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はじめに

天然資源が豊富なアフリカでは，資源分野の
成長は外国投資を含めて近年低調気味．資源
ナショナリズムのリスクも見られるが，一部
の国では外国投資を進めるなどリスク改善の
動きもある．

ボツワナ・地質リモートセンシングセンター
は南部アフリカの国々との協力関係を強化す
るため，技術移転や共同地質調査を継続中．
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ボツワナセンターのマイルストーン

１．基礎研修
基礎的なトレーニングでは，競技会，セミナー，
ワークショップを実施．南部アフリカ共同体
（SADC）等から100名が参加し3週間開催．
インストラクター資格制度により，これまで35
名が資格を有し，母国で同僚に技術を伝授．
今年度は2か国4名がインストラクター資格取得．
JOGMECニュースリリース
http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_13_000009.html
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ボツワナセンターのマイルストーン

２．共同評価
共同評価では，資源のポテンシャルを評価す
るため，共同衛星画像解析は各国の地質調査
所等の政府機関と共同で衛星画像解析を実施
し，地質や鉱徴地の評価や抽出を実施する．
さらに実際に現地の露頭を観察し，解析結果
の評価を実施する．
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ボツワナセンターのマイルストーン

３．共同地質調査
共同地質調査では，衛星画像解析から共同で
地質調査，地化学探査，物理探査等を行い，
鉱物ポテンシャルマップを作成する．これま
で調査の乏しい地域を対象に地質図整備を行
うと共に未発見の資源を抽出する．各国地質
調査機関のみならず，日本の資源確保にもつ
ながる可能性があり双方に利益がある事業．
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１．南部アフリカの鉱床区

アフリカには，今後の電気自動車の普及
に伴い需要拡大が予想されるコバルト，
ニッケル，銅，白金族金属，各種レアメ
タルなどの鉱物資源や石炭が豊富に賦存
する．天然資源は偏在性が高く，太古の
地殻・クラトンの周辺や内部に多く賦存
し，複数の鉱床区からなる．

一方，政情不安や経済格差，民族間対立，
感染症など企業進出の障害となる多くの
リスクも内在する．

引⽤︓MACIG
The Official Mining in Africa Country Investment Guide 2018
https://www.gbreports.com/wp-
content/uploads/2018/02/MACIG-2018-Web-Version-1.pdf
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大陸の成長（地塊と造山運動）

大陸の衝突や沈み込みにより，造山
運動で地塊が成長．
リンポポ帯はカープヴァール・ジン
バブエクラトンとの衝突により古原
生代に形成，ダマラ帯はカラハリク
ラトンとコンゴクラトンのパンアフ
リカン造山運動（新原生代～古生代
末）の一部．

カープヴァール
クラトン

ジンバブエ
クラトン

リンポポ帯

ダマラ帯

新原生代の造山運動地塊
中原生代の造山運動地塊
古原生代の造山運動地塊
古原生代のブロック/楯状地
太古代のクラトン

10〜5.4億年前
16〜10億年前
25〜16億年前

〜25億年前

コンゴクラトン
タンザニアラトン

南部アフリカのクラトン・地塊の時代区分
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古原生代に形成した鉱床

白金族・クロム・金
太古代クラトンでの大規模火成活動．
．
グレートダイクは24.6億年前の花崗
岩帯の割れ目に貫入した岩体．北北
東～南南西に総延長530kmにも及び、
ジンバブエ南部をほぼ縦断する．岩
体のほぼ全体にクロム・白金を濃集
する．

ブッシュフェルト岩体は20.5億年前
に層状貫入岩体．火成岩体の底部に
鉄・クロムを濃集し白金族を含む．

カープヴァール
クラトン

ジンバブエ
クラトン

リンポポ帯

ダマラ帯

コンゴクラトン
タンザニアラトン

南部アフリカの⽩⾦族鉱床の分布

× ⽩⾦族鉱床
(USGS)
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カープヴァール
クラトン

ジンバブエ
クラトン

リンポポ帯

偏在する白金鉱床

世界の白金生産の殆どが南アフリカ一国に集中．
世界全体の潜在的な白金族資源量の88%はブッ
シュフェルト岩体に含有される(USGS)．

ASTER画像で捉えられる特徴的な岩体
（引⽤︓⼀般財団法⼈宇宙システム開発利⽤推進機構）
https://ssl.jspacesystems.or.jp/ersdac/ASTERimage/ASTERimage_library_J.html

