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- 1 - パキスタン 

1. 一般事情 

1-1. 面積  79.6 万㎢ 

1-2. 人口  1 億 7,872 万人 

1-3. 首都  イスラマバード 

1-4. 人種  パンジャブ人、シンド人、パターン人、バルーチ人 

1-5. 公用語  ウルドゥー語（国語） 

1-6. 宗教  イスラム教（国教） 

1-7. 地勢等   

パキスタンは東側をインド、西側はアフガニスタン、イランと国境を接している。イン

ドとの係争地であるカシミールは、中国の新彊ウイグル自治区とチベット自治区と接して

おり、1978 年に完成したカラコルム・ハイウェーは首都イスラマバードと中国の新彊ウイ

グル自治区とを短時間で結びつけている。パキスタンの北端はカラコルム、ヒンドゥーク

シュ両山脈が走り、その山間から南のアラビア海まで国土の中心部をインダス川が貫流し

ている。インダス川西側はシンド州北部の平地を除くと南北方向にスライマーン、キルタ

ール両山脈が走っており、そこを西に超えるとアフガニスタンとイラン国境まで山岳地帯

が続く。インダス川東側は平地であるが、インドとの国境地帯は北部のパンジャーブ州を

除けば、砂漠地帯が広がっている。インダス水系は産業特に農業にとってきわめて重要で、

その流域平野に国民の 80%以上が住んでいる。 

気候は北部山岳地帯と南部の平野とで大きく異なる。1 年は短い冬と長い夏に分かれ、

また夏の後半 2～3 ヶ月の雨季とそれ以外の乾季と二分かれる。雨季は南西モンスーンの影

響で雨が降る。夏は南北でずれるが､4 月頃から始まり、5～6 月は最暑気になり、日中の気

温が 40℃を超えるのは珍しくない。冬は平地では快適であるが、山岳地帯の寒さは厳しく、

深い雪が見られるところもある。 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体  連邦共和制 

2-2. 元首  パルヴェーズ・ムシャラフ大統領 

2-3. 議会  二院制 

2-4. 政治概況   

1947 年 英領インドより独立  

1948 年 第一次印パ戦争 

1952 年 日・パキスタン国交樹立  

1965 年 第二次印パ戦争 

1971 年 第三次印パ戦争   

1999 年 無血クーデター 

2002 年 10 月 総選挙実施  
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2002 年 11 月 ジャマリ内閣 発足 

2004 年 6 月 フセイン内閣 発足  

2004 年 8 月アジーズ内閣 発足 

2002 年 10 月、1999 年のクーデター以来初めての総選挙が実施された。その後、議会復

活し、ジャマリ内閣が発足した。この際、ムシャラフ大統領は行政権をジャマリ内閣に移

譲した。2004 年 6 月ジャマリ首相の辞任を受け、フセイン新首相が就任した。 

2-5. 主要産業  農業、綿鉱業 

2-6. GNP  969 億ドル 一人当たり 652 ドル（03/04 パ経済白書より算出） 

2-7. 通貨  パキスタン・ルピー 

2-8. 為替レート １米ドル＝５７．５ルピー（2003/07～2004/03 平均） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 51.785 58.029 60.864 58.534 57.215 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易（03/04 当初 9 ヶ月） 

 総貿易額 前年比 

輸 出 １００．０１億ドル １３．０％ ↑ 

主要品目 綿花関連商品、皮革製品、合成繊維衣料品、米 

輸 入 １２０．１２億ドル １８．９％ ↑ 

主要品目 石油製品、機械類、化学品、鉄鋼、食用油 

 

対日貿易（我が国 財務省貿易統計）    (単位：億円) 

 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

輸 出 328.0 270.6 268.3 189.7 155.9

主要品目 綿糸他繊維製品(59.9%)、革製品(9.9%)、魚介類(6.7%) 

輸 入 697.7 652.3 608.6 896.0 1,043.9

主要品目 自動車・同部品(47.9%)、繊維製品加工機･部品(11.8%)、金属材料(1.8%) 

（※2002 年：数値は上位 20 品目中の関連品目が対日貿易全体に占める割合） 

 

2-10. 経済概況   

ムシャラフ政権は、史上最悪の干魃の影響により産業･経済界に多大な損失を受けなが

らも疲弊した経済の再生取り組み、IMF 主導の緊縮財政を誠実に履行し、国際金融機関や

ドナーの信頼を取り戻すことに成功した。 

米国同時多発テロ事件後、国際社会と協調してテロと戦うパキスタンに、多くの国が財

政支援等を表明している。 
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2003 年度は全製造業の 68％を占める大規模製造業の好調さ（成長率 17.1％）が経済成

長を支えた。ADB は 2004 年度も好調との見通し。 

 

