉱業部門開発戦略の実施が急務と判断するに至った。 

現在、採択された戦略は、全ての鉱業関連活動を対象としており、基礎インフラ・法規・

振興策に係る政府の役割を強化しつつ、鉱業開発プロセスへの民間部門の積極的かつ責任

ある参加を優先するとしている。これを受けて、国内の地質・鉱物ポテンシャルの解析と

検討が実施され、この結果を踏まえての鉱床の開発、資源の利用用途の多様化、パートナ
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ーシップ制度の発展気運のキャンペーン、法規・税制面での奨励措置を設けるなど、一連

の活動が、短期・中期・長期にわたり実施されつつある。基本的な原則としては、1)地質

インフラ整備と鉱床探査実施を公的サービスとして行い、政府の役割としての、調整・振

興の推進、2)探査・開発・製品加工への民間部門への移管と奨励、が謳われている。 

この二点を根幹とし、国家の開発戦略として具体化されたことが、1)地質インフラの整

備、2)制度的枠組改革、3)法規的枠組改革、4)国内鉱物資源（ポテンシャル）の振興、4)

社会面、5)環境、6)教育・研修、7)協力（パートナーシップと呼称され、海外企業との合

弁を意味する）である。これらが、多分にスローガン的、目標的であるとの見方もできる

が、現在、モロッコが国家として押し進めている鉱業振興策を以下に羅列する。 

3-8. 地質インフラ実現 

全国を網羅する地質図の完成をめざす全国地質図整備計画（PNCG）実現の継続。 

3-9. 制度的枠組改革 

行政再編成と公社活動の方向修正： 

・作業方法・手段の近代化； 

・行政手続・経路の簡素化； 

・地方化プロセスに伴う意思決定・行政行為の分散化； 

・マネージメント能力の開発、及び TQC 手法の普及をめざした職員研修； 

・人的・物的資源の地方分散化と再配置。 

3-10. 法規的枠組見直し 

開発課題及び世界化動向に鉱業の法的枠組を適合させることを旨に、鉱業規則法案（鉱

業法と施行令）が作成され、内閣官房長官に提出済み。当法案の原則は： 

・建設資材関係（花崗岩など）を除く工業用原料鉱物の鉱山範囲への統合； 

・行政手続の簡素化； 

・事前事後の検査の際に、行政が自由裁量権を行使する危険の除去； 

・鉱山企業に対して、探査許可証発行以前に広域調査の実施を可能にする鉱床探査認可； 

・十分な技術的・財務的能力の証明を条件に、面積の限定無しに鉱業事業者に欲するだけ

の許可証の付与； 

・鉱業規則適用の海域への拡張； 

・持続可能な開発を保証する環境保護。 

この改革と平行して、鉱山労働者規定、民用爆発物規則等の鉱業関連規則の改訂に着手。 

3-11. 国内鉱物資源の開発振興 

海外への開放に伴い、投資促進、貿易拡大、国内製品の捌き先の多様化、さらにはパー

トナーシップ発展に相応しい環境創出等のための措置をとることが急務としている。鉱業

活動振興は下記を軸とする。 

・優遇税制措置の実施（鉱床探査事業者に対する付加価値税の免除、探査必要費の再整備、

関税軽減、法人税の免除・軽減）。鉱床探査及び鉱山開発事業は、ﾊｲﾘｽｸであり、投機性
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が高い； 

・探査・開発事業強化への事業者奨励措置として、現行手順の 適化、及び採算性の高い

新たな手順の開発； 

 

・財政法の改正により、ｷｬﾋﾟﾀﾙﾘｽｸ会社の創設、及び第 2証券市場の設立を可能にし、鉱床

探査へのより大規模な貯蓄の注入を図る； 

・鉱業資産の健全化により、凍結・独占対策を図る； 

・情報ｼｽﾃﾑの強化により、全ての鉱山事業者に信頼性の高く良質の情報を提供； 

・テーマを絞った専門シンポジウムへの積極的参加や定期的な業界会合の開催等の、行政、

公社、全国鉱業連合会（FDIM）の連携事業の強化； 

・鉱山ﾉｳﾊｳの資本化を図り、相乗効果を有すパートナーシップや国外への開放の発展によ

り、成長の原動力とする。 

3-12. 社会面 

人的要因が、鉱業活動の維持発展に決定的役割を演ずるとして、当部門の特殊作業条件

から、下記の要項が望まれる、としている。 

・あらゆるﾚﾍﾞﾙでの対話と協議 

・全てのパートナーに情報提供 

・初期教育・現場研修 

・社会文化施設の充実 

労働者福祉の向上を目的として、当該部門での協調した労働環境改善を図る。 

・労働者の健康・安全に関する調査・キャンペーン活動の継続 

・鉱山に於ける健康・安全維持に関するセミナー、ラウンドテーブル、ワークッショプ

の開催 

・地質、鉱山の専門的な国際機関との協力関係の発展を充実させる 

・健全な雰囲気の維持のために、諸社会パートナー間の対話推進と活動の実施。 

他に、代替可能でない資源の開発に特徴付けられる鉱業部門の特性に鑑み、全ての開発

政策は、将来を想定し、資源枯渇後の閉山とｻｲﾄ復元を先見性と細大の注意をもって管理す

る必要がある、としている。特に、 

・一貫性のある手法の決定を任務とする対策委員会が、鉱山開発開始時より設立され、

鉱床枯渇サイトの管理に当る； 

・適切な社会的解決策の実施、及び適切な転職方式の策定への貢献； 

・法的・税的配慮（閉山関連準備金）により、鉱山埋蔵量枯渇に伴う事業の資金調達が

想定されること。 

3-13. 環境 

環境保護の面で、環境基準は競争力・販売戦略で決定的成分となりつつある。エネルギ

ーｰ鉱山省は、鉱物資源の開発が合理的かつ可能な限り 良の条件で行われるよう、努力を
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傾注し、鉱業部門事業者との協力による相乗効果を図る。 

3-14. 教育・研修 

人的資源は、あらゆる活動の成功の鍵であるとの認識の下で、職員全体の能力向上、特

に管理職のマネージメント能力の開発に力を注ぐ。 

3-15. 協力（パートナーシップ） 

いわゆる、J/V である。協力プロジェクトの実現、鉱業に係る情報・経験の交流、貿易

の拡大に向けて、協力関係が強化される。政府は、一連の措置により、調査から加工まで

の、鉱業プロジェクトの展開のあらゆる段階でパートナーシップ導入の優先的実施を図る。 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 鉱業法 

モロッコは、近代的な鉱業活動法規を定めた 初の国の一つである。1907 年に 初の鉱

業法案が作成され、1914 年には鉱業法を載せた王命が発布されている。鉱業法の全文（訳

文）を巻末資料に付す。 

当鉱業法は、鉱業活動の発展に伴い、恒常的な適合化を旨に、数回に亘り（特に、1923、

1929、1951）改訂された。 

鉱業所有権制度、ならびに鉱業事業者の権利と義務を定める現行の鉱業法は、1951 年 4

月 16 日付王命で公布された。その後、数度改正され、特に 1958 年には、作業の監督・指

導に関する行政の役割が強化された。 

現在、鉱業法改正案が策定され、政府官房長官に提出済みである。当改正案骨子は、鉱

業戦略軸で展開される。改正が予想される鉱業法の根幹となる原則はつぎのとおりである。 

・鉱物資源は、鉱山と採石場に分類される； 

・鉱山は 8種類に分類され、国有地を形成する； 

・採石場の産出物は、土地所有権の一部を成す； 

・鉱業権は、政府占有である燐鉱石を除き、鉱業権登記証書を以って公共ないし民間の事

業者に譲渡される。鉱業権は、申請順位により獲得され、土地所有権とは異なる不動産

権利を形成する； 

・鉱山開発は、商業活動と見なされ、鉱床合理的開発を目的に設定された規則の遵守を条

件に、自由企業原則に則り管理される； 

・鉱業権登記証書は、鉱山行政当局により、第 8種を除く全種類を対象に 4km 四方の区画

を単位として発行される（第 8種は 1km 四方）。 初に交付される証書が、探査許可証と

なり、開発権ないし譲渡許可証に変更可能。探査許可証の有効期間は 7年、開発許可証

は 28 年、譲渡許可証は 75 年； 

・許可証取得者は、作業計画に則り、鉱山行政当局の監督下に作業を実施する。さもなけ

れば、その権利を剥奪される； 

・許可証取得者は、その作業の進展に必要な土地の一時的占有許可を取得可能； 
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・自営開発業者（Tafilalet 及び Figuig の鉛・亜鉛・重晶石鉱山地域）、及び Habous の慣

習法により管理される鉱床は、鉱業法の適用除外。 

現行鉱業法の奨励措置としてはつぎが挙げられている。 

 

申請順位：探査許可証は、鉱山行政当局への申請書の提出順位に基づき取得、例外は：政

府占有物である燐鉱石；第 1種及び第 7種許可証（固形燃料物及び放射性物質）の発行は、

申請者の技術的・財政的能力に条件付けられる。 

再発行優先権：許可証取得者が、発見した鉱床を、景気、技術的制約、あるいはｲﾝﾌﾗ未整

備を原因として開発できなかった場合、更新探査許可証ないし開発許可証が有効期限を過

ぎても、1 百万ﾃﾞｨﾙﾊﾑを超える投資を行っていれば、再発行優先権を有す。その際、他の

人物から許可証発行申請が提出された場合、前取得者は、競争相手の提出する作業と同規

模の作業実施への同意を条件に、優先権を保持する。開発許可証（炭化水素に関しては存

在せず）は、更新探査許可証取得者にしか発行されない。鉱業法は、許可証取得者に対し

て、商品加工に際して許可証と同様の構成（面積・同種類の鉱物）を保障する（探査許可

証から開発許可証、開発許可証から譲渡許可証）。 

自動的発行：法条項の遵守を条件に、許可証は、取得者の要求に応じて何回でも自動的に

更新可能。次のﾌﾟﾛｾｽによる：探査許可証－3年間有効、更新後 4年間有効；開発許可証－

探査許可証から開発許可証へ転換後、3回更新可能（各 4年間有効）、その後は開発許可証

の特例更新可能（ 長12年間有効）；譲渡－開発許可証から譲渡権への転換（75年間有効）、

その後 25 年間の更新可能。 終的に、譲渡許可証の有効期限は 1世紀以上とする。 

集合的許可証の概念：探査許可証取得者に対して、比較的広範囲な地域での活動を要する

探査技術の利用を可能にするために、目標に匹敵する面積内での探査許可証の集合化が可

能。その際、集合的許可証は一つの鉱業区域と見なされ、一つの作業計画で済む。取得者

は、直接に 25000ha まで累積する権利を有し、それ以上の拡張は首相令による。 

探査活動産物に対する自由裁量権の認可：投資家に対して、探査活動支出への充当のため

に、探査活動産物の自由裁量権認可が可能。 

例外的開発許可：探査期間中に鉱床発見の場合、探査許可証取得者は、例外的に有効期間

の終了を待たずに当許可証を開発許可証に転換可能。 

投資家権利保障：投資家の安全を 大限に保障すべく、モロッコ鉱業法は、許可証取得者

の権利に不動産的性格を付与して、その権利を強化する。鉱山は政府所有であり、政府が

譲る探査・開発・譲渡権は、無期限の不動産権を形成し、その取得者に対して、不動産で

享受する権利に等しい実権を与える。探査・開発・譲渡許可証は、土地所有権保存所に登

記され、その取得者に、鉱業権発行により登録された所有権に付随する特権を与える。鉱

業法により、活動継続不能に陥った鉱業事業者は、鉱業権の第三者への移譲ないしは転貸

が可能。鉱業法は、鉱業権を土地所有権とは異なる権利として定義するが、取得者はその

許可証対象地域内で活動実施に必要な土地の占有権を有す。この占有は、取得者と土地所
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有者との間の合意に基づくか、裁判所の定める補償金支払の上、鉱山行政所管省の省令に

よる認可の対象となる。 

鉱山開発に関する一般規則（1938/2/18 日付、及び 1939/7/4 日付政令） 

鉱業法に付随して、各種法令が定められている。これらの法令は、種々の鉱山施設工事、

ならびに鉱山開発関連機材・工程利用に適用される技術基準と労働条件を定めるものであ

る。内容は下記に係る： 

・電気設備を含む坑外施設；地表に通じる縦坑・横坑、坑内縦坑；傾斜面；坑道内鉱石運

搬；機械・接続ｹｰﾌﾞﾙ；坑内作業；換気；照明；爆発物使用；坑内火災；坑内作業での電

気使用、特に固定及び可動配線・機械室・配電・変電設備・配電盤・電動牽引・電気発

破・絶縁・測定・確認・点検；坑内衛生；図面類・台帳類；作業開始・終了；坑外作業。 

燃料資源鉱山については下記補足措置を追加している。 

光源・電気設備絶縁・坑内爆発性ｶﾞｽ対策保安機器；坑内火災対策・有害ｶﾞｽ瞬時排出；

塵埃対策；安全ﾗﾝﾌﾟ使用規定；爆発性ｶﾞｽ・塵埃性鉱山での爆発物使用規定；爆発性ｶﾞｽ・

塵埃性鉱山での電気設備規定。 

鉱業に関連する環境関係規則 

鉱物の開発・加工は、液体・固体・気体の廃棄物を生むとしている。 

鉱業・鉱業関連部門の様々な公共・民間事業体は、行政と協力して、一連の法規的・行

政的・技術的措置を講じ、環境保護に努める。 

環境保護規則としては： 

・危険・非衛生・不快施設規制に関する 1914/8/25 日付王令は、鉱山開発許可は、一般の

利益のために、あらゆる種類の事故の防止、有害な臭気・排出物等の非衛生原因の削減、

水汚染防止、一般に建設・操業で遵守されるべき衛生・安全対策全体の実施のための規

制の対象となることを定める； 

・1935/2/12 日付公共事業局長通達は、鉱石洗浄や金属残留物の河川への排出前の浮遊物

沈降を義務付ける； 

・1951/4/16 日付鉱業規則は、治安、労働者の安全・衛生・住居確保・職業訓練、鉱山保

全、鉱床の有効活用、資源保護、公道、及び坑外施設等の面での鉱床探査・鉱山開発事

業の行政による監督を定める； 

鉱山局は、環境保護のために： 

・鉱業関連施設の環境事業監視のための中央・地方ﾚﾍﾞﾙ行政機関を擁し； 

・鉱業関連施設の、周辺環境に有害なあらゆる物質の廃棄を禁じるとともに、環境保護の

ための装置・技術的措置の施行を指導する。 

鉱山労働者の社会的権利と労働者規定 

労働監督： 鉱山活動の特殊性に鑑み、鉱山の労働監督活動は、エネルギー鉱山省の技師の

任務とする（労働規則に関する 1947/7/2 日付王令）。 

鉱山労働者規定：鉱山企業職員、いわゆる鉱山労働者に関する 1960/12/24 日付王令第
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1-60-007 号は、鉱山での労使関係に関し特別規則を設ける。過酷な労働、ならびに隔離状

