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- 1 - ブルキナファソ 

1．一般事情 

1-1. 面積  274,200 Km2（日本の約 70%）   

1-2. 人口  1,260 万人（2000 年推計） 

1-3. 首都  ワガドゥグ (Ouagadougou) （69 万人：93 年） 

1-4. 人種  モシ族、グルマンチェ族、ヤルセ族、グルーシ族、ボボ族等 

1-5. 公用語  フランス語（公用語）、モシ語、ディウラ語、グルマンチェ語 

1-6. 宗教  伝統的宗教（57％）、回教（31％）、キリスト教（12％） 

1-7. 地勢等 

北緯 9-15 度、東経 2 度-西経 5 度に位置し、西アフリカの中央部を占めている。北西は

マリ、北東はニジェール、南方ではベニン、トーゴ、ガーナ、コート・ディヴォワールと

国境を接している。 

国土の大部分は海抜 250-300m の起伏に乏しい準平原状地形を呈し、広くラテライトに

被覆されている。諸処に浸食を免れた幅 100m-1000m、延長数 km、標高 400m 乃至 500m の

丘陵が分布する。 

11-3 月の間は比較的涼しい乾期、3-5 月は暑い乾期、5-11 月は暑い雨期である。降水量

は南西部では 1000mm を越えるが、北部では 250mm 程度。気温は 15-45℃と変化する。首都

ワガドゥグでは最も暑いのは四月で、平均気温は 31.3℃である。 

 

(Lonely Planet HP) 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 共和制 

2-2. 元首 ブルーズ・コンパオレ (Blaise COMPAORE) 大統領 

（任期７年 次回選挙は２００５年） 
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2-3. 議会 国民議会 111 議席、上院 161 議席（次回選挙は 2002 年） 

2-4. 政治概況  

1987 年 10 月 15 日 コンパオレ大尉（当時法相）は、サンカラ大統領が独裁的且つ行き

過ぎた社会主義路線をとっているとして同政権をク－デターにより打倒。人民戦線を設置

し、人民戦線議長（国家元首）に就任後、1991 年 12 月の大統領選挙で選出され、1998 年

11 月の選挙で再選された。 

しかし、1998 年 12 月 野党系ジャーナリスト・ゾンゴ氏の怪死が起因となり、政治危機

が生じていたが、1999 年、2000 年と、コンパオレ大統領は野党メンバーを含めた 2 回目の

内閣改造を行い、事態の収拾を目指した。2002 年の国民議会選挙では議席は減らしたが、

単独過半数を獲得している。 

（外務省 HP） 

2-5. 主要産業 農業（粟、とうもろこし、タロイモ、綿）、牧畜自給自足的な農業（も

ろこし、粟、トウモロコシ、サトウキビ、落花生等）の他、綿花を生産、

牧畜（牛、羊、山羊、鶏、豚、馬、驢馬）も行われている。農業従業者は

人口の 90%を占め、GNP の 18.2%を生産。失業率が高く、コート・ディヴ

ォワールなど外国へ出稼ぎに出る人が多い。 

主な工業はビール醸造、石油精製の他は縫製、製糖等の軽工業である。

金の生産量は年間 3 トン程度であるが GNP の 3%を占めており、将来性が期

待されている。 

2-6. GNP 2,500 百万ドル 一人あたり 220 ドル（2001 年） 

2-7. 通貨 １US$=510 CFA フラン 

2-8. 為替レート 1 ユーロ＝６５６CFA フラン（2001 年 2 月通貨単位の変更） 

年末 1999 2000 2001 2002 2003 

１US$＝ 652.95 704.95 744.31 625.50 519.36 

                （International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易（2000 年）  

 金 額 品 目 

輸 出 209.1 百万ドル 綿、金 

輸 入 5258.5 百万ドル 資本財、石油製品、食料品 

対日貿易（2003 年通商白書 単位：百万円） 

 1998 年 1999 年 2000 年 

輸 出 618 1,312 855 

品 目 採油用種、実綿 

輸 入 981 915 539 

品 目 鉄鋼版（メッキ）、タイヤ、ブルドーザー等 
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（外務省 HP） 