3. 鉱業概要 

3-1. 概要 

 パキスタン共和国の主要鉱産物としては、クロム及び少量のボーキサイトがある。 一方

非鉄金属の生産としては、クロム鉱石のほか、サインダック銅鉱山が今年から商業生産を開

始した。GDP に占める鉱業部門の割合は、0.5%と小さい｡また、貿易についても、綿関連製

品、農・畜産関連物が輸出額の大きな割合を占め、非鉄金属鉱石関連の占める割合は小さい｡ 

 
3-2. パキスタン・イスラム共和国の鉱物資源埋蔵量 

Mineral Commodity Summaries 2004 に記載なし。 

 
3-3. パキスタン・イスラム共和国の主要非鉄金属の生産量（2003 年） 

鉱 種 ﾊﾟｷｽﾀﾝ（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

クロム鉱石（千 t） 20.5 15,826.9 0.1 14 

ウラン鉱石（t） 45 35,372 0.1 17 
出典：World Metal Statistics Yearbook 2004 

 
3-4. パキスタン・イスラム共和国から日本への主たる輸入鉱石等 

 パ国から我が国への輸入非鉄金属鉱産物はクロム鉱石のみであり、そのシェアも低い。 

 
日本のパキスタン・イスラム共和国からの主要非鉄金属輸入実績（2003 年） 

鉱 種 ﾊﾟｷｽﾀﾝ（A） 世 界（B） （A）/（B）（%） ランク

クロム鉱石（千 t） 4 185 2.2 5 
出典：日本貿易月表 2003.12 
 

4. 鉱業行政 (本項は平成 3 年度プロジェクト選定調査 JMEC による) 
4-1. 法律 

 パキスタンにおいては鉱山法(1923 制定、1973 改正)の定めるところによって、基本的

には、石油・天然ガス及び放射性鉱物の探鉱・開発は連邦政府に、そしてその他の鉱物資

源の探鉱・開発は州政府に、それぞれ権限が与えられている。この法律及び憲法の下で、

鉱業法及び鉱業権の執行・管理、さらには鉱業活動全般の監督は州政府がそれぞれの工業

省鉱物開発局を通じて行っている。鉱山保安、福利厚生及びその他関連事項は州政府労働

省の鉱山監督官の監督を受けている。 
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 これらの法的枠組みは、北西辺境州、パンジャブ、シンドゥ及びバルチスタンの 4 州に

及ぶが、連邦直轄部族地域及び北方地域においては連邦政府の土侯国・辺境地域省が鉱物

資源開発の任に当たっている。 
連邦政府の石油・天然資源省は全国どの石油及び天然ガス資源に関する基礎的地質調査、

探鉱、評価及び開発を所掌している。放射性鉱物に関しては、大統領府のパキスタン原子

力委員会が調査・開発にあたっている。科学・技術省のパキスタン科学・工業研究評議会

は鉱物利用研究の任務を与えられている。 
連邦及び州両政府とも、鉱物資源開発の実務機関として多くの公社を設立している。こ

れら公社相互間の業務の重複・競合を避け、活動の調整を図るために、石油・天然資源省

の下に鉱物資源調整委員会が 1979 年に設置された。 
上述の政府の活動とは別に、民間部門も鉱物資源開発に重要な役割を果たしている。国

内の鉱区の約 90%は民間部門が所有している。 

 
4-2. 政策 

 1988 年 7 月より第 7 次 5 カ年計画が行われた。これは前政権が実施した第 5 次、第 6
次開発計画の延長線上に立案されており、また 1988 年より 2003 年までの 15 年間にわた

る長期開発計画の第 1 段階として位置づけられている。 
 この長期開発計画は「パキスタンの経済的自立実現」を目標とし、具体的には投資財源

の国内資源による調達割合の増加、財政収入の安定化、食糧自給の完全達成、貿易収支赤

字の減少、資本財生産の多様化及び人材開発等を挙げている。これを受けて第 7 次 5 カ年

計画では生産の増強と生活の質的向上の 2 つを目的としており、この達成のため、民間部

門の活性化と雇用拡大を奨励している。 
 その基本目標は次の 8 項目である。 
① 完全雇用への移行(特に教育を受けた層について) 
② 食物・住宅・保険・教育・交通手段その他の公共サービスの確保 
③ 教育・訓練に重点を置いた人的資源の開発 
④ 全分野における自力開発の推進(外国の借款・技術依存の漸進的縮小を含む) 
⑤ 政府財政負担軽減を図るための経済規制緩和による民間活動振興 
⑥ 歳入と歳出の不均衡是正による公共財政の健全化 
⑦ 工業・商業・外国為替政策による輸出の促進及び貿易収支の改善 
⑧ 物価安定を持続するための通貨抑制政策の追求 
このような政策の中で鉱物資源開発の振興は、パキスタンの産業構造の多様化を促し、