況を特徴とする鉱山開発事業は、特有の職員規定を要求する。現行の労働者規定は、職員

の階級と給与条件を定め、職員代表が職務委員会構成員となる。さらに、鉱山行政当局を

補佐する安全委員が選出される。また、全鉱山企業に対して、給与合計額 1%の企業間職員

研修費用計上、鉱業界の職業訓練への貢献を義務付ける。 

労働規則（鉱山労働者規定適用外の鉱山） 

鉱山労働者規定適用外の鉱山には、他産業同様に下記の規則が適用される。 

労働法：当法は、商工業施設内の労働の様々な側面を扱い、職員採用・正規採用・解雇・

規律・報酬・女子労働・休暇・勤怠・職員代表権等に関する労使関係を定める。また、仕

事場の健全性・保守、幾つかの作業実施上で採るべき措置、危険を伴う機械の操作、水・

薬品補給、遠隔地での住居保障等を定める。 

労働災害・職業病の予防と補償：1927/6/25 日付王令に則り、雇用者は被雇用者が蒙る

労働災害に責任を有す。当法は、申告様式・一時休業中の手当制度・恒久的就労不能ない

し死亡時の補償手続等を定める。1943/5/31 日付王令は、雇用者責任・病気補償に関する

条項の適用を労働災害から職業病に拡大。1968 年から一連の政令・通達により肺病に関す

る特別措置が適用、特に 1968/11/20 日付政令は、疾病予防特別措置を定め、肺病の危険に

労働者が晒される作業の一覧を規定、申告手続・健康診断の簡素化、特に医療診断のため

の医師団を設置。さらに、1956/7/18 及び 1970/7/22 日付政令により、ﾏﾝｶﾞﾝ中毒及び鉛中

毒のための措置が取られ、これらの疾病の危険に職員が恒常的に晒される施設に適用され

る予防・衛生規則を定める。 

産業医学：産業医療ｻｰﾋﾞｽ制度に関する 1957/7/8 日付王令により定められる。50 名以上

雇用及び職業病の危険がある全施設に対して義務付け。1959、1962、1965、1970 の各年に、

産業医学の予防任務強化のために改正。 

爆発物、圧力（汽かん）関連規則 

民用爆発物の製造・輸送・貯蔵・販売・使用の規制は、1914 年から 1954 年にかけて採

択された一連の法令に基づく。 近の主要な改正点： 

・全ての爆発物・火薬製品、ならびに全ての発火方法へ適用範囲を拡大；書類審査期間の

短縮、一般に手続簡素化；爆発物製品分類；民用爆発物・発火装置の製造・貯蔵場所の

隔離条件・距離の決定；民用爆発物・発火装置の輸出入手続；民用爆発物・発火装置の

販売形態・条件。 

圧力（汽かん）関係設備規則：蒸気圧力機器は、1953 年から 1993 年にかけて採択され

た一連の法令によって規制の対象となっている。現在進められている改正作業の背景は、

つぎの理由からである。 

・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店、ﾎﾃﾙ、学校・医療施設に設置された規則適用外のﾎﾞｲﾗｰ等の蒸気圧力機器の事

故の危険性；設計・製造工程、使用条件、及び検査技術（非破壊試験等）に導入された

近の技術革新；現行法は、行政と圧力機器試験・検査機関との関係を規定しない。 
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5. 鉱業関係機関 

5-1. 国家機関、公団、公社 

5-1-1. エネルギー鉱山省 

直接のカウンターパート機関となる鉱山探査投資公社（Bureau de Recherches et de 

Particiations Mionieres : BRPM）を監督する上位機関が、エネルギー鉱山省（Ministre de 

l’Energie et des Mines）である。 

省における所管業務はつぎのとおりである。 

1) 鉱業権管理、 

2) 鉱山・石油精製施設・水力火力発電所の業務と保安監督、 

3) 鉱山・石油・石炭の輸出入許可、 

4) 鉱山・鉱山関連部門・石油精製部門・原子力及び新エネルギーの技術開発、 

5) 地質図譜句作成、 

6) 基礎地質、鉱床、リモートセンシング調査研究（の監督） 

7) 自然史博物館の運営 

8) 職業訓練 

9) 及び、監督下にある公社の運営、監督、指導 

5-1-2. モロッコ鉱山探査投資公社 

（Bureau de Recherches et de Particiations Mionieres : BRPM、以下 BRPM と表記） 

 BRPM は、モロッコの地下鉱物資源の探査と開発促進を目的として、勅命にて 1928 年に

設立された由緒ある組織である。鉱床探査の実施と鉱山企業に対する技術支援を使命とし

ている。BRPM は国内、海外の企業との合意や契約締結によっての活動も許されている。BRPM

は首相を議長とする取締役会と、エネルギー鉱山相を議長とする管理委員会によって運営

されている。したがって、BRPM はエネルギー鉱山省の行政的な監督下にあり、法人的性格

を持ち、財務的にも独立した公的企業である。資源開発協力基礎調査を実施する場合の実

質的なカウンターパート組織は、BRPM の探査局となる。  

1) 業務内容：リン鉱石、炭化水素以外の鉱物の研究、探査、開発、稼行を行い、鉱

山の探査と開発を行おうとする第三者（含む外国企業）への支援と投資、並びに、

これらの目的に必要な商業的、工業的、財務的な支援を実施する。（勅令第 3条に

よる） 

2) 人員：勅任官が 2名（総裁、副総裁）、技師及び同等資格保有者約 150 名、技術者・

事務職員約 220 名、秘書、運転手、補助職 200 名。 

3) 直接的な業務内容： 

BRPM の探査局の業務範囲は、つぎのとおりである。 

・ 探査：鉱物探査、地質調査、物理探査、地化学探査、測量、地質図・鉱床地質

図の作成、 

鉱床評価。 
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・ 鉱物試験：鉱物化学分析、地化学と有機分析（ICP、原子吸光、蛍光 X線、湿式

分析、 

前処理を含む） 

・ F/S と鉱業プロジェクト：探鉱地の F/S と鉱業プロジェクト実現のための技術

的、経済的なアプローチとエンジニアリング。鉱業に係わる工事。鉱山操業、

露天掘り採掘場での技術支援。 

・ 試錐と探鉱作業：鉱山用試錐機を保有し試錐探鉱。坑道探鉱（縦坑、トレン

チ、水平坑道、斜坑掘削、作業道建設） 

4) 投資会社としての合弁による鉱業活動 

1989 年から開始された民営化促進政策により、下記の投資会社が民営化対象となり政

府保有株の移管が進行中である。 

          政府出資の鉱山会社（１） 

企業名 資本金（千 DH） 政府保有率（%） 鉱物 

SMI 96,770 67 銀 

SACEM 24,000 42.99 ﾏﾝｶﾞﾝ 

SOMIFER 88,888 34.2 銅 

CTT 2,685 40 ｺﾊﾞﾙﾄ 

SAMINE 26,000 35 蛍石 

FONDERIE PZ 23,000 26 ﾒﾀﾙ鉛 

 

民営化プロセスは、鉱山企業（SMI、SOMIFER、SAMINE、CTT、SFPZ）の政府保有資本の譲

渡の形態をとる。SACEM 民営化は、現在 終段階にある。他企業への政府保有資本も同様

に譲渡された。 

           政府出資の鉱山会社（２） 

企業名 資本金（千 DH） 政府保有率（%） 鉱物 

SSM 18,600 100 岩塩 

SCS 6,429 50 海塩 

COMABAR 11,605 45 重晶石・ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 

  

 

SMI :イミテール精練社 (Societe Metallurgique d’Imiter) 

CGM :ゲエマサ鉱業社 (Compagnie Miniere de Guemmassa ) 

SOMIFER :ブーカフェール鉱業社 (Societe Miniere de Bougafer ) 

CTT :ティフヌート・ティラニミン社 (Compagnie Tifnout Tiranimine) 
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SAMINE :鉱業請負社 (Societe Anoyme d’Entreprises Minieres ) 

SASEM :王国鉱山調査会社 (Societe Anonyme Cherifienne d’Etudes 

Minieres ) 

PZ :ゼリッジャ鉛精練社 (Societe des Fonderies de Plomb de Zellidja 

Z) 

SODECAT :アンチアトラス銅開発社 (Societe de Developpement du Cuivre 

de l’Anti - Atlas ) 

COMABAR :モロッコ・バライト社 (Compagnie Marocaine des Barytes ) 

CdM :モロッコ石炭社 (Carbonnages du Maroc ) 

SEFERIF :リフ鉱山開発社 (Societe d’Exploition des Mines du Rif) 

SSM :モハメディア塩業社 (Societe de Sel de Mohammedia ) 

SCS :王国塩業社 (Societe Chrifienne des Sels ) 

 

以上の民間鉱山会社（一部、王室資本入る）の運営する鉱業活動と地質鉱床については、

平成 7年度の JMEC プロジェクト選定調査報告書に詳しい。 近、ONA グループに持ち株会

社として MANAGEM 社が設立され、この会社を軸に、民間会社の一部に BRPM も加わっての新

たな資本関係が構築された。この資本関係を図３－８に示す。BRPM との出資関係、民会会

社間の資本関係については、こちらを参照されたい。現在、モロッコ側からの発表によれ

ば下記の民営化に係わるプロジェクトが進行中とされており、その民営化の状況も記され

ている。また、諸外国との援助契約、探査契約、協力協定がなされている。 

○ BRPM から譲渡手続中のプロジェクト 

・ Zgounder 銀プロジェクト 

・ Jbel Mehdi 方解石プロジェクト。 

○ BRPM が将来譲渡すべきプロジェクト 

・ Dar Chaoui 珪砂プロジェクト 

・ Azegour タングステン･プロジェクト 

・ Sidi Bou Othmane 紅柱石プロジェクト 

・ Achmmach 錫･プロジェクト。 

○ 開発中で譲渡済みのプロジェクト 

・ Iourirn・Akka Est Angarf プロジェクト（開発中の鉱床の拡張）は MANAGEM

社（ONA グループの鉱山ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ）に 70%譲渡。 

・ Draa Sfar プロジェクト（多金属）CGM 社に譲渡 

・ Igoudrane プロジェクト（銀）は SMI 社に譲渡。 

・ Boumadine プロジェクト（多金属）は CMG 社に譲渡。 

・ Afrah プロジェクト（ベントナイト）は TOLSA 社に譲渡。 

・ ジルコン･プロジェクトは AMINSA 社に譲渡。 
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○ BRPM が交わした探査契約： 

・ 多金属鉱物：1984 年に CMG 社（ONA 子会社）、1994 年に Outokumpo 社（フ

ィンランド）。 

・ 雲母・粘土：1998 年に AMINSA 社（スペイン）。 

・ ジルコン：1998 年に AMINSA 社（スペイン）。 

・ 銅：1998 年に Odyssey 社（カナダ）。 

・ 粘土：2000 年に Caolino Panciera 社（ｲﾀﾘｱ）。 

・ 貴金属：2000 年に NAVEN 社（スペイン）。 

・ ベースメタル：2001 年に METALES HISPANA 社（スペイン）。 

 

○ 鉱物資源探査に関する協力議定書： 

・ 1998 年に JICA。 

・ 1998 年にﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ CBPM 社（Centrum Badawczo Projektowe Miedzi）。 

・ 2000 年にｲﾗﾝ IRAN ITOK 社。 

・ 2000 年にスペインのﾏﾄﾞﾘｯﾄﾞ工科大学 UPM。 

 

現在、BRPM は、探査・調査のあらゆる段階でのパートナーシップを模索しながら、その

主要任務である鉱床探査・鉱業振興への活動を収斂し、支出、特に調査活動費の合理化を

図ることを目標としている。その指針の下で、BRPM 保有の鉱業資産に関しては、直接交渉、

ないし入札呼掛けによる国内外のパートナーへの譲渡を継続するとしている。 

5-1-3. BRPM 以外の公社 

1) OCP（Office Cherifien des Phosphates） 

：「シェリフィアンリン公社」（「王室リン鉱石公社」とも呼称される。） 

1920 年設立。リン鉱石探査・開発・商品加工に関して独占的な事業を行う大組織の専売

公社。人員は総勢約 30,000 名。リン鉱石の採掘とリン酸肥料生産、リンに係わる化学鉱業、

輸出販売を手がけている公社である。近年、リン鉱石、リン製品の世界市場おけるモロッ

コの地位の強化を目的として盛んに海外企業との提携を行っている。1995 年以降の OCP の

動きはつぎのとおりである。 

・1995 年 6 月に、OCP とベルギーｰ Prayon 社とのジョイントベンチャーで、Jorf Lasfar12

万トン純化リン酸製造工場プロジェクト推進のために、Emaphos 社を設立。1998 年 1 月

にプロジェクト開始。 

・1996 年 12 月に、独 CFB 社（Chemische Fabrik Budenheim）は、Emphos 社資本の 20%を

獲得し、少なくとも 25 年間にわたる同社から 7万トンの純化リン酸購入の契約を締結。 

・1996 年に中国 CNCC 社と、年間 48 万トンの DAP 製造工場のジョイントベンチャーによる

実現に向けた F/S に関する議定書を署名。 

 



