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第 1 部 資源開発環境調査 

1. 一般事情 

1-1. 面積  ４４万７，４００㎢ 

1-2. 人口  ２，５１０万人（2002 年初） 

1-3. 主要産業  綿花生産、天然ガス、石油、金など 

1-4. GNI  １１５億ドル 一人当たり４５０ドル（2002 年世銀） 

1-5. 通貨  ウズベキスタン・スム（UZS） 

1-6. 為替レート  1US＄＝1068.62UZS（2005/02 現在） 

1-7. 地下資源   

1-8. 輸出額  ２９．７１億ドル（2002 年 Interfax 報道） 

1-9. 輸出品目  綿花、金、天然ガス、非鉄金属 

1-10. 対日輸出品目 通信機器、輸送用機器、精密機器(2003 年財務省貿易統計) 

1-11. 輸入額  １０６億円 

1-12. 輸入品目  金、繊維原料 

1-13. 人種（民族） ウズベク人 77.2%、ロシア人 5.2%、タジク人 4.8%、カザフ人 4%、

カラカルパク人 2.1%、タタール人 1.4%、キルギス人 0.9%、ト

ルクメン人 0.6% 

1-14. 公用語 ウズベク語（チュルク諸語に属する。但し、タシケント・サマ

ルカンド・ブハラ等主として都市の諸方言はペルシア語の影響

が強い。） 

1-15. 宗教    イスラム教スンニ派が優勢 

 

 

2. 経済概要 

2003 年 10 月に IMF8 条国移行(為替自由化)を達成したウズベキスタンの 2003 年におけ

る GDP 成長率は 4.4%、鉱工業生産は 6.2%増であった。同国は、依然として一部の主要経

済指標を除き、経済データを公表していない(出典：CIS 統計委員会)。 

 

3. 鉱業概要 

3-1. 鉱物資源 

 ウズベキスタン共和国は、多種多様な地下資源を保有しており、約 100 種類の鉱物を産

す、2,700 以上の鉱物資源の産地があるとされている。これらの内、貴金属、非鉄および

希少金属、原油、天然ガス、建築材などの戦略的に重要な地下資源に対する多くの調査や

探鉱が実施されている。 

 同国の地下資源埋蔵のポテンシャルは、３兆 3700 億ドルと見込まれ、毎年、55～60 億

ドルの資源が回収され、60～70 億ドルの資源が新たに発見されているといわれる。 
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 これまでの調査で確認されている地下資源は、原油・天然ガス 2,640 億ドル（27.3％）、

金 640 億ドル（6.5％）、非鉄・希少金属・放射性金属 810 億ドル（8.3％）、石炭 790 億

ドル（8.1％）、鉱物性肥料原料 420 億ドル（4.3％）、化学産業原料 580 億ドル（６％）、

建築材 1,490 億ドル（15.4％）、その他 2,330 億ドル（24.0％）で、その総額は 9,700 億

ドルと評価されている。 

 ウズベキスタン共和国が保有する、金、ウラニウム、銅、天然ガス、原油などの重要地

下資源の埋蔵量は、世界的にも注目に値し、これらの大部分は、露天採掘などが可能で、

比較的簡単な製錬処理による高い回収率と、低コストでの回収ができるといわれる。 

 

3-2．鉱業生産 

主要鉱産物の生産動向 

(単位：t) 

鉱 種 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 対前年比 

金*1 82.0 82.0 82.0 82.0 ±0 % 

銀*1 150.0 150.0 150.0 150.0 ±0 % 

銅*1 65,000.0 97,300.0 80,000.0 80,000.0 ±0 % 

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ*2 1,000.0 1,000.0 1,000.0 N.D. － 

出典：*1：World Metal Statistics, March 2004 

   *2：World Metal Statistics Yearbook 2003 

3-2-1. 金 

 ウズベキスタン共和国には、5,000 トン以上の金が埋蔵され、その 60％以上が同国の西

部・中央キズルクム地域に集中して存在するといわれる。 

 同国の金産出の歴史は古く、旧ソ連時代には、その産金量の 45％を生産したといわれ

る。同国の産金量は、通常 80 トンといわれているが、 近は以前に比べ生産量がやや減

少している傾向がみられる。 

 1995 年のＣＩＳ諸国全体の鉱山産出金量は 215 トンで、ウズベキスタン共和国は 64 ト

ンを生産している。この内 70％以上がムルンタウ鉱山から生産され、アルマリックコン

ビナートの銅、鉛、亜鉛製錬の副産物として 10 トン程度が回収されている。 

 ムルンタウ鉱山の低品位鉱石を処理するニューモント社との合弁事業（ニューモントザ

ラフシャン、1992 年設立）が創業を開始し、1996 年（９月まで）には、2.8 トンの金が

回収されたと報告されている。 

 同国政府は、外国資本との合弁事業による、ザルミタン、キズルアルマ、クチブラック

などの金鉱山の共同開発を手掛けており、ダウギタウ、アマンタイタウ、カイラガッチな

どの鉱床も今後同じ方法で開発される予定である。 

 これらの鉱山や鉱床が開発されると、銅国の金生産量は 2000 年までに 30～50％増加す

ると期待されている。 

3-2-2. 銅 

 旧ソ連邦時代には、その生産量の８％を占め、カザフスタンに続く第３番目の生産国で
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あったが、1995 年の銅生産量は、80,000 トンと報告されている。 

 同国の銅は、アルマリック地域のカルマキール（Kalmakir）鉱山とサリチェク

（Sary-Cheku）鉱山の２つの大規模斑岩銅鉱床から産出されているが、 近では両鉱山の

採掘量が急激に低下し、その主な原因は資金不足による減産といわれる。 

 国内鉱石は減少しているが、南米産などの銅処理を開始したため、1995 年のブリスタ

ーとカソードの生産は増加したと報告されている。 

 銅鉱石は、1979 年に設立されたアルマリック鉱山・製錬コンビナート（複合企業体）

で処理されている。同コンビナートの処理能力は、年間 30 万トンで、精製銅、ブリスタ

ー銅、銅線、インゴット、金・銀合金、硫酸、セレン、テルル等を生産している。 

 

3-2-3. 鉛・亜鉛 

 旧ソ連邦時代には、その生産量の鉛 15％、亜鉛 6.4％を占め、第３位の地位を確保して

いた。 近の鉛・亜鉛の同国の生産量は、1990 年に比べ急激に低下しているといわれる。 

 鉛・亜鉛鉱石は、その大部分が、同国中央部のジザク地域に位置するウチクラック

（Uch-Kulach）鉱山と、同国南部のカシュダリア地域に位置するカンジザ（Khandiza）鉱

山で採掘されている。 

 鉱山はアルマリックコンビナートまでトラック輸送して処理されている。ウチクラック

鉱山とアルマリックコンビナートは 300km 以上離れており、輸送コストの面で 近は採掘

量が大幅に減少している。 

 亜鉛精鉱は、イランおよびポーランドからの買鉱とともに、全量がアルマリックコンビ

ナートの亜鉛製錬所で処理されている。鉛精鉱は、全量カザフスタンのチムケント

（Chimukent）製錬所に輸出して処理されていたが、1995 年の初めからは、アルマリック

製錬所内に貯鉱されている。 

3-2-4. その他 

 ウズベキスタン共和国には、上述した金属類の他、タングステン、モリブデン、ウラニ

ウム、螢石、セメント原料、化学・肥料原料などの地下資源も豊富に存在し、特に、ウラ

ニウム生産は世界の上位 10 ケ国にランクづけられている。 

 同国のウラン資源は、ウチクドックからヌラバッドにかけた延長 400km、幅 125km の帯

状をなすキジルクム地域に存在しており、ウチクドック、ザラフシャン、ザフアラバッド、

ヌラバッドに鉱床は位置している。ウラン鉱床の大部分は、白亜系および古第三系の堆積

岩を母岩とする砂岩型の鉱床で、賦存深度は 100～300ｍ、平均品位は 0.096％U である。

同国のウラン資源埋蔵量は 225 千トンと見込まれ、この内確認済みの埋蔵量は 166 千トン

と経常されている。この他、ウチクドック地域には、290 千トンのポテンシャルが予想さ

れ、その大部分はインシツーリーチングで処理可能と見込まれている。 

 ウチクドック地域のウラン採掘は 1958 年に開始され、当初は露天掘りで採掘された。 

その後坑内採掘に移行し、1960 年代に、インシツーリチング処理法の技術開発を行い、

この導入に成功している。1994 年、ウチクドック鉱山の露天採掘が終了したあとはヒー
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ブリーチング処理を中止し、現在では５つの鉱山全てでインシツーリチング法が行われて

いる。インシツーリチングにより抽出された浸出液は、山元でイオン交換法により処理さ

れる。処理後の澱物（イエローケーキ・スラリー）は、ナボイコンビナートの湿式製錬所

（処理能力 3,200tU／年）に送られて溶媒抽出法で精製し、酸化ウランとして生産されて

いる。 

 同国のウラン生産量（U）は、1980 年代には年間 3,700～3,800 トンであったが、 近

では減少し、1994 年の生産量は 2,116 トン U と報告されている。 

 

3-3. カウンターパート 

 ウズベキスタン共和国では、地下視点の調査、探鉱、採掘はすべて国家が管理しており、

これらの実質的な企画、実施、管理は国家地質委員会が行っている。 

 鉱業権は国家地質委員会が保有しており、協力基礎調査が実施される場合は、同委員会

がウズベキスタン共和国側のカウンターパートとなる。 

 実質的には、たとえば東クラミンスク地域の場合、国家地質委員会傘下のタシケント地

質局が管理し、当地質局の下部組織東クラミン地質探査隊が担当する。一方、南ヌラタウ

地域の場合、同委員会のサマルカンド地質局が管理しており、その下部組織ザラフシャン

地質探査隊およびザルミタン地質探査隊が担当することとなる。 

 国家地質委員会の調査や評価が終了し、鉱量が計上されると、以前は生産担当部門にそ

の管理（採掘権）は自動的に移管されていたが、５年前からは同委員会も採掘権を持てる

ようになり、単独または海外を含む他者との合弁で開発できるようになった。 

 キズルアルマ・コチブラック鉱山開発（ニューモント／三井プロジェクト）などの合弁

事業の場合、国家地質委員会が、ウズアルマゾロトとともにウズベキスタン共和国側の相

手として種々の交渉を行っている。 

 探鉱段階が終了して開発に進む場合、国家地質委員会のほか、同国の国有鉱山・製錬企

業であるアルマリック鉱山・製錬コンビナート、ナボイ鉱山・製錬コンビナート、ウズア

ルマゾロトなどが共同開発の相手となる。 

3-3-1. アルマリック鉱山・製錬コンビナート（AMMC） 

AMMC は、ウズベキスタン共和国で も大きい鉱山企業の１つで、２つの主要な生産部

門を有し、鉱石の採掘と銅、鉛、亜鉛、モリブデン精鉱、金属亜鉛、精製銅、セレニウム、

テルル、硫酸、金属カドミウムなどを生産している。 

(1)鉛・亜鉛部門 

アルティントプカン（Altintopkan）、ペイブラック（Paibuluk）、ウチクラック

（Uchkulach）などの鉱山の採掘、鉱石処理（選鉱）工場、硫酸プラントを有す亜鉛製錬

所よりなる。鉛・亜鉛プラントは、1954 年に稼働を開始し、鉱石処理能力は年間 400 万

トンで、浮選処理により鉛、亜鉛精鉱を生産している。亜鉛精鉱は同コンビナートの亜鉛

製錬所で処理され、鉛精鉱はチムケント製錬所（カザフスタン）に輸出していたが、現在

は同製錬所内に貯鉱している。亜鉛製錬所は、1970 年に操業を開始し、年間に 12 万トン
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の金属亜鉛を生産する他、金属カドミウム、インジウム、硫酸、鉛、銅、硫酸亜鉛を副産