上記の基本目標を達成する上で重要な要因になると認識されている。そのため鉱業部門の

目標としては、各種の鉱物開発のため地質調査及び探査の強化、及び有望な鉱床地帯のイ

ンフラストラクチャーの整備に加えて、地質分析研究所の近代化が挙げられている。工業

生産計画の侯においては、国家経済における鉱業部門の比率を拡大する方針を示し、その
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戦略の中で地質科学研究に関連しては次の項目を優先すると述べている。 
① パキスタン地質調査所は国の内外からの投資を求めるために鉱化帯図を作成して、

開発有望地域を選定する。それに必要な体制の強化を図る。 
② 鉱業分野の公共機関編成を見直し、乏しい人材と財源を 大限に活用する。 
③ 公共機関の管轄下において民間企業のための低廉・迅速な鉱物分析・鉱石処理サー

ビスを行う。 
公共投資には限界があることから、国外からの投資及び国内民間企業の活用の必要性が

強調されている。 
一方、第 6 次 5 カ年計画を通じての鉱物資源開発については、次のような問題点があっ

たと指摘されている。 
① 地質学的知識・ノウハウの不足 
② 研究開発用施設の欠如 
③ 訓練を受け経験を積んだ人材の不足 
④ 機材及び開発に必要なインフラストラクチャーの不備 
このような背景の下で、石油・天然資源省が、4 つの州政府との協議に基づいて鉱物資

源の全国的な系統的開発のため、次に掲げる同国で初の総合的鉱業政策を策定していると

報じられている(Mining Journal, february, 21, 1992)。 
同省によると、この新政策は次の目標を掲げている。 
① 現在実施中のプロジェクトを活性化する 
② 国の内外の投資家を鉱業部門により多く参加させる 
③ 鉱物資源の探鉱・開発の進展を加速する 
④ 開発に高度技術を採用する 
上記の優先項目については次のような指摘がある。 
異常といえるほど多くの機関が設置されているが、これがかえってパキスタンの鉱物資

源開発を拘束しているように見える。重大な問題は探鉱から開発への移行が有機的に進行

しないことである。この原因は第 1 に、探鉱・開発・利用に関する責任と権限が分散して

いることである。現在パキスタンには、このような業務を統一的に行う専門機関はない。

このため、特に複雑鉱の場合には、経済性及び利用に関する適正な評価が下されないこと

が多い。しばしば外国のコンサルタント会社に依頼して評価が下されるが、これら外国企

業は地域の置かれている条件を十分理解していないため、その提言は現実的でない場合が

多い。 
この問題を解決するためには、地質調査所の役割と目的を見直し、鉱床評価及びプレ・

フィージビリティー調査を含め、その活動を拡充する必要がある。地質調査所はその新た

な業務を遂行する技術能力を備えているので、残るは予算面及び施設面での強化・拡充で

ある。 
地質調査所の施設面での強化策の一環として、我が国の協力で地質科学研究所が建設さ
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れ、1990 年 10 月から 5 カ年の計画で専門家の派遣及び研修員の受け入れ等により、地質・

鉱物研究の各分野において人材育成及び技術移転等の協力が実施されている。 

 
4-3. 鉱業法 

 4-1. 法律の項ですでに記述したように、石油・天然ガス及び放射性鉱物以外の鉱物資

源の採掘・開発の権限は 4 つの州政府に与えられ、州政府は鉱業権の認可及び鉱山事業の

監督を所管しているので、各州はそれぞれの鉱業法を持っている。 

 

5. 鉱業関係機関 (本項は平成 3 年度プロジェクト選定調査 JMEC による) 
5-1. 政府機関 

5-1-1. 連邦政府機関 
(1) パキスタン地質調査所 Geological Survey of Pakistan (GSP) 
 GSP は石油・天然資源省の付属機関で、国土の地質学的研究及び地下資源の科学的評価

を実施している。設立は 1947 年 8 月で、本部をクエッタに置くほか、カラチ、ペシャワ

ル、ラホール、イスラマバード及びムザファラバード(Muzaffarabad)に支所がある。創立

以来、地質調査、地質図作成及び鉱物・燃料・水資源調査を実施している。 
 第 6 次 5 カ年計画(1982/83-1987/88)終了時点で、地質図幅は国土面積約 80 万 km2のほ

ぼ 3 分の 1 の 26.4 万 km2について完成している。このほか、200 万分の 1 の縮尺で、パ

キスタン全土の地質図、地質構造図及び地震構造図も発行されている。 
 鉱物資源の分野では、GSP の調査の結果、35 鉱種について鉱山が誕生し、現在でも 15
鉱種について加工されている(砂・礫等の建設素材は含まれていない)。 
 現在実施中の鉱物資源調査は次のとおり： 