ASTER/VNIR RGB=321 ASTER/VNIR RGB=321

● ⽩⾦族鉱床

クラトンに貫⼊した層状貫⼊岩体と⽩⾦族鉱床分布

←グレートダイク

ブッシュフェルト岩体

北リム→

⻄リム→ ←東リム

←グレートダイクブッシュフェルト岩体
(⻄リム)
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中～新原生代の地塊の鉱床

銅・コバルト
ザンビア中部～DRコンゴにかけて，
古海岸線に沿って北西－南東方向に
延長約500kmで帯状に発達した銅鉱床
帯（カッパーベルト型鉱床）．新原
生代の石灰岩，頁岩，砂岩中に銅鉱
物（孔雀石，珪孔雀石ほか）が鉱染
状に濃集．
ボツワナ西部～ナミビアとの国境付
近（Choma-Kalomo Block）でも堆積
性銅鉱床堆積性銅鉱床（酸化鉄銅金
型鉱床・スカルン型鉱床）が分布．
ナミビア北部コンゴクラトン外縁で，
厚い粘板岩層下位の炭酸塩岩石中に
3km以上にわたる鉱石（方鉛鉱，黄銅
鉱，斑銅鉱，輝銅鉱ほか）が胚胎．

カープヴァール
クラトン

ジンバブエ
クラトン

リンポポ帯

ダマラ帯

コンゴクラトン

タンザニアクラトン

CKBKaI

南部アフリカの銅・コバルト鉱床の分布

× 銅・コバルト鉱床
(USGS)
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コンゴクラトン

タンザニアクラトン

カラハリクラトン
カープヴァールクラトン

ジンバブエクラトン

リンポポ帯

ダマラ帯

CKB

KaI

(新原生代）

(中原生代）

偏在する銅鉱床

ザンビア・DRコン
ゴのカッパーベル
トはダマラ帯の新
原生代の堆積岩類
に胚胎．

ボツワナ北東部～
ナミビアにかけて
は，その前の時代
の 中 原 生 代 の
Choma-Kalomo
Blockの堆積岩類に
胚胎．

ザンビア・CRコンゴ・ボツワナ・ナミビアの銅・コバルト鉱床の分布

顕生代(5.4億年
以降)の被覆岩

USGS
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希土類鉱床（火成鉱床，風化鉱床）

● 火成鉱床(ｶｰﾎﾞﾅﾀｲﾄ，ｱﾙｶﾘ岩関連，熱水鉱床)

風化鉱床(ﾗﾃﾗｲﾄ，ｲｵﾝ吸着型，漂砂鉱床)
区分未詳

●

●

乾燥帯

アフリカの気候区分図
引⽤︓Updated Köppen-Geiger 
climate map of the world

温帯

熱帯

タンザニア地質調査所との共同解析
風化アルカリ岩起源のイオン吸着型REE
鉱化作⽤の評価

ASTER/VNIR RGB=321

現地検証で得られた風化殻試料

タンザニア

希土類鉱床

熱帯〜温帯で風化

紫系が苦鉄質〜超
苦鉄質岩石の地質
分布を示す．
薄︓地殻，中︓火
成岩，濃︓貫⼊岩

南部アフリカの希土類鉱床の分布

USGS
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× ⾦
× 銀
(USGS)

× コバルト
× ニッケル

(USGS)

× 錫
× ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ

(USGS)

その他の鉱床

ブッシュフェル
ト岩体・グレー
トダイク周辺に
金，銀，ﾆｯｹﾙ，
ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝも 偏在．

クラトン外縁に
コバルトも偏在．

亜鉛鉱床のうち
炭酸塩岩層を交
代する層状鉱床
も分布．
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１．南部アフリカの鉱床区まとめ

太古代クラトンに貫入した岩体（グレートダイク:24.5億年前，ブッシュフェルト岩体
:20.5億年前）や周辺の火成岩では，鉄・クロムを濃集し，白金族・ニッケル・金・レ
アメタル等も高品位に含む南アフリカ，ジンバブエにわたる鉱床区を形成．