 

- 24 - モロッコ 

・1997 年 1 月から 6 年間にわたり仏 Grande Paroisse 社向けに 18.5 万トンのリン酸製造

のためにリン鉱石 60 万トンを供給する OCP－Grande Paroisse 合意が開始。残余分は OCP

が欧州で商品化。 

・1997 年 3 月に OCP グループと印 BIRLA 社との間で、Jorf Lasfar リン酸製造工場建設に

関するパートナーシップ合意を署名。当工場は 1999 年に操業開始。 

1996 年に OCP グループとﾊﾟｷｽﾀﾝ ANFIL 社（Al Noor Fertiliser Industries Ltd.）との

間で、ﾊﾟｷｽﾀﾝに、DAP1300 トン・尿素 1200 トン・ｱﾝﾓﾆｱ 955 トンの日産能力を有す肥料工

場建設に関するパートナーシップ合意に署名。当プロジェクト実現への OCP の資本参加

（10%）により、プロジェクト向けのリン酸需要（20 万トン超）を完全にｶﾊﾞｰするための

地歩固めを行うとしている。 

2) CADETAF（Centre de Developpement Economique de la Region Miniere de Tafilalet 

et Fuguig） 

：「タフィレット・フィギッグ鉱山地域経済センター」 

 1960 年設立。Talilalet 及び Figuig 地方に於ける鉛・亜鉛・重晶石の自営小規模鉱山に

よる開発の促進を任務とし、鉱山自営業者に対する技術的・商業的・社会的支援を行う。

CADETAF は組合組織の形態を取っているが、省の予算で運営されており、開発希望者への

採掘範囲の指定、機械類の貸与、精鉱の売買、採掘・保安管理業務を行っている。運営の

目的は、個人ベースの小規模採掘を管理するものであるが、探査、開発がある程度早の規

模となり採掘業者と折り合いがつけば、鉱業権者として認め鉱区を与える。昨今は、金属

価格下落から採掘業者が減少傾向といわれている。Tafilal と Figuig 地方の小規模自営鉱

山開発業者専用地区に対して、自営業者の既得権を保護しながら、鉱業規則の適用を図る、

小規模自営鉱山開発再編成計画が進行中とのことである。 

3) CDER（Centre de Developpement de l’Energie Renouverable） 

：「再生可能エネルギー開発センター」 

マラケシュに本部を置きシンエネルギー開発、研究、実験を行う組織である。特に太陽

エネルギー利用の揚水ポンプを開発している。 

4) ONAREP（Office National de Recherche et Exploitation Petroliere ） 

：「石油探査開発公社」 

日本で言うならば、石油公団である。石油、炭化水素資源の探査開発を行う。総裁、副

総裁の 2名が勅任官である。従業員は技術系、事務系、補助員を含み約 760 名である。現

在、ONAREP と BRPM との合併が検討されている。 近、マレーシア企業とオフショアでの

石油探査に着手した、と報道された。 

5) SMT（Societe Miniere de Touissit）:ツイシット鉱業 

モロッコ東部でアルプス型鉛・亜鉛鉱床を採掘している。資本金は 99 百万 DH。社員総

数は 640 名。鉛粗鉱 465,000 トン/年（金属量 51,779 トン）、銅粗鉱 18,600 トン/年（金

属銅 262 トン）を生産。（1992 現在） 
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6) ONA（Omnium Nord African）:北アフリカ総業 

王国特有の会社形態である。モロッコ・ユダヤ系資本が運営するコンツェルンで王室関

係者が経営権を握っている。総業商社的な性格も有する。取り扱い分野は、砂糖、ミルク、

鮮魚加工品（缶詰）、野菜といった食品関係、自動車販売等であり、都市部では、独占的に

スーパーマーケットの経営を行っている。鉱業関係の売り上げは、5～8％ある。BRPM とは

1996 年にイウリン金鉱床の探査開発に関する契約交渉が行われていた。現在の状態は不明。

ONA の年間総売上は、21,782 百万 DH（約 18 億ドル）。従業員総数は 17,800 名である。 

Hajar 鉱山を運営する CGM（グエマサ鉱業）は、この ONA コンツェルンが組織するホルデ

ィング・カンパニー、「MANAGEM」の傘下に入っている。「MANAGEM」は、CGM 社全株式の 71%

を所有している（BRPMは23%保有）。MANAGEMは他に下記の会社の持ち株会社となっている。 

・Akka Gold Mining（ONA70%、BRPM30%） 

・TECHSUB：ボーリング探鉱（施工）会社  

・REMINEX：エンジニアリング、分析、探査、物探、プラント、プロジェクト・マネ

ージメント、コバルト廃滓処理の生産  

・CMBA：銅、コバルト生産会社 

・SAMINE：蛍石採掘会社 

他に、SOMIFER SEMAFO 等に出資。MAGEM 社による資本支配関係を図３－８に示す。 

 

職業団体 

鉱業分野での職業関係団体として、全国鉱業連合会（FDIM）が活動している。 

 

6. 投資環境 

6-1. 投資法、租税法 

投資奨励のための政府活動の基本的目標は、「投資法」である基本法第 18-95 号に定めら

れる。当法に盛られた主要措置は、投資環境・条件の改善による投資の開発と拡大、優遇

税制の範囲の見直し、及び投資奨励措置の施行を旨とする。これらの措置は、税負担と税

率の軽減、地方開発促進のための優遇税制の認可、投資家に認められる保証の強化、ｵﾌｼｮ

ｱ-金融市場及び免税地区の奨励、及び税負担の 適配分をめざす。これらの措置を以下に

まとめる。 

6-2. 関税： 

・輸入税は 2.5％から 10％の幅がある。詳細は関税率表に記載されている。 

・関税率表に記載されている製品の特別輸入税は免除される。 

・輸入関税は 2.5%未満にはならない； 

・設備財・機材・工具類、及びその一部・交換部品・付属装置には： 低 2.5%従価から

高 10%従価に含まれる輸入関税適用；国家経済への利益に鑑み、輸入課徴金（PFI）免除。 

 



 

- 26 - モロッコ 

設備財・機材・工具類について： 

固定資産として計上されれば、国内及び輸入 TVA 免除； 

TVA 法規に則り削減可能； 

納税義務企業が支払った場合には償還の権利を享受。 

6-3. 登録料： 

長 24 ヶ月以内に計画着手を条件に土地購入行為登録手数料を免除； 

2.5%の登録手数料を課税するｹｰｽ：1)分譲譲渡用の土地購入；2)建設用地購入；3)

法人・個人による 2)により建設した建物の新規購入、信用機関及び保険会社を除

く； 

設立企業への出資ないし増資は、0.5%の登録手数料を課税。 

6-4. 法人税（IS）と一般所得税（IGR）： 

法人税：35％ 

 一般所得税：－ 高 44％ 

・輸出会社に関しては、 初の５年は税が免除される。その期間を過ぎると税の 50％が免

除される。 
経済特別区域に設営された企業、及び手工芸関連企業は、業務開始から５年間は法人税、

及び一般所税の 50％が免除される。この特典は、現行法に則った規則的な帳簿記入を条件

とする。 

6-5. 減価償却： 

設備財に関しては、減価償却に係る法人税・一般所得税規則に記された措置が 10 年間に

亘り適用される。 

6-6. 引当金： 

法人税、一般所得税規則に従って計上された投資引当金及び探査必要経費（PRG－1.2.3.2

参照）は、控除対象経費と見なされる。ただし、2 つの引当金は累積できない。その目的

に添って支出された上記引当金は、「投資引当金」と称する引当金勘定に転記され、資本組

入れないしは前期会計赤字補填としてしか使用されない。 

6-7. 政府負担の支出： 

大規模な投資計画を有す企業は、政府と下記を内容とする個別契約を締結し得る。 

・金額（2億 DH）；創出する完全雇用（250 名）；1998/6/30 日付政令第 2-98-520 号に記載

の地方での活動；技術移転を保証；環境保護への貢献。 

上記以外の特典として、部分的免除がある： 

・投資実現に必要な土地の購入支出の 20%まで；外部ｲﾝﾌﾗ施設支出の投資計画総額 5%まで；

職員研修費の 20%まで。 

投資家支援：投資法は、投資家の受入・助言・情報提供・支援、ならびに投資促進を任

務とする行政機関の設置を想定する。 
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6-8. 行政手続簡略化：投資実現に向けた行政認可申請は、当該行政当局から 60 日間以上

に亘り回答のない場合、認可されたと見なされる。 

6-9. 登記税： 

・投資プロジェクトの為の土地購入（２４ヶ月以内に開始）に関する登記税は免除される。 

・分譲開発、及び建物建設のための土地購入に関する登記税は、2.5％以内で課せられる。 

・各目資本形成、或いは増資の場合、登記税率は 0.5％以内である。 

6-10. 国民連帯への参加 

・国民連帯参加税は免除される。 

・法人税免除の対象となる所得は、国民連帯の参加免除の代わりに通常支払うべき法人税

額の 25％に当たる貢献をする必要がある。 

6-11. 減価償却 

設備品に対し適用される。 

6-12. 法人税、及び一般所得税に関する投資用準備金 

備品、資材、設備など投資実現のために利益の 20％を限度として設けた準備金は、投資

額の 30％を限度として税免除の対象として考慮される。 

6-13. 不動産売買利益に関する税 

社会福祉的住宅の建設の不動産税は免除となる。 

6-14. 事業税 

企業の貿易活動開始から５年間は事業税が免除となる。 

6-15. 都市税 

ビルの建築、増築、及び建築設備に対する都市税は５年間免除となる。 

探査に関わる税法（PRG） 

全ての鉱山企業は、事業収益税・法人税非課税の「探査必要経費」引当金を、総売上の

30%を限度として課税収益の 50%まで計上が可能。 

当引当金の 20%は増資に、80%は探査活動に充当される。引当金の増資分は、各会計年度

終了時に義務的に計上され、会計年度終了後 10 ヶ月を期限に、12 ヶ月国債引受けに使用

される。 

探査必要経費の 80%は、その計上年度に続く 5年間以内に下記目的で使用される。 

・調査、建設工事、設備・技術調達の実施等、一般に次の項目に必要な業務の実現：既存

ないし未確認の鉱床に対する調査・探査活動；採掘鉱石からの金属採収率の向上；

鉱物加工；鉱山・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・物理探査・鉱石選鉱液に関する機械の製造。 

・鉱山・鉱石加工・鉱山機械製造・ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・物理探査・選鉱液関連企業に対する資本参加。

鉱山機械製造ないし鉱業関連企業資本参加のための PRG 利用は、次の条件に従属さ

れる：引当金の 大限の計上；既存ないし未確認の鉱床の調査・探査に引当金の

50%以上の充当。PRG による税軽減の仕組は次の通り。 
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・会計年度終了時に計上された引当金が、終了後 5年以内に上記用途のために使用された