・鉛・亜鉛 バルチスタン州クズダール県 
・斑岩銅鉱床 バルチスタン州チャガイ県 
・石炭 シンドゥ州タッタ(Thatta)県 
 バルチスタン州ロラライ(Loralai)県 
 パンジャブ州ジャン(Jhang)県 
・マンガン・硫黄・砕石 北西辺境州 
・鉱物資源総合調査 北方地域 
 アーザード・カシミール 

(2) パキスタン鉱物開発公社 Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) 
 PMDC は 1974 年 7 月に設立され、連邦政府が全株式を所有している。設立時点で、パ

キスタン工業開発公社の鉱物開発部門が担当していた業務の内、バルチスタン州チャガイ

県の鉄鉱床探鉱以外の探鉱・開発業務が PMDC に移管された。石油・天然資源省の管轄

下にあって、PMDC は石油・天然ガス及び放射性鉱物以外のすべての鉱物資源を対象にし

て、探鉱・開発活動を実施している。 
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 PMDC の主要業務は石炭及び岩塩鉱業である。その 4 つの炭田では全国生産の約 20%
の石炭を産出している。岩塩鉱業は PMDC が独占的に実施してきたが、現在ではパンジ

ャブ及び北西辺境両州において、他の公営機関に業務を移管している。石炭及び岩塩以外

の鉱種についても、PMDC はいくつかの探鉱・開発プロジェクトを持っている。 
(3) 資源開発公社 Resources Development Corporation (RDC) 
 RDC は石油・天然資源省の下に 1974 年に設立された。石油・天然ガス以外の鉱物資源

を業務の対象にしているが、設立時の目的はバルチスタン州チャガイ県のサインダック斑

岩銅鉱床開発である。 
(4) パキスタン工業開発公社 Pakistan Industrial Development Corporation (PIDC) 
 PIDC は鉱物資源関連の工業を含む工業の開発を目的として生産省の下に 1950 年代に

設立された。1974 年に PMDC に探鉱・開発業務を移管した後、PIDC は現在バルチスタ

ン州チャガイ県パチン・コー(Pachin Koh)－チケン・ディグ(Chiken Dig)地域の鉄鉱床の

探鉱を続けている。 
 PIDC は、また現在北西辺境州アボッタバード(Abbottabad)県シェルワン(Sherwan)近
郊の菱苦土石鉱床の評価も行っている。これらの鉱床は PIDC が設置を提案している北西

辺境州ハリプール(Haripur)県ハタール(Hattar)の工場でクローム・菱苦土石及び耐火煉瓦

の製造に原料を提供することになっている。 
 これら 2 つのプロジェクトは中国政府の援助を受けて実施されているが、商業生産には

まだ至っていない。 
(5) 連邦直轄部族地域開発公社 Federally Administered Tribal Areas Development 

Corporation (FATADC) 
 FATADC は、1970 年代初めに連邦政府内務省の土侯国・辺境地域省の下に設立された

もので、FATA 経済の総合的開発を目的としている。鉱物資源調査は 1975 年から始めて

おり、FATADC は現在次の探鉱を実施している。 
・銅鉱床 ワジリスタン(Waziristan)自治区 
・滑石 クラム(Kurram)自治区 
・大理石及び珪砂 モーマンド(Mohmand)自治区 

  開発の段階に達したものはまだない。 
(6) パキスタン貴石鉱物公社 Gemstone Corporation of Pakistan (GEMCP) 
 GEMCP は 1979 年に石油・天然資源省の下に設立された公営の株式会社で、株式の配

分は連邦政府 38%、北西辺境州政府 37%及び民間投資家 25%となっている。その業務は

貴石鉱物類の採掘、切断、研磨及び販売などである。 
 設立と同時に、GEMCP はスワット・エメラルド鉱山(Swat EmeraldMines)及びフン

ザ・ルビー鉱山(Hunza Ruby Mines)の運営にあたった(それまでこれらの鉱山は、それぞ

れ SDA 及び PMDC が運営していた)。さらに、ペシャワルにある PMDC の宝石加工セン

ター(Lapidary Center)も傘下に置くことになった。GDMCP は北西辺境州マルダン
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(Mardan)県カトラン(Katlang)地域のトパーズ鉱山を稼行している。 
(7) パキスタン製鋼公社 Pakistan Steel Mills Corporation (PASMIC) 
 PASMIC は生産省の下に置かれている。カラチ近郊に製鋼所を持っており、PASMIC
はパキスタンで主要な原料需要部門である。鉄鉱石、マンガン鉱石及びコークスなどは輸

