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- 1 - セネガル 

1. 一般事情 

1-1. 面積 １９７，１６１㎢ 

1-2. 人口 ９９０．７万人（2001 年 UNFPA） 

1-3. 首都 ダカール（人口約 200 万人） 

1-4. 人種 ウォロフ 44％、プル 23％、セレール 15％他 

1-5. 公用語 フランス語（公用語）、ウォロフ語など各民族語 

1-6. 宗教 イスラム教 95％、キリスト教 5％、伝統的宗教 

1-7. 地勢等 

セネガル共和国はアフリカ大陸熱帯地域の西端に位置し、北及び北東はモーリタニア共

和国、東はマリ共和国、南はギニア共和国及びギニアビザウ共和国と国境を接し、西はガ

ンビア共和国の３方を取り囲むように位置している。セネガル共和国の東部および南部に

は高地が存在するが、それ以外の大部分は海抜 100m 以下の平野であり、北部には砂漠が

広がっている。 

 

（Infoplease HP） 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 立憲共和制 

2-2. 元首 アブドゥライ・ワッド大統領（Abdoulaye WADE） 

2-3. 議会 国民議会（一院制） 

2-4. 概況  

独立以来、社会党政権のもとで内政は安定して推移してきたが、長期政権に対する国民

の不満が高まり、2000 年 3 月の大統領選挙では変革を求める声を背景に、ワッド・セネ

ガル民主党（PDS）党首がディウフ大統領を破り大統領に当選した。ガンビアによってセ

ネガル北部と隔離され、民族・宗教も異なる南部カザマンス地方では、一部住民が結成し

た「カザマンス民主勢力運動」（MFDC）による分離独立運動が武力闘争化し、不安定な状

態が続いているが、最近は全体の流れとしては和平の方向に向かいつつあると見られてい

る。 
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2-5. 主要産業  農業（落花生、粟、綿花）、鉱工業（燐鉱石、食品加工）、 

漁業（まぐろ、かつお、えび、たこ） 

2-6. GNI 47 億米ドル 一人当たり 490 米ドル （2001 年）  

2-7. 通貨 セネガル・フラン（XOF） 

2-8. 為替レート １US＄＝505.905 セネガル・フラン（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 652.95 704.95 744.31 625.50 519.36 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易（2000 年） 

輸出   997 百万ドル ：魚介類、肥料、落花生製品 

輸入 1，338 百万ドル ：食料品、投資財、石油製品 

対日貿易（2003 年） 

輸出 23 億 5,231 万円 ：水産用（軟体動物、魚、フィレ）、採油用の種等 

輸入 13 億 7,956 万円 ：保存用船舶、ブルドーザー等 

2-10. 概況 

セネガルの経済は、農業を主体としているが、近年工業の伸びが見られる。石油は当国

の経済の大きな柱となっており、外国の石油企業の存在は目立っている。 

 

3. 鉱業概要 

3-1. 概況 

セネガルの鉱産物は、リン鉱石と重砂鉱床が中期ジュラ紀の海岸沿いの盆地にある。金、

ダイヤモンド、鉄鉱石、ベースメタルは、マリ国境に近い東部の始生代から原生代に胚胎

する。鉱業生産は輸出の 20％に値し、かつ GDP の 20％を占めている。 

 

4. 鉱業行政 

4-1. 法律(1998) 

・探鉱権（Exploration Permit）は 4 年、3 年の更新が 2 回できる。 

・探鉱期間中、探鉱権保有者はセールス税、機材の輸入関税を免除される。 

・探鉱終了後、政府と試掘権（Mining Permit）についての契約に入れる。 

・鉱業権の期間は 5 年間で、更新ができる。 

・鉱業権（Mining Concession）の期間は 25 年で、更新可能。 

・開発中および生産開始時には、特別な税制上の特典が与えられ、鉱業の促進を図

っている。 

・鉱業会社は、利益の海外送金を認められている。 
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5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

鉱山･エネルギー･水利省（Mininstère des Mines, de l’Energie de l’Hydraulique） 

鉱山地質局（Direction des Mines et de la Géologie） が鉱業分野の管理を行なって

いる。同局は、探鉱許可の交付、鉱業権取得の申請受け付け、鉱業活動の管理・監督を業

務とし、セネガル共和国の地質や有用鉱物資源に関する文献収集、作成、保管普及を行な

っている。 

 

6. 投資環境 

6-1. 外資法 

セネガル政府は外国人が土地や物件の所有を認めている。 

 

6-2. 税金 

企業所得税： 35％ 

付加価値税： 18％ 

価格調整税： 地方での購買に 2％、輸入品に 5％ 

 