品として産す。 

(2)銅・金・モリブデン部門 

カルマキール、サリチェクなどの露天採掘鉱山、銅鉱石処理（選鉱）工場、硫酸プラン

トを有す銅製錬所よりなる。銅プラントは 1991 年に稼働を開始し、鉱石処理濃緑は年間

2,900 万トンで、銅とモリブデンの精鉱を生産している。銅精鉱は同コンビナートの同製

錬所で処理され、モリブデン精鉱はチルチック（Chirchik）の耐熱、耐火金属製造工場に

輸送される。 

3-3-2. ナボイ鉱山・製錬コンビナート（NMMC） 

NMMC は、ウラニウムの採掘、鉱石処理、生産企業で、金、ほたる石、建築材、大理石

なども生産し、外国企業との合弁事業もすでにいくつか実現している。企業体は、探鉱、

採掘、および鉱石処理を行う６つの鉱山運営部門からなり、それぞれは企業城下町を形成

している。 

(1) 北部鉱山運営部門（NMMC、Uchkuduk） 

(2) 中部鉱山運営部門（CMM、Zarafshan） 

(3) ザラフシャン建設運営部門（ZCC、Zarafshan） 

(4) 鉱山運営 No５部門（MM#5、Zafarabad） 

(5) 南部鉱山運営部門（SMM、Nurabad） 

(6) 鉱山運営 No２部門（MM#2、Krasnogorsk） 

 

この他、ナボイ市に、ウラニウム酸化物、レニウム（Rh）、金を生産する溶解製錬プラ

ント、機器製造プランと、中央探鉱隊、技術実施部隊、酪農場・果実・食品生産国有農場

などを有する、管理・運営センターがある。 

3-3-3. ウズベク金採掘・ダイヤモンド研磨処理企業（ウズアルマゾロト） 

ウズアルマゾロトは 1994 年に設立され、貴金属と非鉄金属鉱石の採掘および処理、

終製品の生産、ダイヤモンドのカッティングと売買などを行っている。ウズアルマゾロト

は、タシケントから 125km 離れたボスタンリクに輸入原石を処理する企業（Almaz プラン

ト）を有する他、アングレン、カウルディン、マルジャンブラック、ザルミタン、チャダ

ックなどのなどの金鉱山の操業を行っている。 

このほか、探鉱、採掘、開発、建設、サービスなどを実施しているいくつかの特殊企業

（Sredaztsvetmetenergo 、Uzniprptsvetmet）も管理している。 

3-4. 民間企業の鉱業活動 

1992 年に、ウズベク共和国政府は、ムルンタウ鉱山から、今後 14 年間に約 160t の金

を生産するニューモント社（米国）との合弁事業（ザラフシャン・ニューモントプロジェ

クト、初期投資２億 2800 万ドル）を開始した。 

同鉱山には、低品位のため屋外に積み上げて鉱石が 2.2 億トン（1.22g/t）ほどある。

これを対象として鉱山敷地内に処理プラントを建設し、低品位の金鉱石に青酸溶液をかけ



 

- 6 - ウズベキスタン 

（ヒーブリーチング）、抽出液からニューモント社の技術を使って低コスト（6.43$/t・

Au）で金を分離する金回収事業である。生産規模は、年間処理鉱石 13.8 百万トン、金回

収量 12t/年で、これはムルンタウ鉱山の現在の生産規模の約２割に相当する。精製した

金はウズベキスタン共和国とニューモント社がそれぞれ折半し、世界市場で販売する。 

英国のロンロ社が、キズルクム砂漠のアマンタイタウ（Amantaytau）とダウギスタウ

（Daugyztau）金鉱床を開発するため、総額４億 800 万ドルの合弁事業に着手した他、オ

ーストラリアのウエスタンマイニング社（ザルミタン鉱山、１億 5000 万ドル）、日本の

三井物産、米国のニューモント社（キズルアルマ鉱山、コチブラック鉱山、２億ドル）な

ど多くの会社が、合弁での金鉱山開発を進めている。 

1996 年の８月に、新規の探鉱や鉱山開発に海外からの投資者を呼び込むため、中央ア

ジアで も金賦存の大きいといわれる、ウズベキスタン共和国の西部、キズルクム砂漠と

ヌラタウ山地の中間に位置する。金、銅、希少金属賦存の期待が大きい７地域が国際入札

に供された。 

入札に供された７地域、カラムルン（Karamurun）、ジェティムタウ（Dzhetymtau）、

タムデイブラック（Tamdybulak）、ロックハート（Rokhat）、アイラック(Airak)、タン

デイタウ（Tandytau）、カタイッチ（Kattaich）には、金 2,040 トン、銅 400 万トン、モ

リブデン 20 万トン、タングステン 35 万トン、ウラニウム 15 万トンの埋蔵ポテンシャル

が見込まれている。 

 

国際入札に供された７地域 

① カラムルン地域（305 ㎢） 

ナボイ州のウチクドック地域、ブカンタウ山脈の北西端に位置し、銅250万トン、

モリブデン 20 万トン、レニウム 73 トンの賦存が期待される。 

② ジェティムタウ地域（1,520 ㎢） 

ナボイ州のタムディン地区、ブカンタウ山脈の東端に位置し、金 400 トン、タン

グステン三酸化物 35 万トンの賦存が期待される。 

③ タムデイブラック地域（250 ㎢） 

ナボイ州のタムディン地区、北タムディタウ山脈の東端に位置し、金 350 トン、

銀 200 トン、タングステン三酸化物５万トンの賦存が期待される。 

④ ロックハート地域（220 ㎢） 

ナボイ州のタムディン地区の中心キジルクムの南、ジェティムタウ高地位置し、

金 200 トン、銅 150 万トン、ウラニウム 15 万トンの賦存が期待される。 

⑤ アイラック地域（430 ㎢） 

ナボイ州のタムディン地区、中部キジルクムのアリスタンタウ山脈に位置し、金

350 トンの賦存が期待される。 

⑥ タンデイタウ地域（620 ㎢） 

ナボイ州のヌラタウ地域、北-ヌラタウ山塊の北西端に位置し、金 320 トンの賦
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存が期待される。 

⑦ カタイッチ地域（545 ㎢） 

ムプルジェム ムラタウ山塊の中央域、北斜面、山麓の谷に位置し、金 170 トン、

銀 450 トンの賦存が期待される。 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 外資 

外資に対する特別な優遇措置としては、①自己の生産した原料・部品や出資分と見なさ

れる物資の輸入関税免除、②政府決定によって外国投資家に追加的な保証・保護措置が設

定可能、③5,000 万 US ドル以上の直接投資を行う外国法人に対する輸入税免除、等が挙

げられる。｢外国投資法｣と｢外国投資家保護法｣が 1998 年に制定されており、外資の出資

比率 30%以上の場合に、外資企業と見なされることが規定されている。 

外貨管理は、1999 年の大統領令で、輸出で獲得した外貨収益の 50%の強制売却、外貨現

金の国外持出しや持込みの制限、等が課されており、厳しく規制されている。 

2002 年 12 月、｢地下資源の利用に関する新法｣が施行され、鉱物資源開発への外資参入

を制限してきた旧法を修正、特に石油・ガス部門に対する外国投資を積極的に受け入れる

内容となったほか、2003 年 10 月には、生産物分与協定(PSA)法(2001 年 12 月制定)が改正

され、投資コストの回収期間が、従来の 1 年間から、契約で規定される全期間に延長され

た。 

また、いろいろな弊害が指摘されていた複数為替レート(為替や関税で適用される｢公定

(中央銀行)｣、外貨強制売却や対外債務返済における｢商業(銀行間取引)｣、｢市場(ヤミ)｣)

については、2003 年 10 月の IMF8 条国移行の達成によって、3 つの義務(①貿易など経常

取引の支払いを制限しない、②外国通貨間に差別を設けない、③複数為替を採用しない)

を履行するという形で改善されるに至った。 

2004 年 1 月に行われた税制改正によって、鉱業税制である資源採掘税が、以下のとお

り税率変更された。 

・金：2.8%→5% 

・銀：7%→8% 

・銅：7.9%→8.1% 

・鉛・亜鉛・モリブデン：1%、タングステン：8%(いずれも据え置き) 

2004 年 4 月、国外からの送金受取りに新たな制限が課された。これは、ウズベキスタ

ンで 3 月末に断続的に発生したテロ事件に鑑み、活動資金の調達を防ぐのが狙いと見られ

ている。 

なお、現在、輸出の場合に必要となる課税や手続きは、以下のとおりである。 

・物品税(該当する品目と税率に関する閣議決定<2001 年 12 月>) 

・許認可が必要な品目：貴金属、ウランなど 

・輸出認定：非鉄金属の輸出契約は、対外経済関係庁の審査を受ける必要がある 
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・ 輸出外貨収益の強制売却：50%(上述参照。ただし、中小・零細企業は免除)。 

 

4-2. 鉱業関連法規 

 ウズベキスタン共和国には、鉱業関連の法律として以下のようなものが制定されている。 

The land     20/9/1990 制定(31/8/1995 改正) 

The Protection or Nature   9/12/1992 制定 

The Water and Water Utilization  6/5/1993 制定 

Specially protected Natural Territories 7/5/1993 制定 

The Bowels of the Earth   22/9/1994 制定 

Concessions     30/8/1995 制定 

 

 1994 年９月に制定された「The Bowels of the Earth（地球の内部に関して）」により、

ウズベキスタン共和国の地下資源は、「国家の、しかも独占的な所有物であり、外国人お

よび外国資本による企業を含む法人や個人は、これを利用できる」と明確に規定している。 

 この法律は、鉱物資源の有効利用や効率的な調査、探鉱に関する需要の高まりに答えて

制定されたもので、地下資源利用の許認可、その移管、変更、譲渡などに関する手続きや

条件、合理的かる有効な地下資源の利用と保護、環境の保護、鉱業に要する土地の供与、

有用鉱物の開発や採掘活動の安全性の確保や保護、国家や個人の権益の保護などに関する

行動を規制し監視している。 

 1995 年８月に制定された「Concessions（許可に関して）」は、「国家の名において、

外国の投資者に地表・地下権を含む所有権の使用の授与（許認可）」にかんする法律であ

る。 

 所有権（鉱業権）の譲り受けは、通常入札または競売で行われるが、例外的に大臣官房

の決定により許認可権所有部門と投資者との直接交渉で授与される場合もある。 

 政府はこの法律で、所有権の譲受人による鉱業権、地表権の利用およびこれらに関する

活動を許可し、外国人投資者の諸権利を明確にしているが、一方ではこれらに関する独占

的な命令権を保有している。 

 権利の使用を許可されたものは、その活動で得た生産物や収入を所有できるが、その範

囲は許認可契約で規定され、政府やこれらの生産物に対する優先購入権を保有している。 

4-3. 鉱区設定状況 

 ウズベキスタン共和国では、全ての鉱業権を原則として国家が所有し、国家による入札、

競売あるいは国家に対する申請等の手続きをへて鉱業権の移転は行われる。 

 探鉱権の場合、原則的に国家地質委員会がその権利を保有し、企業、個人が国家地質委

員会に申請して、審査の結果適正な探鉱能力を有すと判断されれば範囲を限定して、その

権利を取得できる。国家地質委員会が適当な探鉱を実施して鉱量を計上した場合、その管

理は国家地質委員会の株式会社組織である State Committee on Ore Reserve に移行する。 

これらの採掘権は、取得しようとする企業、個人の申請に基づき、閣僚会議および国家地



 

- 9 - ウズベキスタン 

質委員会が当該申請者にその技術があると判断した場合、その鉱量が賦存する鉱画に限定

して採掘の許可が与えられる。従って、探鉱権、採掘権とも案件ごとに対象となる区域(面

積)と鉱画（鉱量）が異なっており、目下進行中の、キズルアルマ鉱山開発などの合弁事

業でも、探鉱権は区域で採掘権は鉱画で認められているといわれる。探鉱権、採掘権とも

に試算としての価値はなく、入札による探鉱権取得の場合、毎年土地使用料（５～10 ド

ル／㎢）の支払いが義務付けられ、その期限は６年間に限定されている。 

 

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

  国家地質委員会（Goskomgeologia） 

  鉱物資源の派遣、管理、採掘、同国の地質研究に関連したすべての活動のコーディネー

ターとして公式に認可された国家機関である。鉱物資源は探鉱、採掘、処理などの合弁事

業や、外国を相手とする全て（石油天然ガスは除く）の地下資源関連事業に関するウズベ

ク側の権利を代表する権限を与えられており、地下資源の利用に関する戦略的な案件を、

独自または外国のパートナーと共同で開発できる。同委員会は旧ソ連邦時代の組織を引き

継ぎ、資源調査・開発に経験豊かな技術者を有し、初期調査から鉱量計算やその評価など

を行い、傘下には試錐、坑道掘削などの実働部隊も抱えている。 

 