入しているが、石灰石、ドロマイト、耐火粘土、蛍石及び珪砂などは国内産のものを使用

している。国内産原料は PASMIC 自身の鉱山から得ているほか、BDA、PUJMIN、PMDC
などからも供給されている。 
 PASMIC は、その鉱山部門を他の公営機関に移管する意向を持っているといわれている。 
(8) パキスタン・セメント公社 State Cement Corporation of Pakistan (SCCP) 
 民間セメント工場の国有化が行われ、それらと PIDC のセメント工場との合弁が実施さ

れたのを機に、SCCP は 1973 年に生産省の下に設立され、すべてのセメント工場を所有

することになった。 
 パキスタンには、セメント産業に必要な石灰石、頁岩/粘土、石膏、珪砂、裸てらいとな

どすべての原料の膨大な埋蔵量がある。ほとんどすべてのセメント工場は、その隣接地域

に石灰石及び頁岩/粘土の鉱区を所有している。石膏、珪砂及びラテライトは民間企業から

供給されている。また、石膏の一部は NFC からも供給を受けている。 
(9) 肥料公社 National Fertilizer Corporation (NFC) 
 NFC は生産省の下に設置されている。鉱物資源に関しては、NFC はパンジャブ州モア

ンワリ(Mianwali)県ダウドケール(Daudkhel)地域での石膏の採掘を行い、硫酸塩系の肥料

を製造している。 
 北西辺境州ハザラ行政官区内にある燐鉱床が SDA によって開発されれば、鉱石はパン

ジャブ州ファイサラバード(Faisalabad)県ジャランワラ(Jaranwala)にある NFC の燐酸塩

系肥料工場に供給されることになる。 
(10) パキスタン化学・窯業公社 Federal Chemical and Ceramics Corporation of 

Pakistan (FCCCP) 
 FCCCP は生産省の下に設置されている。当公社は北西辺境州スワット県シャー・デー

リ(Shar Dheri)にカオリン鉱山を持っており、その精製粘土は自身の窯業工場で使用され

るほか、民間にも供給されている。 
(11) パキスタン原子力委員会 Pakistan Atomic energy Commission (PAEC) 
 PAEC は大統領府に属しており、パキスタンにおける放射性鉱物の炭坑、開発、精製及

び利用の権限を与えられている。主な活動は、パンジャブ州ラホールにある原子力鉱物セ

ンター(Atomic Energy Minerals Center)によって実施されている。 
(12) パキスタン科学・工業研究評議会 Pakistan Council of Scientific and Indestrial 

Research (PCSIR) 
  PCSIR は科学・技術省の下に設置されており、基礎研究・応用研究の両分野にわたるパ

キスタン 大の科学研究機関である。その研究所はカラチ、ラホール及びペシャワルにあ
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る。ラホールとペシャワルの研究所には鉱物分析、選鉱試験及びパイロット・ブラント研

究のための施設があり、地質、物理、化学、地球化学、冶金、窯業など広範な分野の研究

者、技術者及び機械工を擁している。 
 その主要業務は国内産鉱物の精製・利用、ガラス・窯業試験及び機器分析などである。 
(13) 原油・ガス開発公社 Oil and Gas Development Corporation (OGDC) 
 OGDC は石油・天然資源省の下に置かれ、原油の探査・開発を業務としている。 

 
5-1-2. 州政府機関 

(1) パンジャブ鉱物開発公社 Punjab Mineral Development Corporation (PUNJMIN) 
PUNJMIN はパンジャブ州工業・鉱物開発省の下に置かれ、同州における鉱物資源の探

鉱・開発の権限を与えられている。これまでに、当公社はカリ、白土、鉄、ボーキサイト、

石炭、珪砂、耐火粘土、ドロマイトなどの探鉱を実施し、ドロマイト、珪砂及び耐火粘土

を開発に結びつけた。 
(2) サルハド開発公社 Sarhad Development Authority (SDA) 
 SDA は北西辺境就航業・鉱物開発省の下に設置されており、同州の工業化の促進及び拡

充がその設立目的となっている。鉱物資源開発も主要業務に含まれており、チトラル県で

アンチモン鉱山を稼行しているほか、次の探鉱活動を実施している。 
・燐鉱床 ハザラ行政管区 
・鉛・亜鉛鉱床 コヒスタン県 
・霞石閃長岩 マルダン(Mardan)県 

(3) バルチスタン開発公社 Baluchistan Development Authority (BDA) 
 BDA はバルチスタン州の中で、SDA と同様の役割を果たしており、次のような業務を

実施している。 
・蛍石探鉱・開発 カラット県 
・珪岩開発 ラスベラ県 
・クローム鉄鉱開発及び輸出  ピシン県及びゾブ県 

 
5-1-3. 州政府 

(1) パンジャブ、シンドゥ、北西辺境及びバルチスタンの 4 州 
①鉱物開発局 Directorates of Mineral Development (DMD)  