場合、免税措置が取られ、相当額が引当金勘定に転送され得る； 

・期間後に引当金が使われなかった場合、全額ないし部分的に 5年期限を迎えた会計年度

の課税対象収益として計上される； 

使用と見なされ引当金勘定に転送された PRG 分に関して、当該勘定に計上された金額は、

増資ないし繰越赤字補填にしか充当され得ない。PRG 充当の工事の全体は、規則に従い償

還される。 

6-16. 治安状況 

紛争と騒乱に関する情報 

・アラブ世界の中で政治・経済自由化のモデルとされるモロッコは、1999 年 6 月に王位を

継承したモハメド 6世とそのアドバイザー達が政治権力のほとんどを握っているが、政

治の自由化を推し進めている。 

・2000 年 12 月に、イスラム教徒の学生がラバト南部のモハメディアキャンパスで警察と

衝突し、22 人が 1年の禁固刑に処せられた。 

・9 月 11 日のアメリカ同時多発テロ後、イスラム指導者 Yacine 氏が、モロッコ人イスラ

ム教徒に向けて、イスラムとアフガンのイスラム同胞への戦争遂行に反対する平和的な

デモへの一丸となった参加を呼びかけたが、政府により行進が禁止された。 

・また、イムラム牧師の主流派が、ラバト大聖堂でのキリスト教会の礼拝に大臣を派遣し

たことに対して政府を激しく非難した。 

・デモ、抗議運動は、政府施設、公共施設、ビジネスオフィスで頻繁に起こっているが、

暴力的になることはほとんどない。 

・1991 年に、西サハラの独立を問う国民投票を実施することで、モロッコとポリサリオ戦

線間に停戦が合意され、現在まで停戦が保たれている。 

・2001 年 6 月に、国連がモロッコ統治下での自治制を提案したが、ポリサリオ戦線はこれ

を拒した。しかし、ポリサリオ戦線の支援者であるアルジェリアは、西側諸国との政治

的友好関係を築きたいために、同戦線が軍事行動を起こすことを支援せず。 

・組織的犯罪のほとんどは同国北部で発生しており、麻薬売買とヨーロッパへの不法移民

に関係したものである。 

ラバト 

首都であることから、人権活動家、イスラム教徒及びサラウィ族（西サハラの種族）に

よる政治的デモに加えて、労働組合と失業者による経済的な抗議運動が多く起こっている。

イスラム運動家達がアフガニスタンでのアメリカ主導の軍事活動に反対する大規模な抗議

運動を組織する可能性はあるが、暴力的になる可能性は低い。モスクへは近づかず、ロー

プロファイルを心がける。 
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マラケシュ 

わずかな数の抗議運動家が存在し、これらはマラケシュ大学のイスラム教徒及びサラウ

ィ族学生に集中している。2000年5月に、サラウィ族学生による抗議運動が起こっている。 

一般犯罪 

・軽犯罪（強盗、引ったくり）がすべての都市で問題となっており、いかなる時にも注意

を怠らない。 

・北部地域は大麻が主要な生産物であり、旅行者は誘われる可能性があるの注意が必要で

ある。 

・暴行、強盗、強姦が報告されている。都市中央外縁の貧民街には近づかないこととする。 

・faux guide と呼ばれる非公式ガイドが、土産物屋、ホテルへの勧誘を行いトラブルとな

る事例が多い。 

6-17. その他 

2000 年 10 月の米、WTC のテロに対しての政府公式見解は、テロ撲滅、米国の姿勢への協

調を表明しているものの、イスラム教を主とした国家だけに国民の底辺層にくすぶりはあ

るようだ。モロッコ系フランス人のテロ関連容疑での逮捕などが起こっている。モロッコ

人を交えた席での宗教、政治関係の談義は避けるのが望ましい。有料の高速道路の他、国

道はよく整備されている。モロッコ人気質ともいわれるが、スピードの出し過ぎの傾向、

無理な追い越しなどが散見される。近年、交通事故が原因で 3,500 人/年の死者が出ている。

また、スピードの出し過ぎと居眠り運転にようるものであろうが、大型トラックの事故が

各地で多発している。モロッコ人運転手への適切でうるさいくらいの指導が必要である。

近の傾向として都市部、ラバト、カサブランカ等で高級車、四輪駆動車を狙った車両盗

難が頻発しているという。 

外国からの軍の駐留状況であるが、モロッコ国内には米軍、英軍、NATO 軍の基地は存在

しない。近隣のジブラルタルに英軍基地、スペインのセウタ島、メリヤ島にスペイン軍基

地が存在する。  

6-18. インフラトラクチャー 

モロッコはインフラトラクチャーの整備に主力を注いでいる。GNP の約 7％がこの分野に

投資されている。一方、民営化の一環として、モロッコ政府は民間部門にプロジェクトを

移管中で、実際、民間は重要なインフラ工事の金融面及び管理面等に進出している。 

工業団地(Industrial Parks)に関して、公共団体による商業インフラの整備に力を注い

でいる。モロッコには 70 の工業地帯があり、そのうち 36 は既に整備されている(1535 ヘ

クタール、4880 区画)。34 の工業団地は現在整備中である(1863 ヘクタール、5314 区画)。

工業団地が一層国際基準に見合うものとなるように、民間部門が整備、振興、管理等の業

務に携わる様になっていることが、注目に値するであろう。現在、タンジールにおいて、

345 ヘクタールの輸出向免税区域がタンジール・フリーゾーン・カンパニーによって整備

された。この区域内に 1,900 以上の新会社の誘致、20 億ドル以上の投資、そして 25 億ド
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ルの輸出が期待されている。 

自由化、外資導入促進の面におけるインフラトラクチャー整備は、1994 年以来、改革、

自由化対策として下記が施行されている： 

・電力製造プロジェクトの資金調達の為の国内と海外からの投資を誘う。 

・国土全体の電力の普及。 

議会は石油部門の組織の充実化、及び促進の為に、水力発電に関する法律を認め、多く

の多国籍企業（シェル、トータル、モービル等）がモロッコに投資した。同様に、SAMIR

などの石油生成会社が民営化され証券市場において高値をつけている。 

6-18-1. 道路 

モロッコの道路は全長57,521 km以上であり、旅行者の交通移動の95％、物品運搬の80％

をカバーしている。ハイウェイの建設は確実に進展しており、既に 379km のハイウェイが

機能し、2010 年までには 1,500km が完成の予定である。これと合わせて国内遠隔地域とを

結ぶべく 1,100km を目標とした道路建設が 1995 年に着工されている。 

6-18-2. 鉄道 

鉄道は全長 1,907km で、カサブランカ、サフィ、タンジール、ケニトラ、ショルフラス

ファル（エル・シャデイダ）、モハメデイアなどの主用都市、及び港湾都市を結んでいる。 

6-18-3. 空港 

モロッコには 11 の国際空港があり、5百万人以上の乗客が利用している。 

6-18-4. 港湾 

モロッコには 26 の港がある。内訳は、11 港が商港/漁港、9 港が漁港、6 港が小型船用

である。海岸線の全長が 3,500km であり、漁業の盛んな国でもある。実際、外国との商取

引の 98％は漁業関連であり、全漁船数が 27,970 隻との統計がある。 

6-18-5. 電力エネルギー 

電力エネルギーの需要は益々増加している。国内の消費は、地方及び都市部を合わせて

10％以上の伸びを示している。電力工業団地は 20 以上の水力、火力工場、及び発電所から

成っている。電力製造能力は、アル・ワダ・ダム水力発電所において 240 メガワットの供

給が可能である。1977 年以降、モロッコ電力公社(ONE)は民間部門による電力供給を認め

ている。将来的な水力発電量増大の可能性として、今後 5 億キロワットの電力生産を期待

している。その内訳は、40％が 20 カ所での水力発電所から生産されるとしている。燃料は

主に石油、石炭である。 

これらと平行して、現在、代替エネルギーとしての太陽エネルギー、風力エネルギー、

バイオマスエネルギーの活用を模索している。 

6-18-6. 投資状況 

重要な投資は、製造過程、輸送、流通、地方の電力化、その他、補助的設備などになさ

れてきている。モロッコの人口の 45％は、この地域に居住し村落部付近の雇用を促進し、

モロッコの社会・経済の発展に重要な役割を果たしている。国全体の電力化は遅れている。 
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1994 年の調査では、21％であった。電力化を進める為に、1996 年に始められた「包括的地

方電力化プログラム(PERG)」により、2010 年までには全土の電力化、すべての社会経済に

関係する企業の資金面での協力を求める。これまでのところ、モロッコの地方部の 32％に

電力が供給されている。電力への投資金額は、1年間に約 1億ドルである。 

 

7. 地質・鉱床概要 

モロッコは南から北に向かって、重要な構造領域が連続しているが、鉱物資源の多種・

豊富さは、この地質の多様性によるものである。西アフリカクラトンの北部をなす地帯に

始まり、アンティアトラス領域がこれに続き、先カンブリア系が古生界中に露出している。

これより北に向かい南部アトラスの地溝帯、さらに北には広大な西部及び東部古生界のメ

セタ広がり、ヘルシニア造山期の主要な特徴地形がカレドニア造山帯を覆っている。アル

プス山脈が始まり、メセタは三畳紀末期からライアス統初期に２回の大隆起作用をうけ、

高アトラス山脈と中アトラス山脈が生成した。モロッコの北部では、大アルプス山脈の延

長とみなされる Rif 山地に囲まれている。 

モロッコは、大まかにみて５つの地形区からなり、それぞれが特徴のある地質を有して

いる。５つの地形区は、西サハラ区、アンチ・アトラス区、メセタ・太平洋沿岸区、アト

ラス区、リフ区である。 

モロッコの鉱床タイプとしては、堆積性、鉱脈型、火山成堆積性鉱床、カルスト型、ミ

ッシッシッピーバレー型、高温交代鉱床、パイロ変成型鉱床、と、これもまた多様で鉱化

帯規模も多岐に亘っている。 

モロッコの地質・構造図を示す。 

 

8. 鉱山概要 

ミッシッシッピーバレー型の Touissit 鉛・亜鉛鉱山、火山性層状塊状硫化鉱床の Hajar

鉱山も生産中である。新発見の鉱床としては、Imiter の銀鉱床、潜頭鉱床である Igoudrane

銀鉱床、Khwadra の火山性層状塊状硫化鉱床などである。高品位のマンガン鉱床である

Imini 鉱山も現在、活気を呈している。 

なお、Iourirn(Akka)金鉱山は 2001 年後半に生産を開始した。 

また、コバルトは Bouazzer 鉱山から産出する。モロッコの鉱山・鉱床を次頁の図に示し

た。 
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図 7-1 地質・構造 
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 図 8-1 モロッコの鉱山・鉱床位置図 

Exploites 旧鉱山  En Exploitation 鉱床(生産)  

En Developpement et Promotion 鉱床(開発) ,1998
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9. 新規鉱山開発状況 

以下のものがある。 

Seksaoua 

会社名（権益比率）：CMS (Compagnie Miniere de Seksaoua) 

Anglo American Corporation 50% 

SNAREMA (Societe Nord Africaine de Recherches et d ’

Exploitation des Mines d’Argana) 50% 

鉱床  鉱種 ：Cu, Au, Zn 

開発の概要 ：12 世紀に開発された塊状硫化物鉱床の旧鉱山地帯を SNAREMA 社が 

再評価し、1996 年に１５０t／dの銅浮遊選鉱パイロットプラントを設置 

した。1999 年 5 月に Anglo American と JV を結成し、パイロットプラ 

ントの技術的検討と周辺探鉱を開始した。 

Draa Sfar 

会社名（権益比率）：CMG (Compagnie Miniere de Guemassa)、Omnium Nord Africa(ONA)社 

71% 

BRPM(Bureau de Recherches et de Participations Minieres)  23% 

SOMIFER(Societe Miniere de Bougafer) 6% 

鉱床  鉱種 ：Zn Pb Cu Au Ag 

発見の経緯 ：北部は 1953 年、南部は磁気異常を基に、試錐により 1966 年に発見される。 

開発の概要 ：CMG 社が属する ONA グループの REMINEX 社により、斜坑開削などの 

開発準備が進められている。選鉱所は設置せず、Hajar 鉱山に粗鉱のまま 

輸送する計画である。 

Khwadra 

会社名（権益比率）： Outokumpu 35％、REMINEX 35％、BRPM 30% 

鉱床  鉱種 ：Zn, Pb, Cu, Au, Ag 

発見の経緯 ：1997 年に行われた空中物理探査により異常値が発見され、2000 年 6 月に試

錐で塊状硫化物鉱床を発見した。 

開発の概要 ：1994 年に Outokumpu と BRGM は探鉱を開始した。2003 年現在試錐による探

査が継続中である。 

 

10. 探査状況 

 モロッコではベースメタルの探査は主に 3つのタイプの鉱床を目的として行われている。

第一に volcanogenic massive sulphide(VMS)で、中央 Jebilrets、Guemassa、Jerada 及び

Ezzhiliga に産出するもの。 

第二に、ミシシッピーバレータイプで、Taourirt 地区の地塁の西側の延長で炭酸塩鉱物に

リンクした鉱化帯である。第三には Achemmach 及び El Karit の鉱化帯で Aguelmous(鉛、
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亜鉛、銀)及び Tamgout の原生代の銅を含む地層である。 

第三のタイプの探査に関し、Achemmach では BRPM は鉱床の探査権を民間企業に入札で移

転する前に実験室とパイロットレベルの調査をする計画である。また、El Karit ではプレ

FS が始まる。BRPM は Cie Miniere des Guemassa と共同で共同探査を行ってきた。これま

で 9か所の地域で空中磁力、地質マッピング、地表物探、深部電磁波探査及び試掘が行わ

れた。VMS タイプで多種金属を含む品位 2.5%の鉱化帯は試掘が続いている。Guemassa 地区

では BRPM と Outokumpu が共同で Khadra 鉱床の鉛、亜鉛、銅、銀、金を狙った試掘が行わ

れた。Anglo Gold 社は 99 年、同国の民族系資本の SNAREMA と共同( 50 ; 50 )で合弁企業

(CMS : Cie Miniere de Seksaoua )を設立した。これはモロッコ西部のアガディールとマ

ラケッシュの中間のアトラス山脈に位置する Seksaoua 地域の銅、亜鉛、金鉱床の開発を行

うことを目的としている。 

 同国最大の金鉱山企業 Managem 社は、金価格の回復が見込まれれば 03 年には前年比倍増

の生産を行う計画であることを公表。02 年は社全体で 4.0t の金を生産したが、うち 2.6t

はモロッコ南部の Akka 鉱山の産出であった。 

Odyssey Resources 社、モロッコにおける銅・銀探鉱計画を発表 

Odyssey Resources 社（加）は、2005 年 1 月 5 日、モロッコで過去に銅・銀を生産して

いた地区において、34 ライセンス、合計 392ｋｍ２の探鉱ライセンスを獲得したことを発

表した。同社は 1997～99 年にモロッコで探鉱をしていた経験があり、今回のライセンスの

うち、17 ライセンスはモロッコ政府の鉱物探査鉱業機関である BRPM から獲得、残りをこ

れらに隣接したライセンスとして独自に取得した。これらのライセンスの中にはモロッコ

最大の既発見未開発鉱床である Alous 鉱床（資源量 635 万ｔ、銅品位 0.87％、銀品位 9.8

ｇ/ｔ）など 4鉱床が含まれており、この 4鉱床については、今後 4年間で 145 万 US ドル

の探鉱支出、2百万モロッコ・ディルハム（8.27 ディルハム/US ドル）の支払いでさらに 4

年延長可能という条件で取得、3％の NSR ロイヤリティを条件として 100％権益取得が可能

となっている。 

 

11. 製錬所概要 

ゼリッジャ鉛精練社 (Societe des Fonderies de Plomb de Zellidja Z)などの鉛製錬

所はモロッコ国内にもあるが、Hajar 鉱山などの銅精鉱、鉛精鉱、亜鉛精鉱は、ベルギー、

スペイン、イタリア、ブラジル、イギリスの製錬所に売鉱されている。 
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    Mawakesh Cobalt Refinery    Oueduel Heimer lead Smelter 

年    生産量          年    生産量 

1999     0.47             1999     70.0 

                    2000     1.21             2000     66.8 

                    2001     1.34             2001     58.0 

                    2002     1.35              2002     71.8 

                    2003     1.43               2003     61.5 

鉱山製錬所位置図 

 
 
 
操業鉱山 
Morocco-Pb, Tighza, located in the area of Méknès:Lat;33゜05´N,Long;05゜33´W 
Morocco-Pb, Touissit, Touissit-Bou Becker 地域, Lat;34゜28´N,Long;01゜46´W 
Morocco-ZnPbCu, Hajar,35Km S of Marrakesh. Lat;31゜23´N,Long;08゜05´W 
探鉱開発 
Morocco-CuAuZn, Seksaoua, Lat;31゜00´N,Long;08゜44´W 
Morocco-ZnPbCu, Draa Sfar, Tensiftka 涸川 15Km NW of Marrakesh, 
Morocco-ZnPbCu, Khwadra,25Km W of Marrakesh, 

