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1. 2004 年非鉄金属一般概況 

マリにとって鉱業は主要な外貨獲得源で、金

の生産がその 9 割以上を占めている。これまで

の綿花を抜いてマリの主要輸出品になっている。

これは 1990 年代に実施した鉱業法の改正によ

り、多くの外資を引付け、2001 年における

Morila、Yatela 鉱山等の新しい金鉱山の開発・

生産によってもたらされているものである。こ

の結果、マリは、南アフリカ、ガーナに次いで、

アフリカ第 3 の金生産国となった。鉱山開発、

探鉱活動は、南西のビリミアン系グリーンスト

ーン帯、ブグニ、Kenieba、及びシカソの近くの

マリ南部に焦点を合わせて行われている。 

金以外では、ダイヤモンド、石こう、燐鉱及

び岩塩等の鉱産物を産出しているものの、これ

らについては、主としてインフラの未整備のた

め十分に新規開発がなされていない状況である。 

 

2. 2004 年鉱業政策の主な動き 

鉱業法については、世界銀行の鉱業部門技術

援助プロジェクトチームによって改訂作業が行

われ、1999 年に新鉱業法が策定された。主な内

容は以下のとおり。なお、現在、海外投資家か

らの意見を踏まえ、鉱業法の見直しに着手中で

あるが、2004 年における動きは特にない。 

 

(1) 主な鉱業権 

主 な 鉱 業 権 と し て は 、 Reconnaissance 

Authorisation、Exploration Authorisation、

Research permit、Exploitation permit 等があ

り、複数ライセンス方式である。 

 

① 試掘許可(Research permit) 

・ 鉱山大臣により交付 

・ 有効期限：3年間、2回更新可(各 3年間)、

但し、更新時に面積を半分に減区する。 

・ 面積：1 区画 大 150km2 

・ 鉱区税：交付時：500,000CFA(=約 100,000

円) 更新時：500,000CFA 

・ 土地使用料：1,000CFA/km2/年 (=200 円

/km2/年) 第 1 回更新 1,500 CFA/km2/年 

第 2 回更新 2,000 CFA/km2/年 

・ 低義務探鉱：年毎に義務探鉱内容を規

定、四半期毎に報告書を鉱山局に提出。 

・ 譲渡あるいは委譲可能。 

 

② 採掘権(Exploitation permit) 

・ 首相により交付 

・ 有効期限 大 30 年間、10 年単位で延

長可。 

・ 鉱区税 交付時：1,500,000CFA 更新時：

2,000,000CFA 

・ 土地使用料：100,000CFA/km2/年 

(2) 鉱業税制 

・ 所得税：35% 

・ 配当税：12.5%から 18% 

・ ロイヤルティ：鉱物製品については 3% 

・ 付加価値税：生産開始後 初の 3 年間は

免除 

・ 課税猶予：なし 

・ 政府の持分要求： 大 20% 

・ 利益・資金の自由な換金、海外送金の自

由が保証される。 

・ その他のインセンティブ：石油製品の免

税、生産開始から 3 年間、操業に必要な資

機材に対する関税免除等 

 

3. 鉱山及び鉱山会社の活動状況 

(1) 稼行鉱山 

現在稼行中の 3 つの金鉱山の生産状況は以下

のとおりである。 

Morila 鉱山の 2004 年の生産量が、2003 年に

引き続き減少している。これは、2003 年からの

問題点であった低品位化、生産プラント拡張工

事の遅れ等が2004年第3四半期にまで及んだこ

とによるものである。しかし、第 4 四半期にお

いて、新しいエリアへのピットの拡張、プラン

ト工事の進捗によりこれらの問題が解消されつ

つあることに伴い、第 4 四半期の生産量が、第

3 四半期の約 140%増（2.9t→7.0t）となってい

ることから、2005 年の生産は増加する見込みで

ある。 
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                                       単位：ｔ 

鉱山名 位置 生産 
開始年 

埋蔵量、品位 操業企業 2003 年 
金生産量 

2004 年 
金生産量 

Sadiola 
鉱山 

バマコ西 
約 350km 

1997 年 188t、2～3g/t IAMGOLD(加)38% 
Anglo Gold(南ア) 38% 
マリ政府 18% SFI 6% 

14.1 14.3 

Morila 
鉱山 

バマコ南東 
約 150km 

2001 年 160t、約 4g/t Randgold(南ア) 40% 
Anglo Gold 40% 
マリ政府 20% 

24.7 15.9 

Yatela 
鉱山 

バマコ北西 
約 435km 

2001 年 68t、2～3g/t Anglo Gold 40% 
IAMGOLD 40% 
マリ政府 20% 

6.8 7.5 

 

 

(2) 開発準備中鉱山 

 

鉱山名 位置 金埋蔵量、
品位 

所有企業 生産開始
予定 

備考 

Loulo 鉱山 バマコ西 
約 300km 

44.2t、 
3.7g/t 

Randgold 80% 
マリ政府 20% 

2005 年 当初はLoulo 0鉱体とYalea
鉱体を対象として操業開始
予定 

Kodiaran 鉱山 バマコ南 
約 150km 

82t、 
約 2g/t 

SODINAF(マリ)80% 
マリ政府 20% 

2005 年 F/S 中 

Tabakoto 鉱山 バマコ西 
約 300km 

41.3t、 
約 5.65g/t 

Nevsun Resources(加) 80% 
マリ政府 20% 

2005 年 F/S 中 

Syama 鉱山 バマコ南 
約 300km 

141t、 
約 3g/t 

Resolute Mining(豪州) 80% 
マリ政府 20% 

未定 96 年に、Randgold が BHP よ
り取得し 97 年に生産を開
始。生産コスト増により 01
に生産休止 

Kalana 鉱山 バマコ南 
約 200km 

44t、 
約 6g/t 

マリ政府 100% 未定 現在、パートナー募集中 

 