各州の工業省の中にあって、鉱業権の認可及びロイヤルティ・鉱産税の徴収を主要業務

としている。 
②鉱山監督局 Inspectorates of Mineral Development (IMD)  

各州は労働省の中に鉱山監督局をおいている。その主要業務は鉱山保安及び鉱山労働者

の福利・厚生の監督並びに関連法規の執行である。 

(2) アーザード・カシミール 
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① 鉱工業開発省 Department of Industries (and Mineral Development) 
② アーザード・カシミール鉱工業開発公社 Azad Kashmir Mineral and Indestrial 

Development Corporation (AKMIDC) 
 アーザード・カシミール政府は鉱工業開発省をおいて鉱業権の認可及び鉱物資源開発政

策策定などの業務に当たらせるほか、アーザード・カシミール鉱工業開発公社を 1970 年

代初頭に設立して、鉱物資源の探鉱・開発の権限を与えている。現在までのところ、

AKMIDC の活動は探鉱段階にとどまっている。 
 

6. 投資環境 

  不詳 

 

7. 地質・鉱床概要 

 パキスタンの地質・鉱床はユーラシア大陸とゴンドワナ大陸の分裂・衝突、テチス海の

消長によって特徴づけられる。したがって、鉱床生成作用は原生代から新生代までのきわ

めて広範な生成期にわたっている。特に重要な鉱床は次のとおり；(a)後期原生代の堆積成

(あるいは火山－堆積成)銅鉱床、(b)漸新世の花崗岩・花崗閃緑岩岩株に伴うタングステン、

錫、銅、鉛、亜鉛、金のスカルン・鉱脈鉱床及び鉱染鉱床、(c)第三紀の酸性～中性火山岩

分布域の熱水性錫、タングステン及び銅鉱床、(d)白亜紀から第三紀のカルク・アルカリ岩

マグマの噴出・貫入活動に伴うポーフィリー型銅－モリブデン鉱床、マント型銅鉱床、黒

鉱型銅－鉛－亜鉛鉱床及びスカルン・鉱脈鉱床、(e)ジュラ紀のゴンドワナ大陸分裂時の張

力裂罅に伴った SEDEX 型(噴気堆積成)鉛－亜鉛鉱床及びミシシッピバレー型蛍石－重晶石

－鉛鉱床。 

 鉱床と鉱徴地が特に集中し、将来経済的に採掘可能な鉱床が発見される可能性が高い地

区として、南西部イラン・アフガニスタンとの国境地帯の Chagai 帯、及び西パキスタン褶

曲帯の Kirthar 帯の 2 地区がある。 

 

7-1. 南西部イラン・アフガニスタンとの国境地帯の Chagai 帯 

 白亜紀から第三紀のマグマ活動に伴うポーフィリー型銅鉱床をはじめとする多様な非鉄

金属鉱床の存在が知られている。当鉱床区の中で も有望な地区は、Chagai 帯である。当

地域に分布する鉱床はカルク・アルカリ岩マグマの噴出・貫入活動に密接な関係を持って

いる。それらに関連し、ポーフィリー(銅、モリブデン)鉱床、鉱脈鉱床、マント・タイプ

鉱床、黒鉱鉱床、接触交代鉱床及び火山性鉄－銅鉱床等、多様な鉱床が生成された。中で

も、ポーフィリー鉱床が重要であり、多くの場合、小規模な貫入岩体に関連している。Chagai

帯は中東地域 大のポーフィリー型銅－モリブデン鉱床(Sar Chesnmeh 鉱床)を胚胎する

Sahand- Bazman 鉱床帯の東延長に位置することから、鉱床賦存のポテンシャリティーはき

わめて大きいものと考えられる。 
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7-2. 西パキスタン褶曲帯の Kirthar 帯 

 ジュラ紀の SEDEX 型(噴気堆積成)鉛－亜鉛鉱床あるいはミシシッピバレー型蛍石－重晶

石－鉛鉱床が知られている。当鉱床区の中で も有望な地区は、Kirthar 帯である。当地

区は、インドプレート大陸棚鉱床生成区の一部に位置づけられる。鉛・亜鉛を主とする鉱

床はDuddar(Pb-Zn-Ba)及び Gunga鉱床(Pb-Zn-Ba)に代表される。Koh-i-Maran及び Dalband

蛍石鉱床は鉱脈及び層準規制タイプの鉱床として知られ、稼行実績もある。重晶石はジュ

ラ紀層中にしばしば鉛・亜鉛とともにあるいは単独の鉱床として生成している。蛍石や重

晶石を主とする鉱床はいわゆるミシシッピバレー・タイプに属するが、Duddar 及び Gunga

鉱床(Pb-Zn-Ba)など鉛・亜鉛を主とする層状ないしレンズ状鉱床は SEDEX タイプ(噴気堆積

成)であると考えられている。 

 