Touissit 

Touissit 

Draa Sfar
Khwadr

Hajar 
Seksaou
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12. 我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） 

資源開発調査 

1974～1976 年度 アンチアトラス 

1978～1980 年度 オートムルヤ 

1983～1985 年度 オートアトラス西部 

1987～1989 年度 ハウズ平原 

2002～2004 年度 マラケシュ・テクナ 
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第 2部 地質解析 

1. 地質・地質構造 

モロッコ国全体の地質構造については「Element de Geologique Marocaine（モロッコの

地質エレメント）エネルギー地質鉱山局紀要: A.Michchard,1976」に、従来から蓄積され

たほぼすべてのデータが、網羅され記載されている。その後、この著書の「第６章：モロ

ッコの構造発達」とその後新しいデータを追加して出されたのが「Geologique du Maroc, 

Pique 著 1994 」である。これらの訳文の要約に従ってモロッコ国の地質構造概要を記す

ことにする。 

モロッコは、大まかにみて５つの地形区からなり、それぞれが特徴のある地質を有して

いる。５つの地形区は、西サハラ区、アンチ・アトラス区、メセタ・太平洋沿岸区、アト

ラス区、リフ区である。 

1-1. 西サハラ区 

西サハラ区は西アフリカ・クラトン西北部のレギバット（Reguibat）脊稜を中央にその

南に広がるタウデニ盆地（Taoudeni）、北縁からアンチ・アトラスまでのティンドゥフ盆地

（Tendouf）、西縁の太平洋沿岸の西サハラ丘陵地帯の４つの地形区からなる。後述するア

ッジェル峰ナッペを除いて、いずれも標高数百メートルまでの砂漠性台地である。レギバ

ット脊稜は始生界リンポポ・リベリア造山期の中～高度・高 P/T 比、変成岩の岩石類と下

部原生界エブルニア造山期の非変成帯の岩石類からなるクラトンである。このクラトンの

内側には世界 大級の直径約 1,200m のタデウニ盆地があって、後期原生代からデボン期の

地層と白亜紀から鮮新世の湖成～淡水成の地層が堆積している。レギバット・クラトンの

北側には、大西洋岸からティンドフーベジャール（Bechar）へと続く東西に長いインフラ

カンブリア・カンブリア～古生界堆積盆地がある。西の方はレギバット・クラトンに沿っ

て南に曲がり、ズムール山地（Zemuuour）を作る。南部のモーリタニア国境付近にかけて

は、オルドビス～デボン系の上に始生界と原生界後期のナッペを乗せたウーラッド・ドリ

ム山地（Ouled Dlim）がある。大西洋沿岸地帯は白亜紀以降、中新統からなる低位丘陵で

ある。 

1-1-1. レギバット・クラトン 

レギバット・クラトンは、東北東-西南西に長く、延長 1,700 km、巾 200-400 km で、ほ

ぼ本州、四国、九州を合わせたものに匹敵する面積を持っている。地質の詳細はいまだに

不明であるが、SOUGY(1972)によれば、概略は以下のとおりである。 

盾状地の西半分には、走向が NNE-SSW から NNW-SSE で、傾斜の急なガラマン相の花崗岩、

片麻岩、混成岩などがあり、それに囲まれるようにして、内側にはティリス相（Tiris,3020 

Ma）、アムサガ相（Amsaga,2780 Ma）、ウァッサト相（Ouassat, 2370 Ma）の激しく褶曲し

た花崗岩、片間ガン、角閃岩、縞状グラニュライト、チャーノカイトが分布している。ボ

ツワナからジンバブエのリンポポ造山帯は巾約 100 km、その外側の非変成の緑色岩類や火

山岩、堆積岩などの基盤岩とは、構造上や層序上のギャップがなく連続的に変化していて、
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垂直運動のわずかな地溝帯中での造山運動を示すとされている。これに対して、レギバッ

ト盾状地の西部の始生代造山帯は、年代と岩質の点ではリンポポ帯とはほぼ同じであるが、

巾が 700 km 近くで褶曲を考慮すると巨大である。また、すべてが中～高変成帯で、周辺

に非変成相が見当たらない。 

この東側には、淘汰の悪い黒色のグレイワッケ砂岩とアルコース砂岩のアグェルト・ヌ

ブカ層（Aguet Nebkiha）が堆積し、これが褶曲を受けた後に、イエティ花崗岩（Yetti, 2100 

Ma）が貫入している。不整合を挟んで、礫岩・アルコース砂岩・火山岩・火山砕屑岩から

なるアイウン・アブデルマルク（Aioun Abdelmalek）が 50 km 程度の巾で分布するが、こ

れも激しく褶曲しており、かなり不安定な堆積の場が変動期に入って、海底火山作用に見

舞われる状況を示している。うちで、赤色～桃色の微花崗岩や流紋岩に漸移する部分のあ

るアインベンティリ（Ain Bentili, 2040 Ma）が貫入する。二つの花崗岩は、ともにエブ

ルニア造山期のカルクアルカチ黒雲母花崗岩で、浅所で貫入したことを示しており、接触

変成帯には黒雲母が出来ている程度である。アイン・ベンティリ花崗岩の北端に、ビル・

ウーム・グライン・アルカリ花崗岩（Bir Oum Grayn, 1815 Ma）、タバナット閃長岩（Tabatant, 

1626 Ma）、斑砺岩質貫入岩（1573 Ma）などの小岩体が貫入している。 

全体として、これらのエブルニア期造山帯には、せいぜい、低 P/T 比変成相しか見られ

ず、後述のアンチ・アトアラスの基盤岩類の方が、より高 P/T 比変成相を持っている。ラ

ギバット盾状地にはアフリカ南部のキバラ造山運動に相当するものは見られないが、ほぼ

この時期、1200±200 Ma から安定地塊になって、中央部がゆっくりと沈降し、時に陸化し

て軽い不整合をおこすものの、石炭紀までの間に厚い地層が堆積する。（タウデニ盆地） 

1-1-2. タデウニ盆地 

レギバット脊稜の南側には、1100-750 Ma の年代が与えられているシャール層（Char）

の砂岩・礫岩・ドロマイト、アタール層（Atar）の漂礫岩・石灰岩・砂岩・、ティフーン

ク層（Tifounke）のドロマイト、アッサバット・エル・ハッシアン層（Assabat El Hassiane）

の砂岩がある。それぞれの間には軽い不整合がある。この後、浸食を伴う不整合と漂礫岩

層を挟んで、650～600 Ma のブタート・エルジル層（Bthaat Ergil）の珪岩とバライトを

伴う石灰岩、アタール崖層（Falaise d’Atar）の砂岩、頁岩、石灰岩、シンゲッティ層

（Chinguetti）の砂岩が内陸側に堆積している。古生代に入る少し前の厚い漂礫岩の堆積

後、デボン紀後期までの浅い海の地層、石炭紀の陸成層が堆積している。その後、この盆

地には、白亜紀～新第３紀の中新世、漸新世までの、珪化木を含む湖成～淡水性の地層が

堆積する。第四紀には各所に塩湖ができて、現在、スブカと呼ばれる窪みには粘土層と互

層する 10-15cm の塩の層がある。 

1-1-3. 大西洋沿岸丘陵地帯 

レギバット盾状地の西側には、九州ほどの大きさのウーラッド・ドリム構造帯がある。

この構造帯は、ナッペで、その東縁が、盾状地の緩やかな外傾斜の斜面に沿ったシルル系

～デボン系の上に載り、南縁と西縁は盾状地の始生界の上に載っている。デボン紀末のア
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カディア造山運動で古大西洋が閉じた時期に、西側から衝上してきたものとされている。

巾 70 km、延長 210 km もあり、いくつかの岩体に分かれている。資料によっては、原地性

岩体かもしれないとしているが、その可能性は高い。下位ののナッペは珪岩、含鉄珪岩、

絹雲母片岩、緑色岩類からなる。この岩相は盾状地の始生界ティリス相の上に乗っている

原生界の雲母片岩、含鉄珪岩、角閃岩、角礫岩からなる小さなアッジェル峰層ナッペ

（2600-1700 Ma）に似ている。上位のナッペは下位のナッペに囲まれており、盾状地の始

生界とよく似た岩相で花崗岩、片間含、角閃岩、縞状グラニュライト、チャーノカイトな

どからなり、基底部にはミロナイトがある。 

1-1-4. ティンドフ古生代堆積盆地 

西アフリカ・クラトンの外側を少し離れて、パン・アフリカ造山帯が取り巻いている。

その軸はアンチ・アトラス中央部～南東のウガルタ丘陵を経て、アルジェリア・サハラの

ホッガール山地（Hoggar）西側を通りさらに南下してギニア湾へと連なるゾーンである。

このゾーンの内側はその後、造陸的な環境になって石炭紀末まで沈降を続け、厚い地層が

堆積している。レギバット脊稜とアンチ・アトラスの間の古生代堆積盆地は、地形的には

今日、ティンドフ盆地-サウラ（Saura）盆地－ハマダ・ドゥ・ギュイル/ベシャール（Hamada 

de Guir/Bechar）盆地に分かれている。（Hamada：河成砂漠平原） 

ティンドフ盆地の南側には、オルドビス系下部統から石炭系上部統まで、北側のアンチ・

アトラス側には、プレカンブリア系から石炭系上部統までの地層が、ほぼ連続して見られ

る。パン・アフリカ造山の後、アンチ・アトラスを中心にして沈降の中心は漸次、南側に

移っていった。その後、石炭紀後期に入り、海は西の方から漸次退き陸成層に変化し、石

炭紀末期には陸化した。なお、白亜紀には大西洋から地中海に繋がる海成層が、中新世か

ら更新世にかけては河成層が堆積している。 

1-2. アンチ・アトラス区 

アンチ・アトラス区は、先カンブリア界内座層と、これを覆う古生界からなる、ENE－WSW

方向の長さや約 600 km 、巾約 100m の山地を指している。個々で原生代末期に海洋底拡大

-沈み込み-南北両大陸の衝突という変動が起こったという、プレートテクトニクスによる

論文が提出されて、これが定説となっている。 

しかし、オフィオライトとされる岩石類には疑問があるとされ、メランジェもペア変成

帯も確認されていない。このアンチ・アトラス区の真ん中あたりを東西に横切るアンチ・

アトアラス主断層帯は、このパン・アフリカ造山期の縫合帯とされている。アンチ・アト

アラス山脈は、この断層帯を挟んで二つの山脈がＸ型にドッキングしたような形を持って

いる。断層から東には、標高 1,300-2,500m のサガロ（Saghro）山脈があり、さらにその南

にはマイデール-タフィラルト（Maider-Tafilalt）の湖西開口増盆地の緩やかな山並みが

続く。サガロの西は中新世後期のシルーア（Sirwa）火山を含む、標高 1,800-3,300m のシ

ルーア山塊があり、北に延びてマラケシュ・アトラスに連なっている。サガロの西からは、

アンチ・アトラス主断層帯に沿って標高 1,300-1,700m のブーアゼール・エルグラーラ内座
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層（Bou Azzer-El Graara）と西南西に大西洋岸まで延びる標高 1,000-2,600m の西部アン

チ・アトラスがある。自然地理の分野では、この部分だけをアンチ・アトラス山脈と呼ぶ

方が多い。 

1-3. メセタ・大西洋沿岸区 

モワイアン・アトラスから、西または西北西に延びる古生界準平原台地のメセタ、丘陵

地帯のラハムナ（Rahamna）と、ジュビレット（Jebillet）及びそれらの間や沿岸部の中性

界・第三系平原－台地からなる。メセタ－ラハムナ－ジュビレットは地形とはほぼ直行す

る走向をもった一連の古生界構造山地である。沿岸平野部から台地部にかけて三畳系以降

の岩石がこれを覆うが、とくに白亜系以降の湾入部には厚い堆積物が発達する。 

1-4. アトラス区 

アトラス区は、３つの地形区からなる。中生代の地溝性準地向斜帯で、新生代に入って

からゲルマン型褶曲を受けた。オート・アトアラスは巾 60-100 km、長さ 800 km で、モロ

ッコの 高峰である 4,165 m のトゥブカル山をもち、大西洋岸から東北東にアルジェリア

に入って北東に向きを変える。モワイアン・アトラスはオート・アトラス中央部から北東

部に分岐する延長 200 km、 大幅 70 km の山脈で、 高峰のブー・ナッスールは標高 3,340 

m である。リフ近くで東に向きを変えて独立山塊の連鎖になるが、このアルジェリア側を

テル・アトラス山脈（Atlas Tellien）と呼ぶ。これらに囲まれた中生界からなる高原は、

オー・プラトー（Haut Plateau:高原）あるいはモロッコ-オラン・メセタ（Meseta 

moroco-oranaise）と呼ばれる。地質的には、メセタとして記載することもある。アトラス

区は、主としてジュラ紀以降の炭酸塩岩・泥質岩からなり、所々に古生界内座層と、それ

を取り巻く三畳系の赤色泥質岩・玄武岩があるが、マラケシュの南には、先カンブリア界

と古生界からなる大きい内座層－ウズラグ山地（Ouzel lagh）がある。 

1-5. リフ区 

 リフとは、アフリカ・プレート上の原地性堆積物及び準平原性ナッペに、アルボラン・

小プレート自体と、その上や周辺に堆積したものがナッペとなり乗り上げてきたアルプス

変動帯である。地中海西部の湾曲にほぼ並行で、重複した山並みをもつ 大巾 130 km の山

地で、中央脊稜部のティディギン（Tidighine）山は 2,456 m である。新第三紀に入り、地

中海の狭まりによって変成を伴うナッペを作りながら隆起してきただけに、開析は進んで

おらず、海岸平野部は少なく標高差は大きい。 

 

2. 鉱床 

2-1. 鉱床生成区 

モロッコの鉱床タイプとしては、堆積性、鉱脈型、火山性堆積性鉱床、カルスト型、ミ

ッシッシッピーバレー型、高温交代鉱床、パイロ変成型鉱床など多様で鉱化帯規模も多岐

に亘っている。この内、なお、ミッシッシッピーバレー型や火山性塊状硫化物鉱床等が重

要である。 
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ミシシッピーバレー型は東メセタを中心としてリフ区及びアトラス区に分布している。 