6. 投資環境 

6-1. 外資法 

外国企業：外資系企業として登記されるためには、定款資本金額が 15 万ドル相当額以上

であり、かつ株主の一人が外国法人で、外国人による投資額が定款資本金額の 30％以上

でなければならない。 

外資系企業として登記されるためには以下の条件を満たす必要がある。 

・企業の定款資本金額が 15 万ドル相当額未満でないこと 

・企業の参加者の一人は必ず外国法人であること 

・外国投資の割合は企業の定款資本金の 30％以下でないこと 

出資比率：外国投資家は企業を設立することができるほか、既に設立された企業に資本参

加し、また、私有化される企業を買収することができる。 

外資規制：2001 年 5 月 12 日付オリー･マジリス（ 高会議）決定第 222 号-II でライセン

スの必要な業種が規定されている。ライセンスを供与する省庁･政府関係機関は 2002 年 6

月 28 日付閣僚会議決定第 236 号付属書 1 に記載されている。 

国有資産管理･企業活動支援国家委員会 

同委員会の役割 

・非国有化・私有化過程の組織化、方法論の指導 

・国有施設等の非国有化・私有化に際しての外国投資導入の基本方針、導入形態、利用形

態の決定 
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6-2. 税金 

法人税として企業利潤税（18%）がある。 

企業利潤税（法人税）に対する優遇措置 

通常は 18％である。ただし、定款資本金において外国資本の割合が 50％以上である外資

系製造業企業に対しては、外貨に換算された定款資本金の規模により以下のとおりである。 

企業利潤税（法人税）は以下の場合に免除される。 

a)ウズベキスタン共和国の投資プログラムに含められたプロジェクトに対して、登記時か

ら 初の７年のうちに投資を行なった外資系製造企業。 

b)新規に設立された企業で、外国投資を伴い（貿易、仲売り、日用品供給･調達関連事業

を除く）、市（ゴーロド）以外の村落地域（ポショローク、キシュラーク、アウールなど

の行政単位）に創設された企業は、登記時から 初の 1 年間は免税、2 年目は定められた

税率の 25％、3 年目は同 50％を支払うものとする。 

配当･利子所得税 

ウズベキスタン共和国の居住者たる法人、および自然人に対して、配当、および利子所得

（法令に従って課税が免除されるべき金額を差し引いた後の額）には 15％の税率で課税

される。 

非居住者たる法人、および自然人は、常設の機関（合弁企業等）であるかどうかは関係な

く、ウズベキスタン共和国内の支払い元より受け取った所得から、以下の税率により支払

い元で税金が源泉徴収される。 

・配当、および利子に対して 15％ 

・支払われる保険金に対して 10％ 

・ウズベキスタン共和国と他国との間の通信、輸送サービス（運賃収入）に対して 6％ 

・ロイヤルティー、賃貸借収入、管理･コンサルタントサービスを含む役務提供からの収

入、および既に収入（利益）税が課税された収入以外のその他の収入に対して 20％ 

個人所得税（13～32％）、付加価値税（20％）、企業活動税（法定 低賃金に乗じた額を

賦課）など。 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 広域地質と鉱床生成区 

 ウズベキスタンを含む中央アジアは、古生代におけるユーラシア大陸地殻成長の足跡を

見事に残している(Sengor et al., 1993)。先カンブリア系基盤がオルドビス紀中期－シ

ルル紀早期に開いてトルキスタン古大洋に堆積作用が生じ、シルル紀後期－デボン紀に北

向きの沈み込みと、古生代後期にかけて北側のアルタイ地塊に対するコリジョンが生じた。

コリジョンに伴ってナッペの発生など著しい地表の短縮化が起こり、かつ石炭紀からペル

ム紀にかけて花崗岩類が併入した。 

 

 地域的には北から南へ、古生代中－後期の海洋底堆積物、原生代後期古生代初期の海成
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堆積物と火山岩類、古生代後期のメランジェとオフィオライトが分布する。中生代－新生

代には局地的に堆積盆地が発生し、石油・ガスなどが胚胎している。 

 オフィオライト帯はキジル・クム－アライ衝突帯の北縁に発達する。その南側の古成層

は石炭紀－ペルム紀前期にかけての”ヘルシニア”変動を受け著しく褶曲し、かつ深成岩

類の併入を被る。これらはキジル・クム地域では衝突帯の堆積岩類に、タシケント南方の

アルマキル地域では衝突帯北側のカザフ・キルギス－バイカルブロックに貫入する。これ

ら深成岩類は一般にモンゾニ岩質で、斑糲岩や花崗岩(閃長岩)類を伴う。このモンゾニ岩

質岩体は金－銀－銅－モリブデン－(タングステン)鉱床帯であることから磁鉄鉱系岩類

からなるものと思われる。この鉱床区の南側には錫－タングステン鉱床生成区が分布し、

この帯はチタン鉄鉱系に花崗岩類からなる可能性が高い。(2000 石原舜三 地質ニュー

ス 552 号より) 

7-2. 地質構造 

 中央アジアでは主要な山脈群の方向はテクトニック構造の卓越方向に一致し、北部、中

央部及び南部山脈群の 3 つのグループに区分される。 

 北部山脈群はブロック状高地からなり、先カンブリア系、下部及び中部古生代の岩石及

び上部白亜系と古第三系から構成されている。主たる褶曲作用のステージはカレドニア期

であり、上部白亜系と古第三系は褶曲していない。 

 中央山脈群も、ブロック状高地からなり、中部～下部古生界の岩石及びヘルシニア期の

花崗岩で構成されている。花崗岩を除く岩石累は褶曲作用を蒙っている。上部白亜系及び

古第三系も広く発達し、弱い褶曲作用を受けている。 

 南部山脈群は、古生代、中生代の海成層及び古第三系からなり、上部白亜系と古第三系

の地層は著しく褶曲と変成を受け、若い褶曲山脈の性質を示している。 

7-3. 主要鉱床分布 

 中央アジアの鉱化作用は、カレドニア期とヘルシニア期に生じている。 

 カレドニア期の花崗岩類は、天山地方北部に発達し、これに関連して磁鉄鉱と金の小規

模スカルン鉱床、錫を伴うペグマタイト鉱床、輝水鉛鉱を伴う石英グライゼン鉱床、小規

模な亜鉛鉱床などが形成されている。 

 ヘルシニア期には中期と後期に活発な鉱化作用が認められている。中期(石炭紀)には、

天山地方の北部を中心に中部、南部に及ぶ広い範囲に花崗岩質岩が貫入し、これらはスカ

ルン型灰重石鉱床、金、錫、硫砒鉄鉱の熱水鉱床を随伴している。後期(ペルム紀)には、

組成の複雑な小岩体が段階的に観入し、これに伴って鉛亜鉛、銅、蒼鉛、蛍石の熱水鉱床

が形成されている。 

 ウズベキスタン共和国には、中期から後期石炭紀及び初期ペルム紀の造山作用と火成活

動に関連して生成されたと考えられる世界的規模のムルンタウ金鉱床やカルマキール含

金・銅・モリブデン斑岩鉱床などの豊富な地下資源の存在も知られている。この他、鉛、

亜鉛、モリブデン、タングステン、ウラニウム、蛍石、セメント原料、化学肥料原料など

の豊富な地下資源の存在も知られている。 
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8. 鉱山概要 

8-1. 金 

産金量の約 7 割を生産する Muruntau 鉱山と、同鉱山の低品位鉱から金を回収する

Zarafshan-Newmont J/V が大規模な操業を行っている。この他に、年産 1～数 t 規模の中・

小規模金鉱山がいくつかあり、銅や鉛・亜鉛鉱石から副産物として回収される 10 数 t も

含め、全体では世界 9 位の生産量を誇っている。参考までに我が国は、2003 年に同国か

ら金地金 6,962.7kg を輸入した。 

Muruntau 鉱山(中央 Kyzyl-Kum 地域)： 

Navoi Mining & Metallurgical Combine (Navoi GMK)が操業する世界屈指の大鉱山。2003

年は、採掘機械の調達(30百万 USドル)や露天採掘ピット深部化の第Ⅰ期再開発工事(15 百

万 US ドル)など積極的な投資を行っており、27～28 百万 t/年の鉱石採掘量を 2007 年には

30～40 百万 t にまで拡張する計画である。同鉱山の金年産量は 60t 前後と推定される。

Navoi GMK では、操業を管理する Mardzhanbulak 金鉱山や Zarmitau 金鉱山でも増産を計

画中と伝えられている。 

Zarafshan-Newmont J/V(中央 Kyzyl-Kum 地域)： 

Newmont Mining 社とウズベク側(国家地質委員会、Navoi GMK)の 50/50 で構成され、

Muruntau 鉱山の低品位鉱から回収した金(銀、銅、鉛などの副産物あり)の生産量は、2003

年には 13.6t(対前年比 15.5%減)であった。低品位鉱の資源量は 220百万 t、品位 Au 1.4g/t

とされる。 

8-2. 銅、鉛・亜鉛 

ウズベキスタンの銅生産独占企業体 Almalyk Mining & Metals Combine(AGMK)が、

Tashkent 州 Almalyk 地域で金・モリブデンなどを伴う斑岩銅鉱床の Kalmakyr 鉱山(埋蔵

鉱量 10 億 t、品位 Cu 0.4%)と Sary-Cheku 鉱山から銅精鉱を生産しており、2003 年、設

備近代化プロジェクトに対し、UFJ 銀行(日)などからなる国際銀行団(ABN AMRO、

Commerzbank 等)から、Glencore 社(スイス)への電気銅販売を条件として 35 百万 US ドル

の融資を受けた。 

AGMK は、Dzhizak 州の Uch-Kulach 鉛・亜鉛鉱山(鉱量 2 億 t、品位 Pb・Zn 4%程度)では

鉛・亜鉛精鉱を生産している。また、国営金採掘企業 Uzalmazzoloto 社の解体に伴う 2003

年のテンダーで、AGMK は Angren 鉱山(Kyzylama 坑と Kochbulak 坑からなり、金埋蔵量は

270t)を獲得したほか、Chadak、Kauldy の 2 金鉱山も取得した。AGMK は、2003 年上期に

亜鉛精鉱を 2,379t、2002 年に金を 12.54t それぞれ生産した。 

8-3. タングステン、モリブデン 

タングステンは 2002 年生産量では世界 3 位とされているが、Uzbek Heat-resistant & 

Refractory Metals Combine(UzKTZhM)で防衛産業向けに加工されるタングステンの精鉱は、

ロシアから輸入されているとの情報(2003 年 10 月 12 日 Interfax)がある。銅の副産物と

して AGMK が回収したモリブデン精鉱は、同様に UzKTZhM で加工される原料となるほか、



 

- 13 - ウズベキスタン 

Uzmetall Technology J/V(Metek Metalls 社(イスラエル)50%、UzKTZhM 30%、AGMK 20%)

が処理(精鉱量：600t/年)し、三酸化モリブデンに加工している。 

8-4. ウラン 

Navoi GMK は、中央 Kyzyl-Kum 地域で In-situ Mining によりウラン採掘(Kendyktyube、

Lyavakan 及び Tokhumbet 鉱床)を行っており、2002 年には 2,100t を生産した(世界 6位)。 

 

9. 新規鉱山開発状況 

9-1. Khandiza 多金属鉱床(Surkhandarrya 州) 

Oxus Gold Plc.社の子会社 Marakand Minerals 社が 2004 年 6 月の完了を目指してバン

カブル F/S を行っており、開発費 100 百万 US ドルで山元に選鉱設備を建設する計画であ

る。開発方式については、ウズベク政府との PSA(生産物分与協定)によるか、あるいは J/V

かなど、調整が行われている。同鉱床の確定鉱量は 13 百万 t、品位：Zn 8.3%、Pb 4.1%、

Cu 1.0%、Au 0.34g/t、Ag 144g/t とされる。同社は、2002 年末、ウズベク政府より同鉱

床の排他的開発権を付与された。 

 

9-2. Central Kyzyl-Kum Mountains of Bukantau 

2003 年 9 月、Metek Metalls 社(イスラエル)が本地域の鉱業振興 F/S 調査を実施し、

Sautbai・Burgut タングステン鉱床、Barkhanoye・Turbai 金鉱床及び Okzhetpes 銀鉱床の

開発計画を策定した。計画によると、年間で金 2t、タングステン 900～950t の生産が可

能とされ、イスラエル側との J/V 設立構想が盛り込まれている。 

 

10.探査状況 

10-1. Amantaytau 金鉱山(中央 Kyzyl-Kum 地域) 

Oxus Resources 社(英)50%、国家地質委員会 40%、Navoi GMK10%で構成される Amantaytau 

Goldfields J/V(AGF)が開発費 45 百万 US ドルを投じて進めてきた同鉱山の金回収設備Ⅰ

期工事が 2003 年末に完成し、金生産を開始した。2004 年初め、金の輸出契約に関する対

外経済関係庁での審査に時間を要し輸出が滞っていたが、4 月の承認を受け、金生産量の

7 割(開発資金融資の際の条件)が輸出可能となった。同鉱山では、1 百万 t/年の酸化鉱を

処理し、キャッシュ・コスト 106 ドル/oz で年間 6.2t の金の生産を計画している。また、

同社は、硫化鉱を処理し、回収設備を 2 百万 t/年に拡張するⅡ期工事のバンカブル F/S

に着手、計画が実行に移されれば生産能力は 9.0t/年となる。同鉱山の可採金量は 3.2 百

万 oz とされる。 

AGF は、この他に中・小規模の金銀鉱床に関する探鉱・開発ライセンスを 4 件所有して

いる。Oxus Resources 社は、中央アジア地域で金鉱山開発を手がけている Oxus Gold Plc.