Loulo 鉱山 

Randgold Resources 社のマリにおける 2 番目

の金鉱山となるのが本 Loulo 鉱山である。生産

開始は 2005 年 7 月を予定。Morila 鉱山の鉱量

枯渇を間近にひかえ、Randgold 社はマリ、セネ

ガル、タンザニアで探鉱を行ってきた。中でも

マリ西部のセネガル国境近くに位置する

Lolulo 鉱床については 2003 年に経済性評価を

完了していたが、金埋蔵量 133t では生産コスト

とインフラコストが高く採算性に乏しいとして、

鉱量増加のためのボーリング調査を行うととも

に、近傍にある他社の鉱床との共同開発を検討

していた。同社の計画では、Loulo と Yalea の 2

つの主要鉱体のみが開発の対象である。両鉱体

合わせた資源量は 44.2t であり、露天掘り採掘

で、粗鉱生産量 18 万 t/日、金品位 3.7g/t、金

生産 6.4t/年、鉱山ライフ 6 年、投資額 80 百万

US ドルである。鉱化は下部にも連続しているた

め、露天採掘後に坑内採掘に移行することも可

能である。その場合はさらに鉱山ライフが伸び、

全キャッシュコスト200～230USドル/ozの中規

模金鉱山となる。2004 年においては、生産開始

に向けて露天採掘の準備を順調に実施してきて

おり、さらに 2005 年に入り、鉱量拡大を狙い坑

内採掘のための FS を開始したところである。 

 

Tabakoto 鉱山 

NEVSUN RESOURCES 社（カナダ）が 80%の権益

を有するプロジェクトであり、2002 年に実施し

た FS の結果によれば、粗鉱生産量 65 万 t/年、

金品位 5.65g/t、金生産 3.4t/年、当初の露天採

掘による鉱山ライフは 5 年、投資額 40 百万 US

ドルである。2004 年に工事に着手し、同社の発

表によれば、2005 年第 3 四半期から生産を開始
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する予定であり、年産 65 万 t のフル稼働へは 3

か月以内に到達できるとしている。 

 

Syama 鉱山 

2005 年に入り、Resolute Mining 社（豪）は、

現在休止中である同鉱山を再開する意向を発表

した。これは、これまで行ってきた露天採掘部

のFSの結果を受けたもので、採掘鉱石量約200t、

品位 3.0g/t、鉱山ライフ 6.5 年、金生産量 51.5t

となっている。生産再開時期は未定。 

 

(3) 探査状況 

マリにおける金の探査は、現在、複数の企業

により活発に行われており、主なプロジェクト

は以下のとおりである。 

NORTH ATLANTIC RESOURCES 社（加。旧 North 

Atlantic Nickel 社）： 

Kantela、Diokeba、Foulalaba/Tiekoumala、

Sinzeni、Dalahan プロジェクト 

AXMIN INC 社（加）：Kofi プロジェクト 

Robex Resources 社（加）： 

Diangounte、Kolomba プロジェクト 

Great Quest Metals 社（加）： 

Kenieba プロジェクト 

Estruscan Reosurces 社（加）： 

Djelimangara プロジェクト 

Afriore 社（加）：Banankoro プロジェクト 

その中でも大規模に探査を実施しているのが、

NORTH ATLANTIC RESOURCES 社が実施している

Kantela及びFoulalaba/Tiekoumalaプロジェク

トであり、本格的な規模でボーリング調査を実

施している。 

（Kantela プロジェクト） 

Sodiola 鉱山の南東 10km に位置する Kantela

プロジェクトでは、先のボーリング調査で金

1-2g/t の品位の鉱化帯が 50m、平均金品位

3.86g/tの鉱化帯が6-12m確認されており、2004

年から本格的な調査が開始された。1 万ｍの RC

ボーリング、1,729ｍのボーリングを実施し、そ

の も良い結果としては、金品位 1.77g/t の鉱

化帯が 13ｍ、金品位 1.05g/t の鉱化帯が 57m、

金品位 4.22g/t の鉱化帯が 20m が確認された。

引き続き 2005 年には 5000m の RC ボーリング等

が計画されている。 

（Foulalaba/ Tiekoumala プロジェクト） 

マリ南部、Morila 鉱山の南西約 100km に位置

する Foulalaba プロジェクトは、過去に実施し

た UNDP の支援による地化学探査により抽出さ

れた異常帯を含み、NORTH ATLANTIC RESOURCES

社が 2003 年から本格的な調査を実施している。

2004 年に 30 本の 2,372m の RC ボーリングを実

施し、品位 2.39g/t 幅 98m、品位 5.26g/t 幅 20m

及び 2.26g/t 幅 26m の鉱化帯を捉えた。また、

Foulalaba プロジェクトの北部に隣接する

Tiekoumala 地域の鉱区を 2004 年に新たに取得

し、2005 年には両地域を合わせてプロジェクト

を進める予定である。 

 

４．我が国との関係 

国際協力事業団/金属鉱業事業団による ODA

事業の成果を受けて、海外鉱物資源開発㈱が鉱

業権を取得し、2000 年よりモリラ鉱山近傍のケ

コロ・サガラ地区において調査を継続中である。 

（2005.6.6／ロンドン事務所 高橋 健一） 

 

 

 