火山性塊状硫化物鉱床はジュビレットを中心にアトラス区及びアンチ・アトラス区に分

布している。 

層状銅鉱床はアトラス区及びアンチ・アトラス区に分布している。 

層状鉛鉱床はアトラス区などに分布している。 

ニッケル・コバルト鉱床はリフ区、アンチ・アトラス区などに分布している。 

スカルン鉱床はアトラス区に分布している。 

多金属型鉱脈鉱床はアンチ・アトラス区に分布している。 

貴金属鉱床はアンチ・アトラス区及びアトラス区に分布している。 



 

- 43 - モロッコ 

 

第 2-1(1)図 タイプ別鉱床の分布 

                         出典:Project JICA/BRPM(2002) 
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第 2-1(2)図 タイプ別鉱床 凡例 

 

第 2-1(3)図 鉱山リスト 
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2-2. 主要鉱床 

2-2-1. 貴金属鉱床 

(1) Iourirn(Akka)鉱床 

イウリルン(アッカ)鉱床はアンチ・アトラス山系西端の南山麓にあって標高 1,000m 前後

の盆地をなすアッカ内座層にある。アッカ内座層は主として原生代前期(PⅠ:層相比較によ

り 2,000Ma 前後としている)の砂質・泥質緑色片岩からなる。内座層の東部中央部には同時

代の花崗岩が貫入していて幅約 500m の接触変成帯を形成している。これらをドレライト質

―閃緑岩質の dyke swarm が貫いている。内座層外周付近には原生代後期下部(PⅡ‐PⅢ:

層相比較により 1,000Ma 前後としている)の礫岩、火山砕屑岩、流紋岩が見られる。これら

を広く覆って、内座層外周部の崖を形成しているのは、原生代後期上部(PⅢ)の礫岩、砂岩、

赤色泥岩、ドロマイト等である。 

イウリルン北鉱床の金鉱化帯は PⅠの砂岩泥岩互層及びこれらに貫入する塩基性及び酸

性の岩脈中に生成している。金の鉱化作用を受けている部分は、 

雁行型にならんだ破砕された石英レンズ 

石英及び黒色泥岩の礫をもつ礫質部 

微脈状及び粒状石英をもつ黒色泥岩 

珪化部であり、全般的に珪化及び緑泥石化作用の熱変質作用を蒙っている部分 

などであり、鉱脈中の金の良好部(金品位 20g/t 以上)は特に石英と黒色泥岩の礫をもつ

礫質部に集中する。 

主として硫砒鉄鉱と黄鉄鉱からなる鉱石は、鉱染または不連続な層や微脈を形成し各種

方向を示す。この割れ目を充填する鉱化は、恐らく後期の再流動によるものと推定される。

銅硫化物は母岩中に鉱染状または割目充填状に生成している。 

金は殆どが石英質脈石中(80%)に自然金として生成し、その他は硫砒鉄鉱及び黄鉄鉱中に

包有される。金粒は 3μmから 2mm まで変化する。硫化鉱物では硫砒鉄鉱が も多く、鉱染

または不連続な微脈として割目を充填している。硫砒鉄鉱の生成時期に 2ステージが認め

られ、第 1 期は金を伴い、mm 級の細かく砕けた結晶であり、一方第 2 期は cm 級の大きな

結晶からなり割目充填を示す。 

BRPM によるイウリルン北鉱床の埋蔵鉱量は次の通りである。 

鉱脈名  延長 面積   脈幅 金品位 埋蔵量  金量 

     (m)   (㎡)     (m)   (g/t)     (t)      (kg) 

B(Ⅰ)     170   51,000   1.1   9.3   140,250   1,304 

B(Ⅱ)     100   30,000   1.1  10.7    82,500     883 

D         23    6,900    0.6  16      10,350     166 

E         80   24,000    1.2   4.9    72,000     353 

F        110   33,000    1.2  15      99,000   1,485 

Total                        10.36  404,100   4,191 
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 第 2-2 図 イウリルン(アッカ)鉱床位置図 

出典:Project JICA/BRPM(2002) 
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第 2-3 図 アッカ内座層北部の地質概要    出典:Project JICA/BRPM(2002) 

1 炭酸塩岩及び基底礫岩 2火山岩(PⅡ‐PⅢ)3 泥岩(PⅠ) 

4 砂岩・シルト(PⅠ)5 花崗岩(PⅠ)6 塩基性岩脈 7金鉱徴 8集落 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第 2-4 図 イウリルン(アッカ)鉱床概要図   出典:Project JICA/BRPM(2002) 

                   1 炭酸塩岩 2石英脈 3塩基性岩脈 4珪化シルト 

5 砂泥互層 6旧採掘跡 7試錐 8竪坑 9坑道 
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1 塩基性岩脈 2砂泥互層 3金鉱脈 4試錐 5竪坑・坑道 

第 2-5 図 イウリルン(アッカ)鉱床断面図   出典:Project JICA/BRPM(2002) 

 

(2) Imiter 鉱床、Igoudrane 鉱床 

Imiter 鉱床はアンチ・アトラス山区に位置する。地質は先カンブリア紀の中～強変成を

受けた雲母片岩、片麻岩、花崗岩、角閃岩などで構成される PⅠ累層、弱変成を受けた片

岩やコーツァイトで構成される PⅡ累層、火山岩類や岩屑で構成される PⅢ累層や古生層の

砂岩や炭酸塩岩が分布する。 

 第 2-6 図 Imiter 鉱床位置図    出典:Project JICA/BRPM(2002) 
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第 2-7 図 Imiter 鉱床付近の地質図    出典:Project JICA/BRPM(2002) 

 

 

Imiter 鉱床は、噴気堆積鉱床であり、母岩は火山―堆積成の PⅡ累層の黒色頁岩と火山

岩岩屑の PⅢ累層である。鉱体は Imiter1、Imiter Sud、Colline B3 などがある。Imiter1

は PⅡ累層の黒色頁岩中の破砕された部分にあり、レンズ状で不規則・複雑な形であるが、

東西方向で南落しである。水平的な広がりは 300m、垂直的な広がりは 175m である。Colline 

B3 は地表下 150 から 290m の位置にあり、東西方向の断層破砕帯に沿って胚胎する。PⅡ累

層の黒色頁岩中のものは網状で、PⅢ累層の基底礫岩中のものは層状で、破砕帯では 10 か

ら 20cm の灰色石英脈中自然銀や銀硫化物が認められる。ここでの品位は Ag2,500g/t と高

品位である。Imiter 鉱床の鉱量は 1,374,000t、Ag740g/t である。 

なお、Imiter 鉱床の東 6km の場所で、1990 年に潜頭性の Igoudrane 銀鉱床が発見されて

いる。鉱量は 530,000t、Ag700g/t である。 
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第 2-8 図 Imiter 鉱床及び Igoudrane 鉱床周辺地質  出典:Project JICA/BRPM(2002) 

第 2-9 図 Imiter 鉱床地質断面   出典:Project JICA/BRPM(2002) 

 

2-2-2. Jebilet-Guemassa 地域の火山性塊状硫化物鉱床 

本地域は、アンチ・アトラス山脈の北に位置し、標高 400～800ｍのなだらかな丘陵地帯 

            

Jebilet 地塊と Guemassa 山塊には、Kettara、Draa Sfar、Hajar、Khwadra といった火山

性硫化物層状鉱床と同タイプの鉱徴が分布している。(第 2-10 図) 
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第 2-10 図 Jebilet 地区～Guemassa 地区の鉱床分布図 

出典:（財）国際鉱物資源開発協力協会（2002.3） 

以下、鉱床ごとに地質構造、鉱床、探鉱の経緯、鉱山開発経緯ほかを記す。 

(1) Kettara 鉱床 

Kettara 鉱床は、Jebilet 地塊中部で発見された も重要な鉱体である。 

鉱床は、マラケシュ市中心から NNW 方、約 32 km に位置し、Safi に通じる国道 9号線の

北に位置する。鉱山は、 初 1945 年から 1961 年までオーカー（ochre）（還元帯）を目的

に採掘され、ついで 1956 年から 1963 年までは、黄鉄鉱および銅、 後に 1965 年から 1980

年までは磁硫鉄鉱が採掘された。（1982 年まで採掘されたという資料もある。） 

Kettara 鉱床の埋蔵鉱量は、採掘対象を磁硫鉄鉱のみとして約 2,100 万トンである。平

均品位は、Fe 55％、S 20％、Cu 0.5％とベースメタルに乏しく磁硫鉄鉱を多く含む塊状硫

化鉱体である。この鉱体の鉱床学的な主な特徴として、つぎが挙げられている。 

・Sarhlef 統上部部層の酸性火山活動の上で、Teqsim 統の下に相当する層序的な位置に賦

存する。 

・鉱床は、ほぼ垂直で層理に交わる。平均厚さは 11 m、延長は 1,500 m で、地下深部に約

500 m 続き、下限は確認されていない。 

・鉱化作用は、堆積時期と同時性を示唆する初生構造を示すが、その後の構造支配が鉱床

の構造に大きな影響を与えている。 

・鉱体の配置に伴う絹雲母、緑泥石およびシリカを含む熱水変質作用が発達している。 
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鉱床は、レンズ状形態を示す鉱体の組み合わせといった構造を示し、母岩の層理と交わ

って N30°E 方向に約 1,500 m 延長している。鉱床の層厚は、～70 m と変化し、地下深部

に 500 メートル以上連続している、とされている。  

鉱床は、大きく３つのグループに分けられる。すなわち、酸化帯（地表下、約 50 m）、

還元帯（10～50 m）及びさらに下部の初生の原鉱床（プロトオア：protore）である。 

・酸化帯：初生鉱化作用は著しい浅成変質作用によって影響を受け、またよく発達したゴ

ッサンを露頭同様その深部にまで作っている。鉱物的には、主要酸化物は褐鉄鉱、赤鉄

鉱、ゲーサイトおよびオーカー（ochre）である。また、ナトリウム明礬石の痕跡を有す

るオパール粒からなる粉末状の帯白色生成物を含み、多くのシリカ・ポケット（m単位）

が認められる。その他として、石英、石膏および鉄明礬石（jarosite）が認められてい

る。随伴鉱物は、自然硫黄、ハライト、マラカイト、藍銅鉱（azurite）および胆礬

（chalcanTite：CuSO4・5H2O）等である。地化学的な視点からは、Kettara 鉱床のゴッサ

ンは、高品位の As および Cu、Bi、Ba、異常があり、また、不規則でありながらも、Pb

と Ag 異常によって特徴づけられる。Co の地下異常は、比較的低い。 

・還元帯：平均深度 50 m の地下水面から始まり約 5～10 m 間、連続する。還元帯の鉱石は、

原則的にしばしば黒色を呈する二次生成の黄鉄鉱、銅の硫化物(黄銅鉱、輝銅鉱およびコ

ベリン)、自然銅および硫砒鉄鉱の痕跡からなる。この還元帯ゾーンでは、銅品位が非常

に高く、平均 8％、 高で 20％にも達する。金と銀の品位は比較的低い。 

・原鉱（プロトオア：Protore）：塊状、局部的に帯状の鉱石からなる。累帯分布は、しば

しば緑泥石および雲母類の薄層によって区分され、鉱石は、片理をもたらした変形作用

に影響を受けている。鉱物組み合わせは、磁硫鉄鉱、黄鉄鉱、白鉄鉱、黄銅鉱、硫砒鉄

鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、磁鉄鉱、赤鉄鉱、シデライト、石英、雲母類および緑泥石であ

る。 地化学的な観点からは、鉱石は、硫黄が平均品位で 18～20％（ 高品位で 26％）、

鉄（50～55％）および銅（0.5～0.8％）である。その他の元素として、金、銀、コバル

ト、セレニュウム、ビスマスおよび錫がある。 

（鉱床母岩） 

下位から上に向かって、つぎの地層からなっている。 

・より淡色の細粒火山砕屑岩の薄層、黒色片岩を夾在する緑色の砂質片岩 

・10 cm 単位の珪質岩と片岩類の互層。砂質珪岩は灰色ないし赤褐色の錆色を呈する。 

・白色～灰色の変質片岩は、場所によって炭酸塩化した表土（カリーチ）で覆われる。 
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第 2-11 図 Kettara 鉱床の模式さい面図 

出典:（財）国際鉱物資源開発協力協会（2002.3） 

・赤褐色を呈する珪化した珪質岩、鉄石英様の地層が、鉱床上盤側に分布する。 

これらの堆積岩全体は、一部において塩基性岩(斑レイ岩、ドレライト)や酸性岩(流紋岩)

のシル、岩脈によって貫入されている。 

 