クラトンの古海岸線に沿った新原生代の石灰岩，頁岩，砂岩中では，鉱染状に銅・コバ
ルトを濃集するザンビア～DRコンゴにわたるカッパーベルトを形成．
中原生代の堆積岩中でも，ボツワナ北部～ナミビアにわたる銅を濃集する鉱床区を形成．

希土類鉱床はアルカリ岩周辺での火成鉱床や，熱帯～温帯の風化鉱床がタンザニア，モ
ザンビーク，ジンバブエ，南アフリカ，ナミビア，アンゴラにわたって分布する．

それぞれの鉱床区や周辺は，これまで十分な調査がされていない
地域もあり，地質情報の整備や新たな探査手法による進展が期待
される地域である．
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引⽤︓Fraser Institute
「Annual Survey of Mining Companies for 2018」
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-
survey-of-mining-companies-2018.pdf

32/83⇒

43/83⇒
45/83⇒

62/83⇒
60/83⇒

66/83⇒
67/83⇒

２．地質等 情報利活用

投資情報
サハラ砂漠以南のアフリカ諸国の2001年以降の年平
均成長率は約５％で成長が続く．政情不安や経済格
差，民族間対立，感染症など企業進出の障害となる
多くのリスクも内在．
Fraser Instituteの”鉱業投資環境調査結果2018”
からは，南部アフリカ地域ではボツワナ(32位)が優
位で，南アフリカ(43)，ザンビア(45)が続き，ナミ
ビア(60)，ジンバブエ(62)，タンザニア(66)，DRコ
ンゴ(67) ．

下降傾向：ナミビア
上昇傾向：ジンバブエ

国・州別の投資指数（2018年） 14



資源ナショナリズム
国際投資の場合，資源情報（鉱業法・会社法，地質情報）の整備・管理体制が重要．

投資家に請求されるロイヤルティ率の上昇と，資源調達に対する厳しい要件など，
資源ナショナリズムは2018年以降顕著．

タンザニア：マグフリ大統領下，未処理銅・金の輸出禁止導入，アカシア鉱業の

没収からリスクが上昇，近年は2020年総選挙を見込み資源ナショナリズムは沈静化

コンゴ民：シセケディ大統領下では鉱山への財政圧力の緩和は見込まれないもよう．

ザンビア：2016年First Quantum紛争，Konkala鉱山清算などからリスクが上昇

ジンバブエ：ガグワ大統領下となって外国投資を進めており改善の動き

15



地質情報の整備

地質情報の整備は，地質図の更新，データ取得コス
トの削減，投資誘致，データベースの構築などから
各国地質調査所等で進められている事業．

アンゴラ：広域地質図更新のほか詳細地質図整備
ボツワナ：岩石露出が無い地域での整備
マダガスカル：10万分の1でほぼ全域を整備
モザンビーク：オンライン化，北部詳細地質図整備
ナミビア：詳細地質図整備
南アフリカ： 25万分の1,5万分の1で整備済
タンザニア：ほぼ全体を整備
ザンビア：25万分の1地質図で全域を整備
ジンバブエ：10万分の1地質図で6割整備

No data

地質調査所との協力事業

センターとの協力事業により，各国地質調査所が，
地質データ整備のほか，各種探査のデータベースの
構築・最適化，組織内の人材育成，鉱物資源情報の
オンライン化．上記事業に沿った時宜を得たもの．
http://mric.jogmec.go.jp/reports/current/201805
18/85563/

SADC諸国の地質情報整備状況

地質図公表割合
40%以下
80%以下
100%

地質図公表割合
40%以下
80%以下
100%

データ元︓EL Source Book
http://www.eisourcebook.org/africa-mapping/
から各国のQDS(Quarter degree sheet)の公表枚数を百分率で換算表示
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鉱区情報(オンライン)

鉱区情報ポータルサイト（メインインデックスページ）
https://landadmin.trimble.com/cadastre-portals/

南部アフリカでは
・ザンビア
・タンザニア
・ナミビア
・モザンビーク
・マラウィ
・DRコンゴ

coming soon
・ジンバブエ

ザンビアメイン タンザニア ナミビア モザンビーク マラウィ DRコンゴ

属性情報

凡例
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各国の投資環境・情報整備状況

３．法的整備
(Resource Governance Index:NRGIより)
データ開示，政府介入，法的整備等によ
る指数，ボツワナ・南アは高いが，DRコ
ンゴ，ジンバブエは低い．