3. 鉱業概要 

鉱物資源として金、マンガン、ボーキサイト、銅、ニッケル（探鉱・開発別ファイル Bouga

参照）、鉛、亜鉛、石灰岩、大理石が存在するが、開発されたものは少ない。近年、主要

輸出物である綿が低価格のため、それに代わり、金の探鉱・開発がより活発になってきた

ようである。 

大部分の金の鉱徴地は原生代の Birimian 層の火山・堆積岩からなる緑色岩中に位置し

ている。金鉱化作用は剪断帯を充填する黄鉄鉱や硫砒鉄鉱などの硫化鉱物を伴う含金石英

脈、それに付随する割れ目を充填する細脈群・硫化鉱物鉱染帯に認められる。 

近代的操業がなされているのは Poura（1993 年の確定鉱量 0.512 百万 t、10.6g/tAu, 推

定鉱量 0.562 百万 t、9.4g/tAu）と Essakane(地表下 60ｍまでの鉱量 3 百万 t、2.2g/tAu)

の 2 鉱山のみである。他には Bouda, Liliga, Bouroum、Kiere Nord, Youga, Taparko, 

Guiro などの小規模採掘地や鉱徴地がある。 

原生代のBirimian層（2000Ma）中に中規模の亜鉛・鉛・銅の塊状鉱床が発見されているが、

インフラが未整備のため開発されていない。 

Perkoa亜鉛鉱山（開発案件の別ファイルPerkoa参照）についてJohannesburgのMetorex Ltd

がBurkina Faso政府とMOU（memorandum of understanding）を結び鉱業権が獲得できる前提

で12ヶ月かけてFSを行う予定である。Perkoaの推定資源量は6百万t、18％Znであり、それに

加えて、期待資源量が0.88百万t、14％Znがある。 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

新鉱業法は、1997年に制定され、2000年に改訂されている。 

鉱物資源の所有権は国に所属し、鉱業権がエネルギー鉱山省（Ministère  de ｌ’Energie 

et Mines）より与えられる。 

鉱業法は大規模操業に対して2種類の鉱業権、すなわち探査権と開発権を規定している。 

探査権（Exploration Permit） 

 探査権は、全鉱物に対し、250km2の面積が認められる。 

 一つの企業による保有鉱区数の制限はない。 

 最初の期間は3年で、3年ごとに2回の更新が可能。 

 更新毎に25％の許可面積を除外していく。 

 鉱業権の手数料は、初回が１百万FCFA（US$1300）、初めての更新２百万FCFA

（US$2600）、2回目と3回目の更新時は５百万FCFA（US$6500） 

地表権の手数料は、最初の期間が100FCFA/Km2、2期目が200FCFA/Km2、3期目が

400FCFA/Km。 
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開発権（Exploitation Permit） 

開発権は、鉱業大臣の勧告により閣議で許可される。 

国は鉱業権の 10％を自動的に取得できる。 

許可期間は、20 年で 5 年ごとの更新が可能である。 

鉱業権の手数料は、５百万 FCFA（US$6500）で、更新時は更に 12.5 百万 FCFA

（US$16250）の追加手数料が必要となる。 

 

4-2.税制等 

  ブルキナファソは、財産の所有権の保証、経営の自由、資本移動および回収の自由、契

約の安全性を鉱業法律の元で行なっている。更に、機材の暫定輸入時の関税の免除を認め

ている。また、商工業職業税（Industrial and Commercial Profession Tax）、付加価値

税等の免除が認められている。 

  工業利益および商業税は、35％に減額されている。 

   

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

ブルキナ ファッソ共和国の鉱物資源・鉱業関連部門を管轄するのは工業・通商・鉱山

総省 (Ministere de l'Industire, du Commerce et des Mines) である。 その下部機

関としてエネルギー・鉱山省 (Ministere de l'Energie et des Mines, MEM) があり、

鉱山・地質庁 (Direction Generale de Mines et de la Geologie, DGMG)、エネルギー

庁 (Direction Generale de l'Energie, DGE) 、および七つの国営企業（公社）、合弁

会社がある。国営企業には後述のブルキナ ファッソ鉱山・地質公社（BUMIGEB）、貴

金属公社（CBMP）の他、Poura 鉱山を経営するブルキナ ファッソ鉱物研究・探査公社

（SOREMIB）がある。同公社は Poura 鉱山の権益 60%を保有している。  
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（出典：平成 7 年度資源開発協力基礎調査 プロジェクト選定調査 ブルキナファソ） 

 

5-2. 公営機関 

ブルキナ鉱山・地質公社 (BUMIGEB) 

国営企業の一つであるブルキナ鉱山・地質公社 (Le Bureau des Mines et de la Geologie 

du Burkina, BUMIGEB, [以下 BUMIGEB と表記する]) は 1978 年に創設され、鉱物資源の探

査、地質調査・研究、地質図、報告書の刊行を実施する機関で、既往地質関連資料の集積・
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データ・ベース化、コンピレーションなども実施している。このため当国で探査を実施す