社(英)の開発子会社である。 
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11. 製錬所概要 

製錬所概要（操業）   記号 : Uzbekistan-Cu-Almalyk  

国名／地域  :Uzbekistan/Tashkent  

名前   :Almalyk Copper Smelter/Refinery  

位置   :Almalyk, Tashkent  

緯度・経度  :  

会社名（権益比率）:Almalyk  

主要生産金属  :Cu  

生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年   

生産量 （金属量 千トン） 年 

溶錬 精錬 

1999 90.0 e 72.0 

2000 69.0 e 75.0 e 

2001 81.0 e 75.0 e 

2002 57.0 e 90.0 e 

2003 88.0 e 90.0 e 

  Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

製錬方法 : 

溶錬 ：OFS  

精錬 ：ELR  

文献： 

・ Raw Materials Data, Feb. 2002,  Raw Materials Group 

・ Raw Materials Data, Feb. 2004,  Raw Materials Group 

・ Who Owns Who in Mining 2001 

・ Raw Materials Data, August 2004, Raw Materials Group 

 

製錬所概要（操業）   記号 Uzbekistan-Zn-Almalyk 

国名／地域 ：Uzbekistan/Taschkent 

名前  ：Almalyk Mining and Metallurgical Complex 

位置  ：Amir Temur St, Almalyk, Taschkent 

会社名（権益比率）：State of Uzbekistan 

主要生産金属 ：Zn 

生産量 （直近 5 ヵ年） 生産開始年：     

年 生産量 

1999 38.0 

2000 34.0 e 
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2001 35.0 e 

2002 35.0 e 

2003 35.0 e 

 Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 

文献： 

・Raw Materials Data, August 2004,  Raw Materials Group 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

 

 

操業鉱山 

Uzbekistan-Au Muruntau  中央 Kyzyl-Kum 地域、タシケントの西約 400Km に位置 

Uzbekistan-CuAu Kalmakyrsk Tashkent 州、Almalyk 地域 

Uzbekistan-Cu  Sary-Cheku  同上 

Uzbekistan-PbZn- Uch-Kulach Dzhizak 州 

探鉱開発 

Uzbekistan-ZnPbCuAuAg  Khandiza(Khondiza?)   Surkhandarrya 州  

精錬所 

Muruntau 

Uch-Kulach 
AlmalykCopperSmelter/Refinery  

Kalmakyrsk  

Sary-Cheku 

Khandiza 
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Uzbekistan-Cu Almalyk Copper Smelter/Refinery  Tashkent 

 

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 

 1997～1999 年度 南ヌラタウ 

・ 市場経済移行国支援資源開発調査 

 1994～1996 年度 東ブカンタウ 

 

 

 1995 年度実施開発調査案件 

（１） アラル海沿岸６都市給水計画 

（２） 東ブカンタウ地域市場経済化移行国支援資源開発調査 

（３） 電気機関車修理工場建設計画 

    なお、（１）、（２）については、1996 年度も引き続き実施されている。 

 

中央アジア地域に対する日本の二国間 ODA の実績（1995 年度）(百万円)  

有償資金協力 無償資金協力 技術協力 合 計 

国 名 1995

年 

累 

計 

1995

年 

累 

計 

1995

年 

累 

計 

1995

年 

累 計

ウズベキスタン共和国 
12,70

0 

12,70

0

1,830 3,427 434 886 14,96

4 

17、013

カザフスタン共和国 7,236 7,236 49 97 471 698 7,756 8,031

キルギスタン共和国 - 9,627 1,590 2,640 368 1,128 1,958 13,395

タジキスタン共和国 - - 10 10 21 104 31 114

トルクメニスタン共和

国 

- - - - 24 103 24 103

合 計 
19,93

6 

29,56

3

3,479 6,174 1,318 2,919 24,73

3 

38,656

出展 ： 我が国の政府開発援助 ODA 白書 下巻 1996 

 

資料（統計、法律、文献名、URL 等） 

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

資源開発協力基礎調査プロジェクト選定調査 ウズベキスタン共和国(JMEC、1997) 

資源開発協力基礎調査プロジェクト選定調査 ウズベキスタン共和国(JMEC、1994) 
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第 2 部 地質解析 

1.地質･地質構造 

1-1 地質概要 

1-1-1 中央アジア 

 旧ソ連で中央アジアというのは、アジアの中央部、いわゆる内陸全体をさすのではなく

それより狭い意味で、旧ソ連南部のウズベキスタン、キルギスタン、タジキスタン、トル

クメニスタンの四つの共和国のことである。また中央アジアの北に位置するカザフスタン

共和国、特にその南部は中央アジアと地理・地質的にも文化的にも深い関係を持ち、一体

を成しているものである。従って、本項での中央アジアの範囲を次の通りとする。 

 北限はカスピ海(Caspian Sea)の北東端部に始まり、ウスチウルト(Ust'-Urt)の北限か

らアラル海(Aral Sea)の砂漠低地を横切りチュー川の下流砂漠域に続き、そしてパルハシ

潮とアラクル湖の砂漠低地にいたる線とする。南限はイラン、アフガニスタン、パキスタ

ン及び中国との国境線と一致する。(第 2-1 図) 

 

1-1-2 地形 

 中央アジアの地形は砂漠帯、山麓帯及び山地帯の 3 帯に分けることが出来る。 

砂漠帯は中央アジアの北部を占めて分布し旧ソ連の全砂漠がこれに含まれる。すなわちカ

ラクーム(Kara-Kun：黒い砂)、キジルクム(Kyzy-Xum;赤い砂)、ベットパクダラ

(Petpakdala;空腹のステップ)及びサリーイシクオトラウ(Sary-Ishik-Otrau)である。地

図上ではアムダリア(Amu-Daria)、シルダリア(Syr-Daria)及びイーリー(Ili)の各河川に

よって明瞭に区画されている。チュウー川はベットパクダラ砂漠を横切りながら砂の中に

先滅する。これらの砂漠はいずれも平坦な地域であり、上述した河川の流路が変化するこ

とによって形成された典型的な沖積平野である。 

 河川堆積物は恒常的な強風によって常にデフレーション(風食)されている。降雨量(年

間 200mm を越えない)が極端に少なく、従って植生が貧弱で疎らなために、このデフレー

ションが促進され、其の結果として河川堆積物の表層には風成砂が集積して第 2-2 図に示

す様にそれらが広大な地域を占めている。 

 デフレーションの過程で、砂粒が形成されるばかりでなく、細粒の砂塵状物質も生成さ

れる。これらの細粒物質は、風で運搬されながら砂の堆積域を越えて山麓部に沿って堆積

し、レス(黄土)の堆積層を形成する。河川及び降水からの流水によってレスの再移動が行

われ、かなりの量のレス堆積物からなる層状集積体が形成される。レス及びレス堆積物は

例外的に肥沃な土壌を形成し、水が供給されると植生は繁茂し保持される。 

 上述した大砂漠中には、より小規模な砂漠や高原も存在している。後者には標高 150～

200m のウスチウルトの広大な台地がある。この台地の表層は中期サルマテア(Middle 

Samatian)時代に堆積した水平石灰岩層から構成される。 

 ウスチウルトはその北西側がマンギシラク(Mangyshlak)の褶曲した高地と、南側では 



 

- 18 - ウズベキスタン 

 

第
2
-
1
図

 
中

央
ア

ジ
ア

地
勢

図
 

出
典

:
J
M
E
C
 
1
9
9
4
 



 

- 19 - ウズベキスタン 

 

第
2
-
2
図

 
中

央
ア

ジ
ア

地
質

図
 

出
典

:
J
M
E
C
 
1
9
9
4
 



 

- 20 - ウズベキスタン 

 

第
2
-
2
図

 
中

央
ア

ジ
ア

地
質

図
(
凡

例
)
 

出
典

:
J
M
E
C
 
1
9
9
4
 



 

- 21 - ウズベキスタン 

トウアルキール(Tuar-Eyr)と連結している。キジルクム砂漠の中央部にはキジルクム高地

があり、そこには標高 700～800m の小山塊が古生代の岩石から構成されおり、これらの岩

石は環状の白亜紀及び古第三紀の岩石で取り囲まれている(第 2-2 図)。 

 山麓帯は、他の 2 つの地帯と比べて、無視できる程度の面積を示しているが、人ロの大

部分が集中している場所として極めて重要である。通常は幅 10km、希に 100～120km 以上

となる狭い地帯として全ての山脈斜面に沿って発達している。 

既述したようにこの山麓帯にはレス及びレス堆積物が広く分布している。自然水或いは灌

漑による水が供給されると、これらの土地は植物の繁茂するオアシス、すなわち顕著な農

業文化の地域に変化する。広大な綿花畑と水田、果樹園、葡萄園、アルファルファとクロ

ーバーの畑が多くの集落を取り囲むように分布している。フエルガナ盆地の人口密度は例

えばベルギーのそれを凌いでいる程度に人口が集中している。古都サマルカンドがあるサ

ラダシャン(Saravshan)谷、タシケント(Tashkent)、アシアバード(Ashkhabad)、アルマア

タ(Alna-Ata)、フルンゼ(Frunze)、スタリナバード(Stalinabad)等の市街の周辺部もオア

シスと呼べるような極めて大規模な耕作地を形成している。さらにアムダリア、シルダリ

ア及びテゼン(Tedzben)の谷の下流域もまた同様であり広大な灌漑用地が発達している。 

 山地帯は中央アジアの南部を占めており、山地帯南部では古生代と先カンブリア時代の

岩石からなるが西部ではジュラ紀と白亜紀の岩石が優勢である。この地帯内には旧ソ連の

高峰が認められる。：すなわち、カーン・テンダリ岩塊(massif of Khan-Tengri)には

スターリン峰(Stalin peak：7,495TB)、ポベタ峰(Pobeda peak：7,439n)及びレーニン峰

(Lenin peak：7,134m)があり、世界 高の高原であるパミール(Pamir)は、其の平均高度

が 4,000~4,500m であり、それを取り囲む稜線群は 6,000~7,000m の高度を示す。 

 主要な山脈群の方向はテクトニック構造の卓越方向に一致する。これらの起源及び構造

から判断すると 3 つのグループに区分され得る。すなわち北部、中央部及び南部山脈群で

ある。 

 北部山脈群の南側境界はシルダリアの谷と其の主要な支流であるナリン(Naryn)づたい

に連なっている。この山脈群はブロック状高地からなりプレカンブリア系、下部及び中部

古生代の岩石及び上部白亜系と古第三系から構成される。 

褶曲作用の主たるステージはカレドニア期であり、したがって上部白亜系と古第三系は褶

曲していない。 

 その南側にある中央山脈群はザラヴシャンとアライ(Alai)の谷で輪郭が規制されてい

る。地形はブロック状の高地からなり、構成岩石は中部~下部古生界の岩石及びヘルシニ

ア期の花崗岩類からなり、花崗岩類を除く岩石類は褶曲作用を蒙っている。上部白亜系及

び古第三系も広く発達しており幾分弱い褶曲を伴っている。 

 南部山脈群は、テチス(Tethys)地向斜に属し若い褶曲山脈の性質を示している。 

岩石は古生代の岩石の他に中生代の海成層や古第三系から成る。上部白亜系と古第三系の

地層は著しく褶曲しており、かつ相当程度に変成している。 
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1-1-3 層序 