6-3. その他 

2003 年、環境大臣は、セネガルの消え逝く森林の保護のため森林保護地域での新たな

鉱業権の発行を行なわない、また将来的にはいかなる地域の鉱業権も社会的かつ環境上の

影響調査の上でしか発給できないと述べている。 

 

7. 地質・鉱床概要 

セネガル共和国は、国土の南東部から西へ向かって先カンブリア紀の基盤岩地帯、モー

リタニア変動帯、そして広大なセネガル堆積盆地地域に区分される。 

南東部の基盤岩地帯は、原生代下部ビリミアン系（18～22 億年）の北北東－南南西方

向の一連の変成岩類と、これに貫入する花崗岩類よりなる。ビリミアン系は変堆積岩や火

山堆積岩類で構成され、東から西へ Damema 累層、Diale 累層、Mako 累層に区分される。

また、ビリミアン系変成岩類には、Mako 累層郡類中に貫入する北北東－南南西方向のバ

コン－カカデイアン花崗岩類と、Diale 累層と Damema 累層に貫入する北 40°方向のサラ

ヤ花崗岩体の、2 つの深成岩類が存在する。 

モーリタニア変動帯は、基盤岩地帯とセネガル堆積盆地地域との間に存在し、南のシエ

ラレオーネからギニア、セネガル、モーリタニアを経てモロッコに至る、ほぼ南北のヘル

シニア造山変動の影響を受けた先カンブリア紀～シルル紀の地層類が分布している。 

セネガル堆積盆地地域は、ギニアビザウ南西からモーリタニア北西にかけて広がる地域

で、ほぼ水平の中～新生代の堆積岩類が分布している。 
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セネガル共和国の鉱物資源は多様性を示し、その中で特に注目すべきものとして、基盤

岩地帯の鉄、金などのポテンシャルがあげられる。 

同国東部のフアレーム渓谷に沿って、赤鉄鉱や磁鉄鉱などの塊状鉱が顕著に認められ、

Koudekourou、Kouroudiako、Goto、Farangalia などに重要な鉱床が形成されている。ま

た、フアレーム渓谷やガンビア渓谷沿いでは、数世紀に渡って小規模な金の採掘が行われ

ており、ビリミアン系の Mako 累層（Tinkoto、Kanamere、Sabodala）、Diale 累層、Damema

累層（Daloto、Karakaene）中に、金の鉱化作用が期待されている。 

 

セネガル地質概略図（JMEC 内部資料） 
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（出典：平成 13 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 

セネガル共和国） 

 

 

8. 鉱山概要 

金は少量しか生産されていないが、隣国のマリと同様、地域経済では重要な存在である。

この地域の金鉱床の多くは地表近くの風化・酸化帯に存在し、低コストのヒープリーチン

グによる低品位鉱床の開発が可能になってきた。金の採掘対象はマリとギニアの国境近く

の東南端である（Sabodala 鉱山 1982 年の鉱量；2.8 百万 t、 5.08g/tAu）。Sabodala

鉱床およびその周辺地域の金鉱化作用は、原生代の火山岩・堆積岩類を母岩とする。金の

生成は、火山噴気性の鉱化作用によるものであり、さらに後の変成作用などにより、主要

な破砕帯に再移動し石英脈・石英網状脈中に濃集したものと考えられている。 

文献 

・海外鉱業情報 特集号：世界の鉱業の趨勢 Vol.33 No.1 2003 年 5 月 金属鉱業事業団 

・（財）国際鉱物資源開発協力協会（2001）：平成 13 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 セネガル共和国 平成 13 年 9 月 

 

9. 新規鉱山開発状況 

該当なし 

 

10. 探査状況 

Randgold Resources はセネガル-マリの地質構造帯での探査（Kounemba、Kanoumering、
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Tomboronkoto 地区）を行なってきた。面積 1,200Km2、4 年間。幾つかの有望な鉱徴地を

得ている。 

Iamgold 典型的なビリミアンのグリーンストーン含金帯での Bambadji、Daorala-Boto

地区で探査を行なってきた。 

 

11. 製錬所概要 

該当なし 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

 

 

 

操業～休廃止鉱山 

Sabodala 鉱山：マリとギニアの国境近くの東南端 Madina－Foulbe、北西 Sabodala 地域 

探鉱開発･精錬所･休廃止 なし 

 

Sabodala
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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 

（財）国際鉱物資源開発協力協会 平成 13 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 セネガル共和国 

USGS The Mineral Industries of The Gambia, Guinea-Bissau, and Senegal 2002 
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