る企業にとって BUMIGEB は最初にコンタクトすべき機関となっている。BUMIGEB の総員数

は３２０人で、試錐部（80 人）、地質鉱物研究部（40 人）、のほか、BOBO、DORI の各支

所に 40 人づつを抱えている。有料で各種のサービス、すなわちデータ提供、コンピレーシ

ョンなどの他、地質調査、物理探査、試錐、各種分析なども実施している。資源開発協力

基礎調査を実施する場合のカウンターパートは BUMIGEB である。図に BUMIGEB の組織を示

した。 

貴金属公社 (Le Comptoir Burkinabe des Metaux Precieux, CBMP) は国内で生産され

る金、白金、宝石などの購入、販売のための公社で、輸出専売権を持っている。  

（H7 プロジェクト選定調査） 
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（出典：平成 7 年度資源開発協力基礎調査 プロジェクト選定調査 ブルキナファソ） 
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6. 投資環境 

ブルキナファソは、外資導入に積極的である。投資法と鉱業法規は利益の本国送金を

完全に認めており、100％の所有権も認めている。ブルキナファソにおいては、外国投

資者は金鉱山への投資を行なっている。1997 年以来、140 件以上の鉱業権の申請がなさ

れている。（米国商務省 HP） 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質概略 

西アフリカ安定地塊の一部をなす先カンブリア紀の花崗岩類、ミグマタイト、片麻岩類

が広く分布、南隣接国ガーナの金鉱床胚胎で著名な Birimian 層相当のグリーンストーンが

それらの中の諸処に帯状分布している。当国のグリーンストーン中にも多数の金鉱徴地が

知られており、原始的な金採取は行われていたが、近代的鉱山が操業されたのは Poura 鉱

山が開始された 1960 年代以降である。地形は準平原状で平坦、地表部は深層風化を受け、

ラテライトが広く発達している。 

 

ブルキナファソの地質概略図（JMEC 内部資料） 

 

金鉱化作用は剪断帯を充填する硫化鉱物（黄鉄鉱、硫砒鉄鉱）を伴う含金石英脈、それ

に付随する割目を充填する細脈群・硫化鉱物鉱染帯に付随する金がある。このほか、含金

斑岩銅鉱床型と推測される鉱化も知られている。 

モリターニア、マリ、ブルキナ ファッソ、セネガル、コート・ディヴォアール、ガー
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ナなどの西アフリカ諸国は、西アフリカ安定地塊内に位置している先カンブリア紀に生じ

た４回の造山活動の内の先カンブリア紀最末期の汎アフリカ造山の影響は殆ど受けておら

ず、先カンブリア紀の基盤岩類と先カンブリア紀末期以降の卓状地堆積物で構成される。 

古生代以降は西アフリカは広く安定地塊化し、長期にわたる浸食・風化作用を受けること

になる。  

先カンブリア紀最古の岩石は始生代（3,000-2,600Ma）の花崗岩類、ミグマタイト、片

麻岩などからなり、国土の大半を占めて分布している。これらの岩石はリベリア造山

(2,700-26,000Ma)の影響を受けている。 変成した火山岩、堆積岩、いわゆる緑色岩から

なる Birimian 緑色岩帯が花崗岩類中に分布している。Birimian の標式地はブルキナ フ

ァッソの南部に位置するガーナの南東部、BIRIM 地域である。一般に下位ほど塩基性貫入

岩、溶岩、岩床が多く、上位に行くに従って酸性火山砕屑岩類、堆積岩が増加する点はカ

ナダ、オーストラリアなどの緑色岩帯と類似する。ガーナの Birimian とブルキナ ファッ

ソのそれとは異なる点も指摘されている。 

ブルキナ ファッソの Birimian 岩石の絶対年代測定結果は 2,000Ma 前後で、その分布

面積は約 60,000 平方キロメータ（国土の 22%に相当）である。時代は若いものの、カナダ、

オーストラリアの緑色岩と同様に金、亜鉛等の鉱床を胚胎する。 

Birimian 層には緑色岩の他、花崗岩、閃長岩、斑砺岩などの貫入岩も含まれる。 

国の西部、南西部、北東部には後期先カンブリア紀の沈降帯に堆積した堆積岩類が分布

する。  

 