(1)プレカンブリア時代の岩石(PCm) 

 プレカンブリア系は北部山脈群及び南部バミール(Southern Panir)に発達している。パ

ミールでは層厚数kmに及ぶ片麻岩類と片岩類のコンプレックスが発達し数100mの大理石

と互層している。これらはインドに産するある種のコンプレックスに類似しておりおそら

くは始生代の岩石であろう。 

 カラタウ(Karatau)、タラスーアラタウ(Talass-Alatau)及びさらに東のテルスキーアラ

タウ(Terskey-Alatau)までの北部山脈群では、古生物学的に上部カンブリア系と決定され

たものの下位に、すなわち不整合の接合面の下に変成した片岩類、千枚岩岩類、斑岩類、

変成した噴出岩類及び斑紋形成作用を受けた石灰岩類が厚い岩体として位置している。こ

れらは未区分原生界(Pr)に属する。 

 イーリー川下流の西方にあるチューイーリー山脈(Chu-Ili-mountains)では原生代の岩

石の他に、変成した頁岩とコレニア(Collenia)を含む石灰岩からなる若いコンプレックス

が発達している。これらの岩石はカンブリア系の下位に発達し多分震旦系に属すると推定

される(Pr2Cml)。ジュンガリアンアラタウ(Dzhungarian Alatau)では、下部古生界の地層

下位に、構造的な接触部(断層)によって分布が規制されている変成岩類のコンプレックス

が露出している(PCm)。 

(2)下部古生界(Pzl) 

 カンブリア紀とオルドビス紀の岩石は北部山脈群に広く発達しているが、中央部及び南

部山脈群では希である。北部山脈群では著しく変成した厚い地層(3,000~5.000m)が発達し

ており、片岩類、斑岩類及び石灰岩類からなる。これらの岩石からは希にしか化石が認め

られないが、それらはカンブリア紀とオルドビス紀を示している。時代区分が行えない部

分では全体の系統は下部古生界(Pzl)として示してある。カラタウの南東部の例の様に、

場所によっては厚い層状の石灰岩類(2.000m)が発達している。基底に向かっては、これら

の地層には上部カンブリア系を示す三葉虫類や層状燐灰土のレンズを伴う薄層が挟まれ

るが、上層に向かってはオルドビス紀の海成化石が見いだされている。地質図上では、こ

れらの地層は Cm3+0 で表現してある。他の地方ではカンブリア紀とオルドビス系を分ける

ことができ、かつカラタウの北部では下部オルドビス系さえも識別できる。 

 中央部山脈群ではオルドビス系の地層は現在までにまだ発見されていない。カンブリア

紀の化石を含む石灰岩類と頁岩類が小規模に分布している。 

 南部山脈では下部古生界が、パミール中央部に発達している。岩石は厚い珪岩類と変成

した石灰岩類及び頁岩からなる。これらの岩石中には海成フォーナーが見いだされている。

カンブリア系の地層も産する様である。 

(3)中部古生界(Pz2) 

 この区分の岩石は全域に分布する。北部及び中央部山脈群では、岩石は中程度に変成し

ており、殆ど全域で化石を含んでいるため系区分か可能である。パミー-ルの北部では構

成岩石は砂岩類、頁岩類及び石灰岩類の厚いコンプレックスからなり、それらは著しく変
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成しており、希にシルル紀、デボン紀及び前期石炭紀の化石を含んでいる。 

 シルル系(S)この時代の堆積物はアライとトルケスタン(Turkestan)の稜線群を 

含む中央部山脈群に もよく発達しており、この部分の層序はウラルの東側の層序に類似

している。下部は砂岩類を挟む頁岩類からなる。特に筆石を含む頁岩類が特徴的であり、

粘土質の石灰岩類が床板珊瑚類を含んで広く発達している。噴出性の火成岩類がしばしば

認められる。上部は主として多様な海成フォーナーを伴う石灰岩類からなる。シルル系堆

積物の総層厚は 3,000~4,000m に達する。所によってはシルル系堆積物は淡色系の礁石灰

岩類で終了しており、その堆積は前期デボン紀の時代全体を通じて中断すること無く継続

し、数百 m の厚さを持つヘルシニア期の石灰岩類の岩塊を形成した。南部山脈群では、シ

ルル系堆積物は中央部稜線群における堆積物と類似しているが、発達の度合いは良くない。

北部山脈群ではカレドニア造山運動の後期フェーズに移行したため、シルル系の層序はカ

レドニア地帯のそれと同じであり、地殻が不安定なこと及び海成～陸成の堆積物の互層で

特徴づけられる。 

デボン系(D) 

 本系の堆積物は全ての地域で認められる。後述する 3 区分(D1＋2,D2＋3,D3)ともかなりの

厚さの石灰岩と頁岩類で特徴づけられる。北部山脈群では本系層序は東部カザフスタン

(Eastern Eazakhstan)カレドニア地帯と同様である。下部(Dl＋2)は赤色頁若からなり、上

部(D2＋3,D3)は石灰岩類からなる。中央部山脈群では殆ど海成堆積物のみが発達し、主とし

て石灰岩と頁岩からなり、まれに砂岩を伴う。 

 火山岩類は下部デポン系にしばしば見いだされている。パミールでの南部山脈群では、

主として其の中央部に 3 区分層がいずれも小規模石灰岩類の分布で特徴づけられる。 

下部石炭系(C1) 

 デボン系と同様に本系は至るところで見いだされている。それらは、3 つの階に属する

化石を含む海成堆積物によって代表される。層状の石灰岩類が卓越するが、頁岩類も存在

する。層厚は変化に富み、1,500m～2,000m 及びそれ以上に達する。北部山脈群東部域で

は火山岩類が卓越する。 

(4)上部古生界(Pz3) 

 この時代の堆積物は、北部、中央部及び南部の山脈群で顕著な対照を示している。これ

は本階の地層が多様なフェーズを持つヘルシニア期の褶曲作用を蒙っているためである。

ヘルシニア期の褶曲作用は、 初北部山脈群で発生して急速に隆盛時に達して相当規模の

古地理的変化をもたらした。前期石炭紀の海域は乾燥した陸域によってとって代わられた。

この陸域は、南部と東部のみに限って、しかも短期間のみに侵入した海域の中に形成され

た。陸成フローラの痕跡を含むか、又は化石の認められない砂岩類、礫岩類及び頁岩類か

らなる厚い地層中に、この海は薄い海成の石灰岩類を堆積させた。高地が形成されたため

上部ペルム系の堆積物はどの地域でも欠如している。西部域ではタシケント地方にて、噴

出性の火山岩類の厚い堆積物(C2＋3)が認められる。 

 この褶曲作用は中央山脈群にて 盛時に達した。中期石炭紀が始まると中部古生界の地
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層の上に、この褶曲作用によって中期石炭紀の堆積物の不整合位置が決定された。褶曲作

用の 初のフェーズは比較的弱く、そのため中部石炭系の堆積物では陸成の礫岩類と砂岩

類の近くに Choristite やフズリナを含む石灰岩類を主とする海成堆積物がしばしば見い

だせる。後期石炭紀及び前期ペルム紀に、ヘルシニア期の褶曲作用は、その 盛期に達し、

この時代の終末に向かって、これまでの海域が急峻な褶曲山脈に変化して行った。この褶

曲作用に続いて、ヘルシニア期花崗岩類(γ2
3)の広範な貫入が起こった。ここでも海成の

上部ペルム系が欠如している。中央部山脈群の南側境界に沿っては、不明瞭な植物化石の

痕跡を除けば、化石を含まない厚い頁岩類及び砂岩類のシリーズが上部古生界の堆積物を

代表している。 

 南部山脈群では、北部~中央部山脈群と同一タイプの地層が発達しており、ここでも Pz3

を与えている。パミールの北西部ではピャンジ(Pyandzh)川の盆地にて詳細な上部古生界

の区分が可能である。其の基底では植物痕跡を含有する砂岩類と頁岩類(C2＋3)、その上位

に海成のフォーナを含む砂岩類、頁岩類及び石灰岩類(C3+Pl)が累重し、下部ペルム系の厚

い礁石灰岩類が続き、上部ペルム系の赤色層で完結している。南部パミールではヘルシニ

ア期の褶曲作用はその初期のフェーズのみで弱く表現されている。それらのフェーズは中

期及び後期石炭紀の数 km に及ぶ頁岩質物質の堆積を伴っており、場所によっては石炭を

含んでいる。 

下部ペルム系(Pl)の海成堆積物は広範囲に分布し、かなりの層厚をもつ各種の岩石からな

る。しかしながら も特徴的な現象は後期ペルム紀のフォーナをもつ石灰岩ユニットが下

部にあり、上部では前期トライアス紀のフォーナを含むことである。このことは、この地

方ではヘルシニア期の褶曲作用の 終フェーズが欠けていることと、古生代の堆積物が漸

移して中生代の海成堆積物に変化したことを示している。これらの現象はいずれも、地中

海地向斜の内帯に特徴的に見られる。 

(5)中生界 

 この時代の堆積物は北部と南部で明瞭に異なっており、西部と東部とではさらにその差

が著しい。カラタウーフェルガナ稜線(Ⅹaratau-Fergana ridge)の東方では中生代の堆積

物は全て陸成相に属する。この稜線から西方では後期白亜紀～古第三紀の海進が至るとこ

ろで起きている。後期ジュラ紀~前期白亜紀の海進はヘルシニア東方へは侵入しなかった。

すなわち、ムゴザール(Mugodzhar)、キジルクム高地と中央山脈群を結ぶ線より東方であ

る。この線より西～南方へはこの海進はあまねく存在している。中期及び後期ジュラ紀と

後期トライアス紀の海は南部パミールのみで発達した。これに対応して、北部山脈群では

上部白亜系と古第三系の海成堆積物がチュー川の下流域とその川の西方のみに発達した。

東方では中生界と新生界の堆積物は陸成タイプである。 

 中央山脈群では、北側の境界に沿っては後期白亜紀及び古第三紀の海成堆積物のみが、

また南側の境界に沿っては上部ジュラ系及び下部白亜系中に珊瑚礁石灰岩類を含む海成

相が存在する。 

 南部山脈群では中生界の堆積物はカウカス(Caucasus)の堆積物と同様である。 
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トライアス紀、ジュラ紀及び白亜紀では海成タイプが卓越している。海成相で代表される