8. 鉱山概要 

8-1. Saindak 鉱床 

 パキスタン西端部 Chagai, Balochistan に位置する。3 つの独立した鉱化帯からなる。

埋蔵鉱量は 3 鉱体合わせて 290 百万トン、Cu 0.41% 

8-2. Saindak 東部地域のポーフィリー銅鉱床群 

 Saindak鉱床の東南東40km付近に小規模貫入岩体に伴うポーフィリー銅鉱化帯が知られ

ていて、鉱量30億トン、含銅量5.3百万トン、含金量284トンが推定されている(MMAJ, 2001)。 

8-3. Duddar 鉛・亜鉛・重晶石鉱床 

 西パキスタン褶曲帯中の下部ジュラ紀層中に胚胎する。埋蔵鉱量は 14.3 百万トン、Zn 

8.6%, Pb 3.2% (MMAJ, 1998)。 

 

9. 新規鉱山開発状況 

9-1. Reko Diq 銅金鉱床 

国名／地域 ：Pakistan/Balochistan 

名前 ：Reko Diq 

位置   ：Pakistan 西部。  

会社名（権益比率）：Mincor Resources NL （Tethyan Copper Company を通じて 81.5％） 

鉱床  鉱種  ：Cu 

埋蔵鉱量  ：  

総資源量 730 百万ｔ 0.64% Cu, 0.39 g/t Au (0.5%Cu cut-off) 

    H4 鉱床 80 百万 t 0.9％Cu 

Peter Leaman (2002): MMAJ Forum 

鉱床タイプ ：ポーフィリーカッパー 

地質概要 ：Reko Diq 貫入岩複合岩体には 10Kmx15Km の範囲に 19 の既知銅・金ポ
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ーフィーリー鉱化地が賦存する。そのうちの H4 プロジェクトが始めに開発される

予定である。H4 鉱床はリーチキャップに覆われた二次富化を受けた銅の浅成硫化

物鉱床（輝銅鉱を主とする）である。その他の多くの鉱床は深成鉱床で H4 鉱床よ

り新しい時代に生成されたと考えられ、黄鉄鉱の含有が低く二次富化作用が弱い。 

 

鉱化作用の年代：新第三紀中新世 

開発計画 ： 

開発の概要 ：2002 年 3 月パキスタン連邦政府は H4 プロジェクトに対し“Export 

Processing Zone”(EPZ)を与えた。これにより開発に当たり諸税の免除な

どの特典を受けられる。2004 年末現在 H4 鉱床開発のバンカブル F/S が進

行中で 2005 年中頃には終了予定である。     

選鉱法  ：リーチングの試験が行われている。バクテリアリーチング、SX-EW にて

年間生産量 40,000ｔCu が検討されている。  

文献 

・ Peter Leaman (2002): MMAJ Forum 

・ http://www.infomine.com 

9-2. Saindak 銅金鉱床 

国名／地域 ：Pakistan/Chagai, Balochistan 

名前  ：Saindak 
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位置  ：Chagai, Balochistan 

会社名（権益比率）：Saindak Metals Ltd (SML)は 2001 年に Metallurgical Construction 

Corp. (MCC) of China に対し 10 年間のリース権を与えた。資産は MCC 

Resources Development Ltd.（MRDL）に移転された。 

鉱床  鉱種 ：Cu 

埋蔵鉱量 ：440 百万 t 

品位  ：0.41% Cu, 0.5g/t Au 

鉱床タイプ ：ポーフィリーカッパー 

鉱化作用の年代：新第三紀 中新世 

開発計画 ：2003 年 8 月生産開始。 

（Mining Annual Review 2003: Mining Communications Ltd. 2003） 

開発の概要：安泰科によると、江西銅業株式有限公司と数社のパートナー企業は、中国

企業(中国冶金建設集団公司)が開発中のパキスタンの Saindak 銅鉱山へ投

資の可能性について検討していることを公表した。 

 一方、中国連合銅業有限公司(CUC)(注)が中心となり、国内産銅 5 社(江

西銅業、銅陵有色金属、雲南銅業、金川有色金属、中条山有色金属)と国有

貿易公司である中国五鉱有色金属株式有限公司で構成される下部組織 

“銅精鉱仕入同盟”(主として共同で海外の供給業者と銅精鉱の加工費

(TC/RC)について協議し、 も良い条件で大量に調達することを目指す組

織)がリーダシープを取り、Saindak への投資可能調査を既に行っていると

して江西銅業が同様に公表した。 

 江西銅業の董事長何昌明は｢江西銅業とCUCのパートナー企業は、Saindak

銅鉱山の生産能力を拡張させ、そこに投資することにより権益取得を目指

している｣と表明した。 (2004. 6. 23 北京 納 篤) 