7-2. 鉱床 

西アフリカに分布する Birimian 層相当のグリーンストーン中には多くの金鉱床が知ら

れている。なかでも、ガーナの Ashanti は世界でも有数の大鉱床（過去の産金量 650 トン

以上、1993 年時点での確定、推定鉱量中の含有金量 620 トン）で、1994 年には 26 トンの

産金実績がある。マリの Syama 鉱床も同様に Birimian 中の鉱床であるが、BHP、マリ政府

により 1990 年に開発され、1994 年度は 4.6 トンの金を生産している。 

当国でも Birimian 層には金、銅、亜鉛などの鉱化作用があることが国連、フランスな

どの調査で判明、現在は外国企業（加、豪、南アなど）による金を対象とする探査が活発

に行われている。マンガン、ボーキサイト、鉄などの鉱化も知られているが、当国は内陸

国で輸送関連インフラが整備されていないので、これらの開発は困難である。国の北東部、

ニジェールとの国境近くに所在する Tambao マンガン鉱床は鉱量 19 百万トン、品位 55% Mn 

であるが、輸送がネックで未だ開発されていない。後述の Perkoa 亜鉛鉱床の他にはめぼし

い非鉄金属鉱床は知られていない。 
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ブルキナファソの金鉱床位置図 

（平成 7 年度資源開発協力基礎調査 プロジェクト選定調査） 
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8. 鉱山概要 

8-1. 鉱山概要（操業鉱山）   記号:Burkinafaso-NiCo-Bouga  

国名／地域 :Burkinafaso/Koudougou 

名前  :Bouga 

位置  :Koudougou 

緯度・経度 :北緯 12 度 00 分、西経 3 度 00 分 

会社名（権益比率）:  

鉱床  鉱種 :Ni Co 

埋蔵鉱量 :70 百万 t 

品位  :1.5％Ni、0.1－0.3％Co 

鉱床タイプ :リモナイト・ニッケルラテライト   

文献 

住鉱コンサルタント株式会社(2001): 世界のニッケル －資源の実態とその問題点― 

 

9. 新規鉱山開発状況 

9-1. 探鉱・開発案件概要    記号：Burkina Faso-Zn-Perkoa 

国名／地域 ：Burkina Faso/ワガドゥグーの西方 135Km. 

名前  ：Perkoa 

位置  ：ワガドゥグーの西方 135Km. 

会社名（権益比率）：SOREMIB（ブルキナ ファッソ鉱物研究・探査公社）60％。 

1990 年以来政府 35％、BOLIDEN International Mining65％の J/V

で探鉱を行っている。 

鉱床  鉱種 ：Zn 

埋蔵鉱量・品位：5.6 百万 t、18.2％Zn それに加えて、 

期待資源量が 0.88 百万 t、14％Zn がある。 

鉱床タイプ ：塊状硫化物鉱床 層状鉱床 

地質概要 ：黄鉄鉱、閃亜鉛鉱、重晶石、硫砒鉄鉱および少量の方鉛鉱、黄銅鉱か

らなる層状鉱床であるが、褶曲のため複雑な形状を呈している。 

発見の経緯 ：1982 年 UNDP-BUMIGEB（ブルキナ鉱山・地質公社）の共同探鉱で Birimian

層中に発見された。 

開発の概要 ： Johannesburg の Metorex Ltd が Burkina Faso 政府と MOU（memorandum 

of understanding）を結び鉱業権を獲得できる前提で12ヶ月かけてFSを行う予定である。 

文献 

・Mining Annual Review 2003: Mining Communications Ltd. 2003 

・（財）国際鉱物資源開発協力協会（1996）：平成 7 年度資源開発協力基礎調査 プ

ロジェクト選定調査報告書 ブルキナファッソ 平成 8 年 3 月 
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10. 探査状況 

金の探鉱で次のような案件がある。 

・F12 および Welcome Stranger  

推定資源量 2.3 百万 t 3.1g/t Au 

期待資源量 2.6百万ｔ 2.8g/tAu  (Bissinga Zoneを含む) 

・Taparko （SRK Canada North America Inc.） 

 資源量  12.6百万t 2.6g/tAu, カットオフ1.0g/tAu 

・Ranger Minerals Ltd 23.7百万t 2.0g/tAu 

 

11. 製錬所概要 

該当なし 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

 

 

操業鉱山 

Bouga, Koudougou: 北緯 12 度 00 分、西経 3 度 00 分 

探鉱開発 

Perkoa, 135Km W of Ouagadougu: 北緯 12 度 23 分、西経 2 度 34 分 

Perkoa 

Bouga 
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12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

該当なし 

 

資料 

・ JOGMEC 金属資源レポート  特集鉱業の趨勢 

・ （財）国際鉱物資源開発協力協会 平成 7 年度資源開発協力基礎調査 プロジェ

クト選定調査 ブルキナファソ 

・ 外務省 HP 

・ Africa South of the Sahara 1999 

・ Mbendi  http://www.mbendi.co.za/indy/ming/af/za/p0005.htm 