下部トライアス系(Tl)はマンギスラークーとトウアルーキール構造の中核部に発達して

いる。それは粘土類、石灰岩類及び砂岩類で代表されセラティテス(Ceratites)を含み、

それほど厚くない。これらの堆積物は、ペルム紀及び前期－中期トライアス紀の厚い砂岩

類~頁岩類シリーズの中心部に産する。この他に海成の下部トライアス系がパミールで発

達している。中部トライアス系と上部トライアス系の大部分はパミールのみに見られ、か

なりの層厚を示し主として海成の石灰岩類から形成される。上部トライナス系の 上部層、

すなわちレート(Rhaetic)階は岩相上ではこれを覆うジュラ系の含石炭シリーズと同様で

あり、フェルガナ谷及び南部山脈群の北部を含めて多数の地域で見いだされている。これ

らの地層は薄層のため地質図上には示されていない。南西部パミールの上部トライアス系

では礁石灰岩類が発達している。ほとんどの地域で下部及び上部ジュラ系は厚さ数百 m の

単一の地層シリーズとして産し、均質で暗色又は褐色の砂質頁岩層(Jl＋2)から構成される。

各地にてこのシリーズは石炭(hJl)を含んでいる。例えばマンギスラーク、トウアル・キ

ール、ボルショイ バルカン(Bolshoy Balkhan)、クギタンガ(Kugitanga)、北部パミール、

フェルガナ谷、南部カラタウ(Southern Karatatu)及びイーリー川に沿った地域や国境付

近に見られる。南部パミールのみで、下部(Jl)及び中部(J2)ジュラ系の堆積物の中で海成

堆積物が相当量発達している。 

 ウラルームゴザールーキジクーム高地-ヒッサール山脈(Urals-Mugodzhar Eyzyl Kum 

Hights-Hissar Range)の線の西方と南方の上部ジュラ系(J3)は海成堆積物で代表され、場

所によって層厚と組成が異なっているが、どの地域でも下部白亜系(Crl)と密接に組合わ

さっている。ボルショイ バルカン、コペット・ダク(Kopet Dagb)、クギタンガ及びパミ

ールでは、主として礁相から成る塊状かつ層状の石灰岩類(400~500m)が上部ジュラ系~下

部白亜系地層の構成層の一メンバーと成っている。 

 上述した線の東方では陸成の上部ジュラ系は欠如しているか又は陸成の下部白亜系と

密接に関連しているかのいずれかである。第 5-1-2 図では区別していない。 

 下部(Crl)と上部(Cr2)白亜系は、分布と構成の両面において著しく対照的である。 

 下部白亜系は上部ジュラ系に関連している。すなわち海成の上部ジュラ系の発達すると

ころでは、海成の下部白亜系も生成している。バルカンとコペット・ダウでは厚い石灰岩

が構成メンバーになっている。タジタンガ及びその南方域では下部白亜系の含岩塩シリー

ズが発達している。南西部タジキスタン(South-western Tadzhik istan)にあるクツヤプ

の集落の近傍には岩塩ドームが発達している。パミールでも海成の下部白亜系が発達して

いる。 

 ヒッサール及びアライの南山脈の北方域及びアムダリアの東方では、下部白亜系はどの

地域でも陸成起源であり、化石を含まない赤色層で代表され、タシケント付近の様に層厚

が数百 m に達するところもある。 

 上部白亜系は海進によって識別され、さらに東方及び北方にも到達しておりヘルシニア

構造を越えている。この海進はチュー・イーリー山脈のカレドニア構造とフェルガナ山脈
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を形成したキンメリッジ期の構造によってのみ阻止されている。 

この間、大きな湾がチュー川下流域に出現しており、一方でカラタウ山脈は標高の低い岩

石質の半島になっている。その海岸の東方では、アルマアタ北方の例のように、上部白亜

系は薄い水平赤色層よりなり、巨大な恐竜類の化石を含んでいろ。 

 海進のあった地域では、上部白亜系は海成堆積物(マール、石灰岩及び粘土類)潟成の含

岩塩及び石膏砂質－粘土質堆積物、及び赤色層によって代表され、海岸平野にそって広く

堆積している。南方では、トルクメニア(Turkmenia)とタジキスタンにて海成の堆積物が

卓越し、1,000m を越える厚さに達している。 

(6)古第三系(Pg) 

 古第三系の堆積物は上部白亜系のものと同じ地域に発達し、同一岩相で代表される。カ

ラタウとキジルクム高地の山麓部では、暁新統と始新統(Pgl＋2)が明瞭に識別され、厚さ

数 10m の海成堆積物(粘土及び砂)で代表される。また、同様の厚さの漸新統(Pg3)も区別

され、其の下部は海成層で上部は陸成層であり変化に富んでいる。 

 フェルガナ盆地及び南西部タジキスタンでは含石油層準が古第三系の多孔質ドロマイ

ト及び砂岩中に発見されている。この付近の古第三系は層厚数百 m と推定され、構成岩石

中では石灰岩類が重要な位置を占めている。各種カキの化石が多産するのが特徴であり、

3 層とも明瞭に区分されている。 

 この地方の上部白亜系及び古第三系の堆積物の一つの特徴は、この期間の主と 

して陸成のモラッセタイプの礫岩及び砂岩等の厚い地層すなわち山麓タイプの堆積物が

完全に欠如していることである。このことから、中央アジア全体はその当時準平原であり、

西側が海に覆われていて、東側はいくつかの丘陵地を伴う海岸平野として出現していたと

見られる。このように、当地方には強烈なアルプス造山運動の如何なる痕跡も見あたらな

い。 

 

(7)新第三系(N) 

 中新世では地形的な準平原の特徴は保たれたが、当時の海ははるか西方へ退いた。サル

マテア海(N1,Samatian Sea：中新世中期~鮮新世に存在した東地中海)の境界はウスチウル

ト台地の東部断崖にほぼ一致しており、南部ではアシアバード方面に連続していた。この

海の退去と同時に山塊の陸化が始まった。このように浅海成のサルマチア堆積物では粘土

と砂を挟在する礫岩類のシリーズが厚さ数百 m で堆積しており、典型的なモラッセタイプ

を示している。このような層序はコペットダク及びコーカサス山脈の南側でも見られる。

陸化の証拠は南部山脈群とパミールでも見られる。鮮新世では、造山作用の過程は極めて

優勢であり、その作用は現代の中央アジアの山脈群-アルタイ及びサヤン(Altai and 

Sayan)の全ての地方に広まった。 

 この造山作用は第四紀全体を通して強く且つ頻繁に継続し、時として大災害をもたらす

地震の発生で明らかなように、現在でも続いている。 

 北部山脈群では、この造山作用は広域的な褶曲作用を伴わなかったが、古生代及びプレ
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カンブリア時代の岩石からなる山塊がブロック化上昇したことによって表現された。南部

山脈群では、コーカサス、アルプス及びヒマラヤの褶曲の出現で明らかなように褶曲作用

は巨大化した。 

 モラッセ地帯の北方では、広大な地域が鮮新世の河川堆積物(N2)で占められていて、カ

ラコロム及びキジルクルム砂漠の北域の砂層の下に発達している。この期間シルダリア及

びアムダリアの両河川は、現在のように北方に流れアラル海にそそぎ込んでいたわけでな

く、コペットダグ山脈の山麓を流れていた。なおアラル海そのものも、当時は現在の位置

より若干西に位置していた。これらの河川は徐々に北方に移動し、現在は風成砂で覆われ

ている広大な沖積平野を必然的に伴うようになった。風成砂で覆われた沖積平野は、シル

ダリアの東域でも見いだされている。 

 アクチャギル階(Akchagylian stage;カスピ盆地地方の鮮新世後期の海成層)及びアプ

シェロン階(Apsheronian stage;カスピ盆地地方の鮮新世後期末～更新世前期の地層)に

属する海成の鮮新世堆積物(N2)はカスピ海の沿岸に沿って見いたされており、東方何にか

なり発達し、ウスチウルト台地の南部にまで至っている。 

 

(8)第四紀堆積物(Q) 

 第四紀堆積物は、極めて広い地域を占めており、特に砂漠地帯に発達している。 

下部及び中部第四系である沖積堆積物(Ql＋2)は漸移的に鮮新統にとって替わり、 風成の

砂に覆われている。トルクメン(Ttlrkmenia)ではムルガブ(Murgab)やテゼン(Tedzhen)の

ように河川による陸上デルタが農業に対して極めて重要な位置を占めている。地質図上で

はデルタは Q3で示してある。 

 後期第四紀(Q3)及び現生(Q4)の沖積堆積物は、アムダリア、シルダリア、タラス(Talas)

及びイーリーの河川周辺に広大な面積を占めて発達している。このことは地下の基盤岩を

越えて河川の流路が絶え間なく移動していることを物語っている。 

 山麓に沿っては、モラッセ堆積物が現在でも集積を継続している。(Q,Ql,Q2又は Q3)山地

内では氷成及び融氷河流堆積物(Fluyioglacial deposits)がいたるところで認められる。

アライ谷では、パミールの北方でこれらの堆積物はかなりの面積を占め、数百 m の厚さに

達している。カスピ海に沿っては、第四紀の海成堆積物が発達している。またアラル海は

後期第四紀に形成され、海成堆積物(Q3)が広範囲に発達していることから、現在のアラル

海よりより広大な面積を占めていたことが判る。 

 

1-2 地質構造 

 中央アジアでは、主要な山脈群の方向はテクトニック構造の卓越方向に一致し、既述し

たように北部、中央部及び南部山脈群の 3 つのグループに区分され得る。 

 しかしながら、細部を見て行くとテクトニック構造及び構造階層(stmcttlralstory)は

各所にて区々であり、上述山脈群と一致する部分とそうでない部分があるので便宜上北部

帯、中央帯及び南部帯に分けて記載する。 



 

- 29 - ウズベキスタン 

 

1-2-1 北部帯 

 北部山脈部の北部及び中部ではテクトニック構造と構造階層はカザフステップ(Kazakh 

steppe)のカレドニア地帯におけるものと同一である。 

第 1 階層：始生代、原生代及び前期古生代の岩石類からなり、上述した名前のコンプレッ

クスに対応する亜階層に細分され且つ非常に錯綜した構造を持っている。 

第 2 階層：時代は中期及び後期古生代であり、ずっと単純な構造、より低い程度の変成作

用及びより少量の花崗岩によって特徴づけられる。ヘルシニアの造山運動はカレドニアの

それよりも弱いが、それでもなお、かなりの規模を持っている。 第 3 階層：後期トライ

アス紀、前期及び中期ジュラ紀の、夾炭層を含み、広域的スケールで褶曲しているが、其

れらの褶曲は単純かつ平坦的であり、変成時貫入岩体(synorogenic intrusive massifs)

を伴わない。 

第 4 階層：上部ジュラ系及びそれより若い全ての地層であり、褶曲していない未固結堆積

物で代表される。 

 

1-2-2 中央帯 

 北部山脈群の南側と中央山脈群の全体を含んでおり、5 階層からなる。 

第 1 階層：北部帯と同一であるが、ほとんど露出していない。 

第 2 階層：基本的であり卓越している。主ヘルシニア褶曲作用はカレドニアのそれよりは

強く、ヘルシニア期の花崗岩類が卓越している。 

第 3 階層：北部帯と同一であるが、その褶曲作用ははるかに強烈であり、フェルガナ山脈

の南部に位置するウズゲント(Uzgent)夾炭層の例のように、引き続いて強い変成作用を受

けている。フェルガナ稜線の構造は、前期白亜紀に生じたキンメリッジ褶曲作用の期間中

に形成されており、後期白亜紀の海が拡大するのに対して主要な障害物となった。 

第 4 階層：上部白亜系と古第三系であり、単純で平坦的ではあるが断層や押しかぶせ断層

によって破壊され、明確に定義された褶曲で特徴づけられる。これらの広域的な褶曲は、

構造線の一般的な方向に伸張しており、花崗岩の貫入は伴ってはいない。地質図上では、

それらはタシケントの北方、フェルガナ谷及びキジルクム高地(Kyzyl-kum Heights)で明

瞭に表現されている。 

第 5 階層：新第三系と第四系であり、概して褶曲も変成もしていないが、場所によっては

圧縮を受けて単純、平坦な短軸背斜(brachyanticlines)になっている。そのような褶曲は

フェルガナ谷で特によく発達しており、ナマンガン(Nanahgan)の北西方及びアンディサン

(Andizhan)の南方及び西方にもある。これらの地域で強い地震が発生していることから褶

曲作用のこの過程は現在でも進行中である。 

 

1-2-3 南部帯 

 南部帯は南部山脈群からなり、キンメリッジ及びアルプスのより若い造山フェーズが
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も強く表現されていることで識別できる。 

第 1 階層は 2 つの亜階層に細分される。 

 亜階層 1 ：始生代と前期古生代の南西部パミール(Central Pamir)の結晶質コンプレッ

クスを含んでいる。 

 亜階層 2 ：中部パミール(Central Pamir)に見いだされた前期古生代の変成コンプレッ

クスを含んでいる。 

第 2 階層：中部及び上部古生界であり、激しく褶曲し且つ変成しており、この点では第 1

階層と殆ど変わりがない。 

第 3 階層：トライアス系、ジュラ系及び下部白亜系からなり、前期白亜紀に終了したキン

メリッジ造山フェーズに出現と連結している。これらの堆積物は著しく変位し、ねじ曲げ

られて複雑な褶曲を示し、スライス状に破壊され、且つキンメリッジ期の花崗岩類によっ

て貫かれている. 