            第 2-12 図 Kettara 鉱床、Ｌ-227m 鉱床平面図 

出典:（財）国際鉱物資源開発協力協会（2002.3） 

（変質作用） 

 Kettara の硫化物鉱化作用は、以下によって地層に現れている激しい熱水変質作用を伴

った、と考えられる。 

・鉱体のすべての広がりに対して生じる絹雲母質生成物および粉末状帯白色生成物の地表

での発達。 

・鉱体の上下盤、特にその SE 翼での褶曲したセンチメートル単位の網状シリカとして現出

する珪化作用。 
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（物理探査異常） 

1968 年、空中物理探査（Geoterrex）が、鉱床の直上に約 100nT の２極磁気異常を捕捉

した。この異常は、地上調査でも 高 400nT の強い異常として確認された。ＳＰ調査では、

－300mV オーダーの強い異常が認められ、地表のゴッサンと完全に重なった。 

比抵抗の測定データでは 20Ω/m の伝導体を現している。 

(2) Hajar 鉱床 

Hajar 鉱床は、マラケシュ市の南、約 30km に地区に位置し、ほぼ 100m 厚の第三紀、中

新世以降の被覆層の下に賦存する、鉛、亜鉛、銅に富む塊状硫化鉱床である。 

Hajar 鉱床の地質構造 

地表の地質 

 Hajar 鉱床は、100 メートル以上の visean 期の基盤岩を覆う数平方キロメートルの広が

りを持つ Plio‐Quarternary の被覆層が存在するとされた地域に位置する。 も近い露出

は、N’Fis 涸川東方の被覆岩中に顔を出す Imarine の小山稜である。 

 これらの地層は、溶岩および角礫岩の形の酸性火山岩類を伴う、原則的に恐らく火山岩

起源のシルト岩から構成された、火山性堆積岩からなる。堆積物は、タービダイトの岩相

を呈する高エネルギーの環境下に沈積したものであるとされている。 

坑内の地質 

 鉱山作業および試錐データによれば、Hajar 鉱床の岩石層序的連続は、それぞれ硫化鉱

化作用の下盤および上盤を代表する二つの明瞭な岩石ユニットを構成している（第２４図）。 

・鉱床下盤は、火山起源の生成物（tuff、凝灰岩質岩、tuffaceous sandstone）の、割合

にばらつきがある細粒および大粒の火山碎屑質堆積物からなっている。この層は、局部

的に強い超緑泥石相を明示する強い変質を受けている。 

酸性ないし中性の火山活動が一連の堆積岩層に貫入している。これらは斑状（石英）か

ら流状の溶岩、パーライト質組織を持つ溶岩および角礫凝灰岩の形態を呈している。これ

らの火山岩質層準は、往々にして火山岩質および『片岩質』膠着物の礫を伴う火山岩によ

る地層破壊礫によって縁取りされており、その膠着物は、周囲の堆積盆地に供給するため

の、その表層の地層破壊を証明するものである。 

他方、堆積岩と同様に、火山岩体も多かれ少なかれ強い熱水変質を被って、局部的にそ

の元の岩相を消し去っている。 

・鉱床上盤は、鉱床下盤側の堆積岩類、黒色頁岩類であるが、石灰岩質、ないし結晶質石

灰岩の薄層のが夾在が特徴的で、下盤の頁岩層と区別できる。 

地質構造 

Imarine 地区には、一般に Guemassa 地区に影響した種々の変形作用期の跡が認められて

いる。 

・早期の変形作用は、多数のスランピング、堆積と同時期の正断層、層間角礫岩などの存

在によって現れ、この構造は、鉱床にも影響を与え鉱化作用と堆積作用の同時性を証明
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している。 

・片理構造Ｓ１は、ＮＥに 60°傾斜する平均 N155 度方向を有する。これは、平均 N140E で

ＮＥに 55°傾斜する単斜地層中で緩やかな褶曲構造を示している。片理構造は、地表で

は非常に明瞭だが、鉱山地区の層準では、ほとんど目立たない。顕微鏡的には薄板状鉱

物の配列により強調され、堆積岩の母岩中でも、また硫化物の伸びと再結晶により現れ

て、鉱化塊の中でも容易に検出可能である。 

・片理構造Ｓ２は、山塊全体の規模で観察されるように、一定した NE―SW 方向を有する。

これは、地表の Imarine の露頭付近では目立たないが、鉱山地区では薄板状鉱物と粒状

硫化物の再配列によって現れる。地表では、この変形作用と関連づけられる顕著な褶曲

作用は見られないが、鉱山地区ではミリメートルから 10 センチメートル単位の種々の褶

曲が軸面としてＳ２を示している。鉱山地区のものは、北西に 15°ないし 45°傾斜し、

NE－SW の方向を持つ。 

・破壊変形相は、3グループに分けられる断層と走向移動断層として現れる； 

鉱床 

Hajar 鉱床は、50～90m の厚いレンズ状の形態を示し、NNW-SSE 方向の軸を有する大規模

な背斜構造で褶曲している。この背斜構造は、ふたつの軸、NE-SW 軸と SE-NW 軸に沿って

約 250m から 300m にわたって広がっている。 鉱床は、しばしば滑りと鉱床生成後の断層

に起因する不連続性を示している。 

レンズ状の鉱床は、既述の上下盤に対応する 2 つの岩石ユニットの間に賦存するとされ

ている。 

鉱床の下部接触部は、下盤の地層と整合的である。局部的ではあるが、スランピング堆

積と同時期の微小構造の存在によって強調される。一方、上部の接触部は、試錐と採掘で

の観察によれば、乱れがあり鉱床上盤側の堆積層に対して不整合様に捉えられる。 

① 鉱床タイプ 

Hajar 鉱床は、2つのタイプに分けられる。 

(a)塊状、縞状鉱床で鉱床全体の約 70～90%を占めるものである。磁硫鉄鉱を主とおり、鉱

石鉱物の多い順から、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、方鉛鉱、黄鉄鉱および硫砒鉄鉱である。脈石鉱

物は、緑泥石、炭酸塩鉱物、石英及び雲母類である。磁硫鉄鉱は、閃亜鉛鉱または黄銅鉱

を含む mm 単位ないし 10cm の縞状構造を呈する。縞状構造は、時には炭酸塩化した緑泥石、

石英質の薄層を夾み、層理と平行な初生構造を示したり二次的な構造であったりする。 

(b)網状鉱床と鉱染状鉱床で、鉱床の下部に分布する。鉱石鉱物は、塊状鉱床と同様の硫化

物から構成されるが、黄銅鉱が、方鉛鉱や閃亜鉛鉱に対して卓越しているのが特徴である。  

この鉱床タイプの違いは、黒鉱型鉱床におる、層状鉱と下部網状鉱の区分と同様である。 

② 鉱石鉱物の共生と累帯分布 

鉱床内での鉱物組み合わせと鉱石鉱物の分布傾向については、いまだ明らかになってい

ない段階ながら、次が指摘されている。モロッコ側では、Zn、Pb および Cu のベースメタ
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ル品位に従い３グループに分られる。  

第１グループは、鉱体下部の鉱染状鉱ないしは網状鉱に相当する。銅品位が も高く、

閃亜鉛鉱は少なく、方鉛鉱はほとんど無い。 

第２グループは、磁硫鉄鉱が卓越しベースメタルに乏しい塊状の鉱石に相当するもので、

このタイプの鉱石は、塊状鉱体の中心部に位置する。 

第３グループが、Zn および Pb に富み、Cu に乏しい鉱石である。細粒な磁硫鉄鉱、黄鉄

鉱の薄層と縞状を呈する塊状の鉱石である。方鉛鉱、時に黄銅鉱の痕跡を伴い、閃亜鉛鉱

が卓越する cm 単位から m単位で縞状を呈するものと、ベースメタルに乏しく磁硫鉄鉱を含

む縞状鉱石部との不規則な互層といえる。 

 網状鉱床中には、グラファイトとコバルトを含む硫化アンチモン、ビスマス鉱物、マグ

ネタイト、チタン鉱物が頻繁に現れる、としている。 

Hajar 鉱床の変質作用は、緑泥石化作用、絹雲母化作用および珪化作用である。鉱体下

盤は、下全般的に緑泥石化作用を被っている。 

鉱床の上盤側は、絹雲母化作用によるカリ変質によって特徴づけられる。珪化作用は、

鉱床の上下盤に認められており、不規則形状の石英脈、石英細脈として、鉱床内部、下盤

側の堆積岩類、酸性火山岩中に認められる。 

 

            第 2-13 図 Hajar 鉱床模式断面図 

出典:（財）国際鉱物資源開発協力協会（2002.3） 
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(3) ドラスファー（Ｄraa Sfar）鉱床 

Draa Sfar 鉱床は、マラケシュの北西方 15 km の Tensift 涸川の縁に位置する。Visean

階の基盤岩類が、その南縁で被覆層の下に沈みこむ位置に相当している。 

当初、Draa Sfar 地区の鉱化帯は、Tensift 涸川を挟んで２つの鉱化ゾーンに分けられて

いた。北部 Draa Sfar（または「Sidi M’barek 鉱化帯」）と南部 Draa Sfar（または「Koudiat 

Tazakourt 鉱化帯」）である。 

 

            第 2-14 図 Draa Sfar 鉱床の断面図 

        出典:（財）国際鉱物資源開発協力協会（2002.3） 

北部 Draa Sfar 鉱化帯 

 現在、この鉱化帯は開発されていない。 

北部鉱化帯は、帯緑色の砂質片岩質物質中に賦存するゴッサンで、侵食から免れた小規

模の（350m×60m）の露頭である。この鉱化帯は、さらに南北の 2つの鉱徴地に分けられて

いる。 

・北部 Draa Sfar 鉱化帯北部：炭酸塩化し、酸化鉄の割合で縞模様を呈する薄層として現

れた、ほぼ垂直の帯状を示すゴッサンの露頭に相当し、局部的に角礫岩の様相を呈する

もの。 

 

・北部 Draa Sfar 鉱化帯南部：本質的には珪化作用および鉄富化作用により硬化した片岩

から構成され、南端部のみに m単位の小規模な実際のレンズ状ゴッサンを胚胎する。セ

ンチメートル単位のジャスパーと思われる網状細脈が、この鉱徴部分全体に発達してい
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る。ゴッサン全体は Cu、As、Sn、Bi およびＡｕの明らかな異常品位によって特徴づけら

れている。 

 これらの鉱徴地は、磁硫鉄鉱が卓越しながらも、局部的に黄銅鉱に富んでいる。Cu 品位

は 2～3％である。鉱物共生は、非常に変化にバラエティーに富んでおり、磁硫鉄鉱、黄鉄

鉱、白鉄鉱、黄銅鉱、硫砒鉄鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、磁鉄鉱、赤鉄鉱、シデライト、輝コ

バルト鉱（cobaltite）、エレクトラム、自然蒼鉛、輝蒼鉛鉱、パラグアナファト鉱

（paraguanajuanite：Bi2(Se,S)3））、錫石、およびマッキーノ鉱（mackinawite：(Fe,Ni)9S8）

等を含む。脈石鉱物は、石英、雲母類および緑泥石である。北部ドラスファー地区の熱水

変質作用は、Kettara 鉱床に見られるものとほぼ同様の帯白色を呈し鉱化帯の縁に観察さ

れる。特に粘土鉱物の同定はされていないが、ゴッサンには多少とも帯状の緑泥石と珪化

が確認されている。 

Draa Sfar 鉱床（南部 Draa Sfar 鉱化帯に相当） 

Draa Sfar 鉱床は、地表に露出しておらず、試錐および坑道探鉱の結果、判明したもの

である。約 1 km にわたって NNE-SSW に伸びる層状硫化物鉱床である。この層状鉱床（モロ

ッコ側は『レンズ状鉱床』と呼ぶ）は、垂直ないし西落とし（80 度）で、鉱体の厚さは 1

～28 m で膨縮する。モロッコの現場責任者の話では、母岩の堆積岩類と同様にブーディン

グ構造を示し、この構造の軸は南落としの約 30°とのことである。鉱体の中心部は、例外

なく酸性火山岩中に胚胎している。鉱床の北と南の分岐部では片岩中に胚胎している。 

鉱物組み合わせは複雑で多種に亘っている。鉱石鉱物は、磁硫鉄鉱、硫砒鉄鉱、黄鉄鉱、

方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱および磁鉄鉱が含まれ、脈石鉱物は石英、炭酸塩鉱物および緑

泥石である。磁硫鉄鉱が量的に卓越し、しばしば塊状を示す。鉱化作用は、明らかに水平

的累帯分布を示し中心部の約 300 m はベースメタルに乏しく磁硫鉄鉱が卓越している。鉱

床北部の約 200 m は亜鉛に富み磁硫鉄鉱を含み、また南部の 400 m は、鉛―亜鉛を含む鉱

床となっており、鉱床の累帯分布が認められる。すなわち、鉱床の中心部が塊状、一部、

帯状を示して、鉱化体の側面、延長部は、脈状および裂罅状を示している。 

Draa Sfar 鉱床内には、著しい熱水変質作用が認められている。母岩の酸性溶岩は、北

西部で強い珪化作用、緑泥化作用、時には絹雲母化作用、鉄を含む鉱染(box work)を受け

ている。鉱石部分での変質は、鉱化構造の縁での帯白色の変質。既に Kettara および Sidi 

M’barek 鉱床と同様の絹雲母質の白色生成物で、Jebilet 地区および Guemassa 地区の塊状

硫化鉱体タイプとよく似ている。鉱床の上下盤に捕捉される石英角礫岩（酸性岩の角礫岩）

中にシリカ質網状脈の珪化変質作用が認められている。 

 

(4) Khwadra 鉱床 

地質鉱床 

Khwadra 鉱床は、Ketara 鉱床、Hajar 鉱床と同じく層状硫化物鉱床である。石炭紀、ビ

ゼー階の泥質岩中に胚胎する鉱床であり、鉱床近傍には流紋岩質岩、玄武岩質岩の活動が
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認められている。地表から約 170m は、新第三紀以降の覆土によって被われている。 

鉱床の走向はほぼ南北、傾斜は 70 度、東落としで、東側が鉱床上盤、西側が下盤である。

鉱床の上盤、下盤とも黒色を呈する弱変成、緑泥石相の剥離性のある頁岩である。上盤側

にあって石灰岩質の泥岩が卓越し、またレンズ状の石灰岩層を夾在している。 

鉱床は堅牢、緻密質な層状鉱床で連続性がよい。鉱石鉱物は、磁硫鉄鉱、黄鉄鉱、黄銅

鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱であるが、概して磁硫鉄鉱が卓越しており、品位的には銅、鉛、亜

鉛が低いようである。試錐データについては、未だ公表段階でないことと、オートクンプ

社との J/V の商業ベースでの探鉱である理由からか、品位公表には若干の抵抗があった。 

鉱床全体の品位を代表するものではないが、一部のコア分析として、Kh-14 号、着鉱長

（緻密質鉱）6.9m 平均、Cu:0.35%, Pb: 0.71%, Zn 2.6%, Au 0.27g/t, Ag 15g/t がある。

概して品位は低い。近い将来、鉱床の全体品位が明らかにされるであろう。 
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          第 2-15 図 Khwadra 鉱床 平断面図 