６．資源ポテンシャル
(Fraser Institute)
・天然資源全般のポテンシャル．
DRコンゴ，南ア，ザンビア，ジ
ンバブエは高い．

４．地質図等情報整備
・南ア，ザンビア，モザンビークは整備済

１．鉱業投資環境指数(Fraser Institute)
・ボツワナが優位で，南ア，ザンビアと続く

２．資源ナショナリズムのリスク
(Verisk Maplecroft’s Resource
Nationalism Index (RNI) )
・タンザニア，DRコンゴ，ザンビア，
ジンバブエのリスクが高い．

５．鉱区情報
・鉱区情報ポータルサイトにアップ
ロードされ，公開済（ザンビア，タ
ンザニア，ナミビア，DRコンゴ）
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２．地質等 情報利活用まとめ

• 地質等情報では，無償・有償で情報が取得できるオンライン化が進ん
でいる．ボツワナセンターでの各国地質調査所との協力事業をもとに，
地質データ整備のほか，各種探査のデータベースの構築・最適化のほ
か，研修で得られたノウハウの組織内の人材育成や，鉱物資源情報の
オンライン化に向けた取り組みもある．

• 国際投資は低調気味で，各国の資源ナショナリズムの顕著な例もある．
但し外国投資を進めリスク改善の動きもある．

• 税制，コスト，インフラ整備の情報解析も見られる.
• 気候変動，持続可能な開発目標(SDGs)等は関心の高い分野．

• 環境に配慮する面から，小規模採掘に対して政府は支援を進めている．
（衛星画像解析から小規模・違法採掘の抽出が可能であり，ボツワナ
センターではSADC諸国技術者に解析・抽出手法の研修を実施中）

• 衛星画像解析やデータベースから地質図更新や新たな探査候補
地を抽出する事業は，将来の探査プロジェクトへ繋がる可能性
がある．

違法採掘（川砂）の抽出
2015年10月⇒2019年10月

過去と現在の変化を対比

ボツワナの例

2019JOGMEC/SADCセミナー
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これまでの取り組みと今後

1. 基礎研修 2. 共同評価
- 競技会，セミナー，ワークショップ
- インストラクター制度

- 資源のポテンシャルを評価するため，共同で衛星画像
解析を行い，実際に現地露頭の観察で評価

- 衛星画像解析から抽出した地域で，共同で地質調査，地化学探査，物理探査等を行い，鉱物ポ
テンシャルマップを作成．地質図整備と共に未発見の資源を見出す

Mutual confirmation of exploration plans Sample technique advice Potential evaluation by satellite image analysis

Lecture and practical training Joint Analysis by using satellite images Field check in the outcrops

JOGMECボツワナ・地質リモートセンシングセンターのマイルストーン

3. 共同地質調査

ザンビア北⻄州におけるザンビ
ア鉱山・鉱物開発省地質調査局
との共同地質調査（地化学探査
を実施中）

タンザニア地質調査所との共同
解析（タンザニア国内の複数地
域で解析を⾏い，現地検証を実
施）
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これまでの取り組み

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation

SADC13か国各国の研修・セミナー等の参加者
• 2008年以来，各国政府と覚書を結び，関係を強化

Country MoU Participants Certified Instructor Master

Angola 2010 44 0 0
Botswana 2007 249 4 2
DRC 2012 64 3 0
Eswatini 2012 82 1 0
Lesotho 2011 78 1 0
Madagascar 2014 94 4 0
Malawi 2010 130 2 0
Mozambique 2009 112 5 0
Namibia 2010 140 6 0
South Africa 2007 52 0 0
Tanzania 2010 118 4 0
Zambia 2009 89 1 0
Zimbabwe 2015 75 4 0

1,327 35 2
合計（2019年11月時点)
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1. 基礎研修

2. 共同評価

3. 共同地質調査

4. JV 探査プロジェクト

2008〜 2016〜

2018〜

JOGMECボツワナ・地質リモートセンシングセンターの４つ目のマイルストーン

今後の取り組み

• 共同地質調査等の結果をもとに有望なJV
探査プロジェクトを形成

• 鉱物資源の日本への安定供給を確保する
ための日本企業への促進

22



ありがとうございました

thanks to 2019JOGMEC/SADCSeminar/Workshop2Members
on 2019-11-13
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