第 4 階層は上部白亜系と古第三系であり、著しく変成し且つ褶曲している。また、 

パミールでは変動時貫入作用によって破壊されている。 

第 5 階層：新第三系と第四系であり、これら地層の褶曲は明瞭ではあるが比較的単純であ

り、且つ岩石は中程度に変成している。コペットダクの山麓の例のように、各地にて若い

褶曲が発達しており、その成長は現在でも続いている。西部トルクメニスタン(Western 

Turknenistan)では、当階層の構造が石油貯留の役割を担っている。このような構造はコ

ペットダクの西方及びカスピ海沿岸付近にも見られる。チェレケン半島も含油地方の一つ

で、この構造がよく露出している。 

 

1-2-4 中央アジアのテクトニクス史 

 先カンブリア時代及び古生代では、中央アジア全体は長期に亘る顕著な下方運動

(downward movements)を受けていた。この運動量は累積した堆積性及び火山性堆積物の厚

さから決定可能で、合計では 25～30km を示している。下方運動は造山運動で中断されて

おり、それに伴う褶曲作用によって、いくつかの地帯では乾燥陸域、すなわち侵食の対象

陸域が形成された。北部山脈群ではスベコフェン造山運動、カレリア造山運動及びカレド

ニア造山運動の明瞭な徴侯が観察でき、わけてもカレドニア造山運動が顧著である。中央

部山脈群では、先カンブリア時代の造山運動(褶曲作用)の証拠はなく且つカレドニア造山

運動も殆ど存在していない。この点で中央部山脈群は北部山脈群と明瞭に異なっている。

南部山脈群では先カンブリア時代の褶曲作用は明瞭であるがカレドニア造山運動は弱い

かもしくは全く存在せず、丁度中央部山脈群の場合と同様である。 

 テクトニック運動史における顕著な部分はヘルシニア造山運動によって演ぜられた。各

山脈群での運動様式は異なるものの、全ての山脈群でこれは明白である。 

造山運動全フェーズに於ける 大強度は中央部山脈群で達成された。高く聾え立つ褶曲山

脈は前期ペルム紀のフェーズに起因している。北部及び南部山脈群では 初のフェーズが

大で、それは中期石炭紀に起きている。このため北部では乾燥陸域が形成され、その陸
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域はまだ存在している。南部では新たに形成された乾燥陸域は急速に破壊されつつあり、

その陸域が継続して沈降したため、海進が促進された。ペレム紀の海は中断することなし

にトライアス紀、ジュラ紀及び前期白亜紀の海によつて引き継がれた。既に存在していた

先カンブリア時代及び古生代の地層に対してはこの期間中少なくとも 10～12km の厚さの

海成堆積物が付け加わった。 

 キンメリッジ造山運動はこれら膨大な厚さの地層を圧縮し複雑で時には等斜褶曲を形

成すると共に現在の日本列島に類似した山稜の連なる島弧を形成した。 

 これらの島弧は南部山脈群地方及び中央部山脈群西部域の両域において前期~中期白亜

紀及び古第三妃の海の上に顔を出していた。前期白亜紀中にフェルガナ山稜が上昇した。

北部山脈群でのキンメリッジ造山運動は微弱ではあったがアンガラ地向斜の中に明瞭に

残っている。 

 アルプス造山運動は中新世に開始された。造山運動の 大強度は貫入活動を伴って南部

山脈群のみで達成され、急峻な山脈を形成した。中央部山脈群周辺部及び北部山脈群の南

側に沿った地域では、アルプス造山運動はむしろ弱く、貫入作用や注目すべき変成作用も

伴っていない。いずれの地域でも、アルプス造山運動の顕著な現象は、運動が広域的な性

格を持っていることと、その結果としてある方向に収斂する褶曲系が形成されたことであ

る。北部山脈群の北側では、これらの褶曲は存在せず、その山の外形は地塊運動(block 

movements)に依っている。地塊運動の 大強度は北部山脈群で起きている。中央山脈群で

は、この地塊運動は褶曲運動で隠された。地塊運動は主として上昇運動に起因し、まれに

下降運動にもよった。これらの運動は古生代及び先カンブリア時代の地層からなる地塊、

陸塊及び岩体の境界部にある断裂に沿って発生した。これらの地塊等はほぼ垂直な断層面

で境されているためその運動方向は通常ほぼ垂直であった。これらの面が多少とも傾斜し

ている場合押しかぶせ断層が推定でき、面が水平に近い場合押しかぶせ断層によって形成

されたデッケとして扱っている。プレートテクトニックスではサブダクションによる逆断

層として解釈できるのかも知れない。 

 押しかぶせ断層運動の期間中は古生代の地塊は、中生代及び古第三紀の未固結堆積物を

圧縮し、しばしば複雑な性質を持つ褶曲を形成した。圧砕褶曲(crush folds)系は他の褶

曲とは区別される。このことは衝上断層面から離れると、これらの褶曲が減少し 終的に

は普通の水平層にとって変わるという事実による。また第 2 の差異はそれが変成作用を全

く伴わないとうことである。複雑で等斜又は逆転した褶曲が形成されているにも拘らず、

問題となっている岩石は未固結のままである。 

 地塊衝上断層はアルマアタの東方にて古生代の地層に沿ったところで観察できる。地塊

運動の特徴は、中生代及び新生代の被覆堆積物が水平で乱れていない外座層としての分布

を示していることがよく認められている。これらの堆積物は古生代の地塊の上昇に先だっ

てその地塊の表面を覆っていた。古生代陸塊の頂部には、ところによっては上部白亜系の

水平な海成堆積物層の断片が見られることがあり、これらは本来の位置より 3,800～

4,000m も上昇したことになる。この上昇の期間中、古生界を底部とする古い準平原の表
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面もまた保存され、殆ど平坦な表面をもつ山脈頂部が認められる。上昇した地塊のサイズ

は極めて変化に富んでおり、巨大な地塊で長さが数百 km、幅数 km を示すものから小さい

地塊では 100m×100m のものまである。 

 地塊運動が発達した地帯はカラタウ山脈で始まる北部山脈群全てが含まれている。すな

わちハンーテングリ(Khan-Tengri)及びジュンガリアン アラタウまでも含まれており、

さらに遠方ではタルバガタイ(Tarbagatay)の北方及び東方、アルタイ(Altai)、サヤンス

(Sayans)、サブーバイカル (sub-Baikal)及び西部トランスーバイカル (Western 

Trams-Baikal)地方で、全延長は 400km を越える。 

 これらの地塊運動は鮮新生に始まり、第四紀まで一筋に継続しており、1917 年にアル

マアタの南方で発生した古生代大陸塊の断層活動に関連した地震の存在で示されるよう

に現在でもそれらの運動が続いている。 

 

1-3 火成活動 

 

1-3-1 先カンブリア時代 

 北部山脈群に於いて も広大な活動範囲が認められる。地質図には酸性(γ1)及び中性~

塩基性(δν1)貫入岩類のみが記載されており、噴出岩類を除いているために小範囲の活

動の印象を与えている。其れらはカラタウの北部、タラスアラタウ及びイシック・クル

(Issyk-Eul')湖の南方のテルスキー・アラタウの様の地方に存在するが、 大に発達して

いる所はチュー・イリー山脈で斜長石花崗岩の原生代貫入岩が片麻岩類を切っている一方、

その後のオルドビス紀の海成堆積物に覆われている。 

 始生代の貫入岩類は正片麻岩類、片麻岩化したはんれい岩及び角閃岩類からなる。地質

図に示したように、フルンゼの北方に位置する原生界の構成岩石には酸性～塩基性の溶岩

類(石英－曹長斑岩類; quartz albitophyres,ひん岩類及び輝緑岩類)及びそれらの凝灰岩

類が認められており、時として 1,000～2,000m の厚さに達する。 

 南部山脈群には、パミールの南西部にて先カンブリア時代の岩石中に厚い片麻岩化した

花崗岩類(γl)が産する。 

 

1-3-2 カレドニア期 

 北部山脈群で、先カンブリア時代と同様、 も広大な活動範囲が認められる。 

一方、中央部及び南部山脈群では中程度に発達しているに過ぎない。ここではカレドニア

期とヘルシニア期の貫入活動を分離することはしばしば不可能で、それらは区別しないで

(γ2)で示した。例えばアルマアタの南方とスターリナバードの北方にある前期古生代の

地層中にこの場合がある。北部山脈群では、ひん岩類、曹長斑岩類及びそれらの擬灰岩類

と角礫岩類が未区分下部古生界(カンブリア系及びオルドビス系)の構成の一部になっい

る。これほ図上には示していない。 

 カレドニア期の変動時花崗岩類は広大な規模のバソリスを形成している。例えばフルン
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ゼの南方に位置し複雑な形状を示す花崗岩バソリスは、延長 250km 以上で幅が 50～70km

を示す。イシック・クル湖の南方及びタシケントの東方のバソリスもまた、相当なサイズ

を示している。しかし、時として前期カレドニア期の貫入岩類(γ2
2)と後期のカレドニア

期貫入岩類(γ2
2)とを分離することが出来る。 

 

1-3-3 ヘルシニア期 

 北部山脈群の西部域ではこの時代の火成岩類は欠如している。しかしながら、東部域で

は、ジュンガリアン・アラタウ及びアルマアタの東方の例のように広大な地域が、前期石

炭紀(Cl)の酸性火山岩(曹長斑岩類及びひん岩類)及び後期古生代(C3+P)の種種の火山岩類

によって占められている。ここには小規模なへルシニア期花崗岩体も見いだされている。

タシケントの東方では一つの大地域が合計の厚さが 2,000～3,000m ある後期古生代(C2＋3)

の酸性火山岩類で占めら叫ている。 

 中央山脈群では、この期の火成岩類が卓越する。山脈全てに沿って中部及び上部古生界

が発達し、この中には種種の火山岩類が見いだされているがそれらは薄く(数百 m)かつ範

囲が狭いため図示していない。 

 この期の花崗岩類(γ2
3)は、キジルクム高地からハン・テンダリ地方にいたるまでいた

るところに発達しているが、個々の岩体の競療は小さい。スタリニバードの北方に位置す

る岩体のみがかなりのサイズを示しているが、多分この一部がカレドニア期の岩体に属す

るからである。キジルタム高地の北部に位置するスルタンーウィズーダク

(Sultan-Uiz-Dagh)岩体中には、この期の火成活動では比較的希な塩基性及び超塩基性貫

入岩類(δν2
3及びσ2

3)が発達している。一般にウラルと比較してテンシャン(Tien-Shan)

では超塩基性貫入岩が極端に少ないため、火成作用のタイプを簡単に見分けることが出来

るとともに、テンシャンに経済的に稼行対象となるクロム~ニッケル鉱床及び石綿鉱床等

が殆ど存在しないことが説明できる。 

 南部山脈群では後述するキンメリッジ期の火成活動が卓越しヘルシニア期のものは次

にランクするが、それでもこれらの岩石熟は十分に分布しており、特にパミールでは明瞭

である。ここでは中期古生代の火山岩類(PZ2)が発達しており、ヘルシニア期花崗岩類の

バソリス(γ2)も見られる。 

 

1-3-4 キンメリツジ期 

 この期に属する岩石は古生代の造山活動期のものとは分布に於いて著しい差異があり、

主として南部山脈群に見いだされている。北部及び中央部山脈群では、溶岩類と凝灰岩類

からなる小範囲のみが見いだされており、極めて希にしか分布していない。例としては、

アラクル(Ala-ktl')盆地及びイシックークル湖の北方にあるジュラ紀の堆積物中にある。 

 南部山脈群では、この期の火成岩類は広く分布し、塩基性火成岩類で特徴づけられる。

マンギスラークとトアルキールから始まりパミールで終わっているジュラ系の発達して

いる範囲では、殆どどこでも小規模の溶岩類が見られる。図上では示していない。キンメ
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リーツジ期の貫入岩類は下部及び中部ジュラ系の砂質粘土質の地層を切っており、かつそ