出典:（財）国際鉱物資源開発協力協会（2002.3） 
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2-2-3 Touissit 地域の銅・鉛・亜鉛鉱床 

トゥイシット(Touissit)は東メセタに位置し、片岩・堆積岩類と花崗岩類、火山岩類か

らなる古生界が孤島状に地表に露出しており、それらの孤島を埋めて中生界が広く分布す

る。 

  第 2-16 図 トゥイシットの地質と鉱床    出典:Project JICA/BRPM(2002) 

1:Boubker,2:Touissit,3:Beddiane,4:Tiouli,5:Soltana,6:BeniMathar,7:Jerada, 

8:Guenfouda,9:Bourdime,10:KefTioula,11:Taghilast,12:BouMdour,13:Tanouralt, 

14:Tancherfi,15:Narguechoum,16:SidiLahcen,T:Taghilastgranitoid,Z:Zekkara 

granitoid 

 

中生界の 下部を占める三畳系は凝灰質泥岩、石灰岩、玄武岩からなり、部分的に蒸発

岩を含む。層厚は 50m 以下と薄く、三畳系が欠けて直接ジュラ系が古生界を覆っている場

合も多い。下部ジュラ系ライアス統はドロマイト質石灰岩、凝灰質泥岩からなり、その上

位にはアーレン階―バジョース階の比較的粗粒のドロマイト質石灰岩が累重する。その上

位には中部ジュラ系バス階の石灰岩、中―上部ジュラ系の凝灰質泥岩、上部ジュラ系の石

灰岩とドロマイトが累重する。トゥイシット鉱床付近では下部ジュラ系は認められず、三

畳系または古生界を鉱床母岩のアーレン階―バジョース階が覆っている。 

この地域の石灰岩にはドロマイト化した母岩中に、カーストの空隙を崩壊物が埋めてい

るチャンネル状の構造が認められ、この透水性の高い崩壊物の部分が鉱床胚胎の場になっ

ている。主要鉱床はグラーベン構造の中に位置しており、ミッスウイン・グラーベンには
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雁行する 2列の鉱床群があり、ブブケール、トゥイシット、ベディアン等の鉱床が分布し

ている。 

第 2-17 図 トゥイシット鉱床付近の地質図  出典:Project JICA/BRPM(2002) 

第 2-18 図 ミッスウイン・グラーベンと鉱床位置 出典:Project JICA/BRPM(2002) 
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この地域の鉱床はアーレン階―バジョース階(ジュラ紀中期)のドロマイト質石灰岩を母

岩とする層状のミッシッシッピーバレー型鉱床である。メクタ鉱床での研究によると、層

状鉱床は塊状または鉱染状の方鉛鉱からなる。塊状鉱体は母岩が破砕された部分に認めら

れ、鉱石鉱物が母岩の空隙に沈殿したことを示している。なお、母岩層があまり厚くなり

すぎると鉱床形成には適さないと考えられている。流体包有物や同位体の研究によると、

鉱化作用をもたらした熱水の温度は 90℃以上であり、23w%の塩濃度を示し、硫黄の起源は

下部の石炭紀の火山岩類であると考えられている。鉱床形成時期を示す明確な証拠はない

が、ジュラ紀後期～第三紀の間に複数の鉱化ステージにより形成されたと思われる。 

なお、この地域ではベディアンとトゥイシット鉱床を境として、南西側の鉱床は亜鉛よ

りも鉛に富んでおり、北東側の鉱床は亜鉛に富む傾向を示す。 

第 2-19 図 鉱床群の構造図  出典:Project JICA/BRPM(2002) 

第 2-20 図 鉱液と鉱床生成との関係図  出典:Project JICA/BRPM(2002) 

BB:Boubker,  BD:Beddiane,  EA:El Abed,  OM:Oued Mekta, T:Tiouissit 
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なお、この地域の南東の中部ムルヤ地域にもミッシッシッピーバレー型鉱床が知られて

いる(ミブラーデン鉱床)。 

 

2-2-4 Bou Azzer 地域のコバルト鉱床 

Bou Azzer 地域はアンチ・アトラス地区に位置する。周辺には先カンブリア紀の岩石が

分布している。鉱床は弱変成を受けた片岩やコーツァイトやオフィオライトで構成される

PⅡ累層のうち、オフィオライト複合岩体の蛇紋岩のまわりで脈状や鉱染状に発達する。こ

の地域には 60 くらいの鉱徴が知られており、鉱床としては 20 程度ある。その規模は数千

から百万ｔと様々であるが、平均品位は Co1%程度である。1933 から 1995 年までにこの地

域で Co50,000t、As150,000t、Ni5,000t、Au5t、Ag10t が生産されている。 

モロッコでのその他の鉱床として、オート・アトラス地区中央の斑レイ岩や閃長岩に伴

う Tassent や Anefgou などの銅・ニッケル鉱床、リフ地区の Beni Bousera 超塩基性岩体に

伴うニッケル・クロム鉱床などがある。 
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第 2-21 図 Bou Azzer 地域の地質図及びコバルト鉱床  出典:Project JICA/BRPM(2002) 

 

 

 

 第 2-22 図 Bou Azzer 地域のコバルト鉱床と蛇紋岩体の分布 

出典:Project JICA/BRPM(2002) 
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2-2-5 Imini マンガン鉱床 

Marrakech の南東 90km に位置する。Imini 鉱床周辺の地質は、西側に先カンブリアの花

崗岩や溶岩が、東側に古生代の片岩が、北側には三畳紀の粘土、砂岩、礫岩層と玄武岩が

分布する。白亜紀のものは基底は 10 から 15m の砂岩と礫岩で、ドロマイトや石膏を挟む粘

土、砂岩及び炭酸塩岩で構成され、厚さは 500m である。始新世のものは基底礫岩と炭酸塩

岩で構成される。中新世から鮮新世のものは湖沼成炭酸塩岩と礫岩で構成される。マンガ

ン鉱床は、白亜紀のドロマイト(セノマニアン～チューロニアン期)中に胚胎し、長さ 6km、

幅 500m で東北東―西南西の方向性を持つレンズ状鉱体である。マンガン鉱石は酸化マンガ

ンである。 

 

 第 2-23 図 Imini 鉱床周辺の地質図 

出典:Project JICA/BRPM(2002) 
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3. 鉱床胚胎有望地域 

モロッコの主要な鉛・亜鉛鉱床は、火山性塊状硫化物、ミシシッピーバレー型、鉱脈型

等からなる。これらは下図の 7地域に分布している。 

 

  1:Touissit, 2:Middle Moulouya, 3:Bou Dahar, 4:Jbel Aouam, 

5:Erdouz, 6:Jebilet, 7:Tafilalet 

第 3-1 図 モロッコの鉛・亜鉛鉱床分布図  出典:（財）国際鉱物資源開発協力協会（2002.3） 

Touissit ではミシシッピーバレー型、Middle Moulouya では鉱脈型、ミシシッピーバレ

ー型及び砂岩型、Bou Dahar ではカルスト型、鉱脈型、Jbel Aouam では鉱脈型、Erdouz で

は鉱脈型、Jebilet では火山性塊状硫化物型、Tafilalet では鉱脈型が分布している。 

鉱脈型の大部分は花崗岩の貫入に関連して形成されており、横ずれ断層に伴っている。

周辺部ではスメクタイト変質やカオリン変質も認められる。 

ミシシッピーバレー型や火山性塊状硫化物鉱床では潜頭性のものが多い。 

ミシシッピーバレー型でこれまで発見された鉱床は水井戸ボーリングによるものが多い。

このタイプの探査は、 

鉱床胚胎層準の追跡(特に熱水変質ドロマイト岩) 

断層等の追跡 

地化学異常の検出 

IP 法や重力測定による硫化物鉱床の把握 

が通常実施されている(Edwards and Atkinson,1986)。 
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モロッコのミシシッピーバレー型鉱床の形成場としては、 

僅かな厚さのドロマイト岩 

鉱徴を伴うグラーベン構造 

N70°E 及び N40°W の断層 

三畳系泥岩の欠如 

が重要であると考えられている(Azza,1997)。 

熱水鉱液はこの地域に発達する蒸発岩中を流れ高塩濃度になり、中・古生界から重金属

を溶脱し、この鉱液は盆地構造の中を西から東に流れたと推察される。 

鉱液は基盤岩の古生層上面である不整合面に沿って中生層の中を、特に透水性の高い粗

粒石灰岩又はドロマイト岩中を選択的に流れた。この粗粒石灰岩の堆積場としては、陸に

極めて近い石灰岩礁が考えられる。同時期に形成された厚い石灰岩層は、陸からやや離れ

たところに堆積したために、粒度が細粒になり、鉱液の通路としては適さなかったのであ

ろう。このことが僅かな厚さのドロマイト岩が鉱床は胚胎場になった。重金属を溶かし込

んで密度の大きくなった鉱液は、東メセタという巨大な盆地の中でも も深い部分に向か

って流れ(側方流)、そこで集積した鉱液はは軸流となり、盆地の 下底を東に流れ、硫化

物を沈殿しながらアルジェリアを経て地中海に達した。従って鉱床を発見するためには、

鉱床形成時の東メセタ盆地の地質構造(特に中生層と古生層との間の不整合面の形態)を復

元し、その も深いグラーベンの中心を探鉱することが鉱床発見には重要である

(Watanabe,2001)。 

 

第 3-2 図  東メセタ地域のミシシッピーバレー型鉱床形成場モデル 

出典:Project JICA/BRPM(2002)
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モロッコの Jebilet-Guemassa 地域に賦存する鉛、亜鉛、銅、そして磁硫鉄鉱を主とした鉄、

硫黄の VMS（火山性塊状硫化物鉱床）鉱床は、その層状形態、鉱物組み合わせ、酸性、塩

基性火山岩類との関連から、日本における黒鉱型鉱床、あるいはスペイン、ポルトガルに

跨るイベリアン・パイライト・ベルト型鉱床と極めて類似する鉱床であるとして注目され

ている。イベリア半島のパイライト・ベルト型鉱床、さらにフランス中央部に分布する VMS

鉱床との関係については、J.L.Lescuyer et al.(1998)が、層序対比、地質時代対比、鉱床

対比を行って議論している。これによれば、これらのすべての鉱床が、西ヘルシナイド

（Westeren Hercynides）に分布しているとしながらも、フランスの鉱床、例えば、Bodennec

鉱床や La Porte-aux-Moines 鉱床、また、イベリア半島の Rio Tinto、Neves Corvo、 Tharsis

等の鉱床が、デボン紀末期のディナンチアン階（Dinantian 階： Tournaisian 階と Vsean

階を含む）にあるのに対してモロッコの Hajar、Khwadra、Kettara 鉱床が石炭紀の Vsean

階の鉱床に賦存しているとしている。しかし、地質時代に差違、時間的な巾があるとしな

がらも、いずれの鉱床も 3.5 億年前に鉱化作用のピークを持った鉱床である、としている。 

また、これらの鉱床は、ヘルシニア紀造山運動期における縁海を鉱床の場としたもので

あるとし、鉱床中に Sn が富むか Mo-Ni が含有するかといった地化学的な違いを、縁海に

近い場か遠いかの違いで考察を加えている。J.L.Lescuyer et al.の論文にある鉱床分布

図及び鉱床規模の表を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-3 図  西部から中央ヘルシナイドのデボン系、石炭系の分布と鉱床位置 

出典:（財）国際鉱物資源開発協力協会（2002.3） 



 

- 70 - モロッコ 

第 3-1 表  西部ヘルシナイドの火山性塊状硫化物鉱床一覧   

 

出典: 国際鉱物資源開発協力協会（2002） 

火山性塊状硫化物鉱床の探査は、 

鉱床胚胎層準の追跡 

地質構造の解釈 

磁気や重力探査による硫化物鉱床の把握 

が重要である。 

このタイプの鉱床は、モロッコでは下部石炭系ビゼー統の流紋岩と玄武岩の分布する範

囲に限定される。このため、火山性塊状硫化物型鉱床に関連する火成岩の分布状況の把握

と鉱床の上下盤の識別が重要である。また、鉱床の主要構成鉱物はヘルシニア期の変成作

用で生じた磁硫鉄鉱を含んでいるため、磁気異常域として現れる。このため磁気探査によ

る鉱床発見の可能性が高い。なお、磁気異常域が、塩基性岩によるものでないことを確認

するために重力探査の併用も必要である。 

Size(Mt) Cu(％) Ｐｂ（％） Ｚｎ（％） Ａｇ（ｇ／ｔ） Ａｕ（ｇ／ｔ）
(France)
Chessy 5.8 2.37 0.37 8.26 19 0.1
Sain Bel 20 0.5 0.5
Chizeuil 5
Bodennec 2.11 1.16 0.7 2.89 56
La Porte-aux-moines 1.86 0.76 1.68 7.83 97
Menez Albot
(Iberian Pyrite Belt)
Aguas Tenidas 41 1.3 0.9 3.1 37 0.5
Aljustrel 130 1.2 1.2 3.2 36 1
Aznalcollar 90 0.51 0.85 1.8 37 0.5
Concepcion 56 0.57 0.19 0.48 7 0.2
La Zarza 164 1.24 1.09 2.49 47 1.8
Los Frailes 70 0.34 2.35 3.92 62
Lousal 50 0.7 0.8 1.4
Migollas 57 0.88 1.12 2.23
Neves-Corvo 261 1.32 0.23 1.43 11
Rio Tinto 234 0.55 0.17 0.49 7 0.1
Sotiel 75 0.56 1.34 3.16 24 0.2
Tharsis 110 0.5 0.6 2.7 22 0.7
Valverde 100 0.6 1.9 5.2 57 1
(Morocco)
Kettara 21 0.5
Khwadra 4   Cu+Pb+ 　Zn=  3.5 ～4.5
Draa Sfar 10 0.3 2 5.5
Hajar 15 1 3 10 75
Ben Slimane 1 1
Frizem 3   Cu+Pb+ Zn=  3
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