採鉱法 ：露天掘り 

文献 

・ Peter Leaman (2002): MMAJ Forum 

・ Mining Annual Review 2003: Mining Communications Ltd. 2003 

・ JOGMEC (2004) : ニュースフラッシュ No.04-23,  7 月 1 日 

 

9-2. Duddar 鉛亜鉛鉱床 

国名／地域 ：Pakistan/Khuzdar 県 

名前  ：Duddar 

位置  ：Duddar, Khuzdar 

会社名（権益比率）： 中国冶金建設集団 （MCC）* 51% 

湖南株洲製錬集団有色金属公司 34% 
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湖南黄沙坪鉛亜鉛鉱公司  15% 

*Metallurgical Constraction Corp. (MCC) of China  

埋蔵鉱量 ：確定鉱量 14.31 百万 t 8.6％Zn、3.2％Pb 

鉱床タイプ ：ミシシッピーバレー型・層準規制鉱床 

地質概要 ：ジュラ系 Zidi 層の石灰岩・頁岩の互層中に発達する重晶石―鉛―亜鉛

―鉄硫化物からなる層準規制・ミシシッピーバレー型鉱床である。 

開発計画 ： 

開発の概要 ：2005 年 4 月より建設を開始し、2007 年末の生産開始を目指している。

生産開始後は 10 万 t/年の亜鉛精鉱(亜鉛 65%)、3.25 万 t の鉛精鉱(鉛 54%)

の生産が可能となるとしている。  

開発費 ：＄72.6 百万 

副産物等 ：重晶石 

備考  ：安泰科によれば、湖南株洲製錬集団有色金属公司、湖南黄沙坪鉛亜鉛

鉱公司との連合企業からなる中冶建設 Duddar 鉱業開発公司(MCC Duddar Minerals 

Development)は、中国国家開発銀行から 5,400 万ドルの資金貸付を受け、パキス

タン Balochistan 省 lasbela 地域にある Duddar(注)鉛・亜鉛鉱床の開発を実施す

る。プロジェクトの総投資額は 7,260 万ドルを見込んでおり、残りの 20%は同開

発公司が自ら資金調達を計る。 

 中国冶金建設集団は、この連合企業の 51%の株式を所有し、湖南株洲製錬集団

有色金属公司は 34%、湖南黄沙坪鉛亜鉛鉱公司は 15%の株式を所有する。ちなみに

湖南株洲製錬集団有色金属公司は中国 大の亜鉛生産企業で、2003 年は 28.5 万 t

を生産している。 

 本プロジェクトは、中国冶金建設集団が既にサインダック銅、金プロジェクト

を実施しているところであり、その拡張事業の一環として進められているもの。

予定では Duddar 鉛・亜鉛鉱床は 2005 年 4 月より建設を開始し、2007 年末の生産

開始を目指している。生産開始後は 10 万 t/年の亜鉛精鉱(亜鉛 65%)、3.25 万 t

の鉛精鉱(鉛 54%)の生産が可能となるとしている。 

(注：Duddar は固有名詞)   (2005. 1. 26 北京 納 篤) 

文献 

・ Mining Annual Review 2003: Mining Communications Ltd. 2003 

・ （財）国際鉱物資源開発協力協会（1992）：平成 3 年度プロジェクト選定調査報告書 

パキスタン・イスラム共和国 平成 4 年 3 月 

・ JOGMEC (2005) : ニュースフラッシュ No.05-04,  2 月 2 日 

 

10. 探査状況 

パキスタン地質調査所は、2003/04 年に 12,150Km2 の地質図作成と 8,000Km2 に及ぶ 5
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万分の 1 の地質図の再編纂を行なっている。Mari－Bugti 地域と Quetta Valley 地域の 5

万分の 1 の地質図は完成している。 

Balochistan 地方にある Mangochar 地区の鉛亜鉛鉱床および Uthal 地区の銅鉱床での物

理探査が実施された。 

 

11. 製錬所概要 

  不詳 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

 

 

 

Pakistan-ZnPb-Duddar  Duddar, Khuzdar 

Duddar 

Reko Diq 
Saindak 
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Pakistan-Cu-Reko Diq  

Pakistan-Cu-Saindak  Chagai, Balochistan 

 

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 クズダール 

・パキスタン地質科学研究所プロジェクト(JICA、1990-1997) 

 

資料（統計、法律、文献名、URL 等） 

一般事情：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/pakistan/index.html 

アフガニスタン・イスラム国およびパキスタン・イスラム共和国における基礎的地質情報

解析(MMAJ、2002) 

プロジェクト選定調査 パキスタン・イスラム共和国(JMEC、1992) 

地質ニュース 525 号(1998) 