れらの地層に挟在する。酸性及び塩基性岩体はクラスノボック(Krasnovodsk)付近に見い

だされており、花崗岩バソリスはボルショイバルハンにもあるが、 大規模のキンメリッ

ジ期花崗岩類(γ3)はパミールに発達する。 

 

1-3-5 アルプス期 

 中央アジアではこの期の火成岩は分布も小さいため、重要度は低い。厚さが 20～30m を

越えない小範囲の玄武岩類が古第三紀及び新第三紀の赤色層に中に見いだされ、トラン

ス・イリーアラタウ(Trans-Ili Alatau)から中国領土であるチャティール・クル潮(Lake 

Chatyr-Kul')の南部まで追跡できる。フェルガナ谷の北部では、白亜紀の堆積物が安山岩

~玄武岩岩脈で切られている。 

 南部山脈群ではクシカ(Eushka)の町の西方で塩基性火山岩類が古第三系中に発達して

いる。 アルプス期の花崗岩類(γ4)はキンメリッジ期の花崗岩類を切る小さな岩体で代

表される。図上では西部パミールにあるホローダ(khorog)の北東方に分布する。 
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2.鉱床 

 中央アジアの鉱化作用は、カレドニア期とヘルシニア期に生じている。 

 カレドニア期の花崗岩類は、天山地方北部に発達し、これに関連して磁鉄鉱と金の小規

模スカルン鉱床、錫を伴うペグマタイト鉱床、輝水鉛鉱を伴う石英グライゼン鉱床、小埠

模な亜鉛鉱床などが形成されている。 

 ヘルシニア期には、中期と後期に活発な鉱化作用が認められている。 

 中期(石炭紀)には、天山地方の北野を中心に中部、南部におよぶ広い範囲に花崗岩質岩

が貫入し、これらはスカルン型灰重石鉱床、金、錫、硫砒鉄鉱の熱水鉱床を随伴している。 

 後期(ペルム紀)には、組成の複雑な小岩体が段階的に貫入し、これに伴って鉛亜鉛、銅、

蒼鉛、蛍石の熱水鉱床が形成されている。 

 

2-1 ウズベキスタン共和国の鉱山・鉱床 

 ウズベキスタン共和国には、中期から後期石炭紀および初期ペルム紀の造山作用と火成

活動に関連して生成されたと考えられる、世界的規模のムルンタウ金鉱床や、カルマキー

ル金鉱床や、カルマキール含金・銅・モリブデン斑岩鉱床などが知られている。 

 同国にはこの他、鉛、亜鉛、モリブデン、タングステン、ウラニウム、蛍石、セメント

原料、化学肥料原料などの豊富な地下資源の存在も知られている。 

 

2-1-1 金・銀鉱床 

(1)アングレン鉱山 

 タシケントの南東約 110km のアングレンの近傍に位置し、キズルアルマ(Eyzylalma)と

クチブラック(Kuchbulak)の 2 鉱山からなる。 

 アングレンに金精錬所があり、1973 年にクチブラックの鉱石処理を開始し、1991 年か

らキズルアマサイの鉱石処理を始めた。両鉱山の鉱石は、アングレンまでトラックで輸送

され、重選処理(処理能力年間 30 万トン)が行われる。 

 回収された精鉱は、アルマリックコンビナートに送鉱される。 

・キズルアルマ鉱山 

 タシケントから 100km、アングレンの北・7km に位置し、標高は 1200m である。 

 鉱化帯は Shavaz-Dukeht 断層の南西、karabau-Akushuran 断層と Angrerl-Chatkal 断層

の交会部に位置する。 

 鉱体は弧状をなし、フェルサイト岩脈と破砕帯に密接な関係を有すシンズ状の脈が、地

表近くではほぼ垂直、深部では 80 度で北へ急傾斜している。 

 1990 年に生産が開始され、地表近くの露天採掘は終了し現在は坑内で採掘されている。

1993 年には 120,000 トンの粗鉱、品位 8.1g/t が採掘された。 

 1994 年現在のキズルアルマサイ鉱床の埋蔵量は、金量 141 トン、銀量 975 トン(鉱石 16

百万トン、金 8.5g/t 銀 59g/t)である。 

 近隣の Mezhdurechhje、Samarchuk、Chunahuk などの鉱徴地を加えた全体では、金量 I67
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トン、銀量 1,166 トン(鉱石 21 百万トン、金 8・1g/t 銀 56・7g/t)と見込まれている。 

・クチブラック鉱山 

 タシケントから 100km、アングレンの南 20km、標高 1300m、アングレン川の北岸に位置

する。 

 安山岩、石英安山岩の熔岩、凝灰岩質堆積岩を母岩とし、中期石炭紀の古いカルデラ中

に胚胎されている。 

 キズルアルマ鉱床より小規模で、複雑な構造を示し、急傾斜の断層構造に規制されるも

の、層間断層に規制される水平に近いもの、金品位の極めて高い(100g/t)垂直に近いチュ

ーブ状の 3 タイプの鉱体が認められている。 

 大部分の金は石英脈中や急傾斜の断層帯中にフリーゴールドとして認められるが、テル

ル、銅、蒼鉛、セレニウムなどと共存しているものもある。 

 1968 年に採掘が開始され、地表近くの緩傾斜鉱体の露天採掘はほぼ終了している。 

 鉱体の急傾斜部分はサブレベルケービング法で、深部の緩傾斜鉱体はルームアンドピラ

ーで、チューブ状鉱体はカットアンドフイル法などで坑内採掘されている。 

 現在の採掘量は、年間 120,000～140,000 トン、金品位は 5～7g/t である。 

 1994年現在の埋蔵量は、金量70t、銀量629トン(鉱石5百万トン、金12.9g/t銀116.5g/t)

である。 

(2)ザルミタン鉱山 

 タシケントの南西約 200km、サマルカンドの北西 100km、標高 600～980m のステップ地

形をなす平原に位置する。 

 鉱床は、急傾斜 78～80 度、脈幅 1～2m の 8 つの含金石英脈からなり、上部は酸化が進

み、下部には砒素が多い。 

 埋蔵金量 140 トンが計上されているが、ポテンシャル埋蔵金量は 600～700 トンと推定

されている。 

 年間採掘量は 37 万トン(露天 25 万トン、坑内 12 万トン)、品位は露天 3～4g/t、坑内

7g/t である。採掘された鉱石は、飯山から 90km 程離れた、サマルカンド近郊にあるマル

ジャンブラツク(Mardzhnbulak)金精錬所までトラックで輸送して処理されている。 

(3)ムルンタウ鉱山 

 タシケントの西方約 400km、ブハラの北方 200km の中央キジルクム砂漠中のタムディタ

ウ山脈の南端に位置する。 

 1956 年に発見された世界的にも大きな金鉱床の 1 つで、20 世糸己後期に発見された

大の金鉱床といわれている。 

 デボン紀～石炭紀の変質した泥岩、砂岩、緑色片岩が分布する地域で、鉱床はこれらを

母岩としている。 

 鉱床は、約 4km2の広がりを持つストックワーク状の石英-金の共生で特徴づけられ、金

は粗～中粒の石英脈中に自然金として産し、黄鉄鉱、硫砒鉄鉱、黄銅鉱、閃亜鉛鉱、輝蒼

鉛鉱、自然蒼鉛、銀硫塩鉱物を随伴する。 
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 鉱化作用は、主要な破砕帯に規制されており、鉱床周辺には花崗岩類の露出は認められ

ていない。 

 1967 年の採掘開始いらい 1995 年までに、1,186 トンの金が採掘されている。 

1996 年現在の確認残存埋蔵量(金量)は、2,230 トンと推定されており、これまでに埋蔵金

量のわずかに 35%の金が産出されただけである。 

 深度 1,500m までを採掘対象範囲とすると、さらに 1,830 トンの金量が増加すると見込

まれ、今後長期間に渡って操業を継続するに十分な埋蔵量が残っているといわれる。 

 現在の露天掘りとピツトは、深さ 310m まで達しており、深度 700m までの採掘が目下準

備中である。年間 2,200～2,300 万トンの鉱石が採掘され、鉱石はイオン交換法で処理さ

れている。 

 同鉱山には、製錬処理できない低品位鉱石が、これまでに 1 億トン以上積み上げられて

いたが、それら現在、ニューモント社の技術を用いたヒープリーチングで処理(合弁事業)

されている。 

(4)テクテペ銀鉱床 

 アングレン～ナマンガンハイウェイから 3km 離れた所に位置し、地表は以前(昔)探さ

10～50m まで採掘されている。 

 この鉱床は高品位(例えば 2,015kg/t)の銀細脈( 5～36cm)で構成されており、 19,000

トンの銀が採掘された、カナダ、オンタリオのコバルト鉱床に類似しているといわれる。 

 予想埋蔵量は、鉱量 5.5 百万トン、銀 2.5 万トン、平均的品位は 4,500g/t と見込まれ

ており、副産物として、コバルト、ニッケル、鉛、亜鉛、低品位の蒼鉛(0.0l～0.2%)が認

められている。 

(5)その他の銀鉱床 

 この他、ナボイ地域のビソコボルトン(Vysokovoltnoe)、オクテペ(Oktepe)、コスマン

チ(KosmanaChi)などの鉱床には、金と斑岩銅鉱床に伴われる多量の銀が確認されている。 

 

2-1-2 銅鉱床 

 銅鉱床は、タシケント州のアルマリック地域に集中しており、カルマキールモサリチェ

ク、キジータ、ダルニイの 4 つの斑岩銅鉱床が互いに近接して認められている。 

 1996 年現在、4 つの鉱床の確認埋蔵鉱量は 49 億 1300 万トンで、銅 187 万トン、金 2,041

トン、銀 12,522 トン、モリブデン 229,000 トン、セレニウム 13,229 トン、テルル 1,098

トン、レニウム 566 トンの含有量が計上されている。 

 この地域には、デボン紀の炭酸塩岩中に中期石炭紀の閃緑岩や閃長閃緑岩がへい入して

おり、これらの地層に上部石炭紀の花崗閃緑岩質斑岩岩株と岩脈が貫入している。 

 カルマキル鉱床は、斑岩銅タイプの鉱床で、1954 年に採掘が開始された。鉱山は、平

面積 2x1.5km2、深さ 200m の大規模な露天採掘鉱山で、埋蔵鉱量 10 億トン、銅品位 0.4%

といわれ、1995 年には 1,500 万トンの鉱石が採掘された。 

 サリチェク鉱床も同様の斑岩銅タイプの鉱床で、1974 年から露天採掘が開始され、1995
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年には 350 万トンの鉱石が採掘された。 

 ダルニイ鉱床とキジータ鉱床は、露天採掘や坑内採緬のため詳細探鉱が実施されている。 

 

2-1-3 鉛、亜鉛 

 鉛と亜鉛は、主に、ジザック地域のウチクラック、シュルカンダラ地域のカンデイザ両

鉱山に集中している。 

(1)ウチクラック鉱山 

 ダルニイ、ツエントラルイニの 2 つの鉱床から成っている。1996 年現在の確認埋蔵鉱

量は 1 億 9580 万トンで、鉛 305 万トン、亜鉛 360 万トンが計上されている。 

 この内、ダルニイ鉱床には、埋蔵鉱量 7,760 万トン、鉛 175 万トン、亜鉛 223 トンが計

上されており、さらにその鉱石には 10～15g/t の銀、0.01%のカドミウムが含まれている。 

 鉱石の主要鉱物は、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、バライトである。 

 ダルニイ鉱床は、露天採掘されているが、坑内採掘の準備もされており、1995 年には、

22 万トンの鉱石が採掘された。 

(2)カンデイザ鉱山 

 埋蔵鉱量は 2,042 万トンで、鉛 67 万トン、亜鉛 135 万トン、銅 17 万トン、銀 2,000 ト

ン、カドミウム 8,70 トン、金 7,064kg、セレニウム 129 トン、インジウム 51 トンが含有

されている。 

 鉱床は、坑内採掘されている。 

 

2-1-4 その他 

 ウズベキスタン共和国には、回収可能な多くの希少金属資源が存在している。 

 それらのうちのいくつか(リチウム)は単独の鉱床として産し、その他(セレニウム、レ

ニウム、イツトリウム、スカンジウムなど)は、副産物として銅、多金属、ウラニウム、

その他鉱物資源の鉱床から回収できる。 

 




