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ニューカレドニア
 

主要データ 

国名(英名) ニューカレドニア(New Caledonia 仏領) 

面積(km2) 19,060 

海岸線延長(km) 2,254 

人口(百万人) 0.2（2008 年 7 月推定） 

人口密度(人/km2) 11.8 

GDP(10 億 US$) 3.2 

一人当り GDP(US$) 15,000 

一人当り銅使用量(kg/人) N/A 

主要鉱産物：鉱石(t) ニッケル:125.2、コバルト:2.0 

主要鉱産物：地金(千 t) ニッケル:59,796(t) 

鉱業管轄官庁 鉱山・エネルギー局(Service des Mines et l’ Energie) 

鉱業関連政府機関 N/A 

鉱業法 フランス鉱業法 

ロイヤルティ N/A 

外資法 
外資規制に関する 2003 年 3 月 7 日付け政令第 2003-196 号外資規制に関す
る 2003 年 3 月 7 日付け政令第 2003-196 号の適用に関する 2003 年 3 月 7
日付け省令 

環境規制法 (環境影響調査制
度、環境・排出基準の有無等)

N/A 

鉱業公社 N/A 

鉱業活動中の民間企業 

Eramet 社 
SLN(Societe Le Nickel)社 
SMSP(Societe Miniere du Sud Pacific)社 
Xstrata Nickel 社 
Vale-Inco 社 

近年の鉱業関連問題 (資源
ナショナリズム、労働争議、
環境問題等) 

N/A 

2007 年のトピックス 

・ニッケル鉱業が主要産業であるが、2007 年のニッケル鉱石生産は、対前
年比 21.55％増の 125.2 千 tt となった。 
・新鉱業法の基本となる新しい鉱物資源開発計画が完成し、近々承認され
る見込である。新鉱業法は、2008 年末までには、草案がニューカレドニア
政府に承認され、議会へ提出・可決される見通しである。 
・2007 年 4 月、Vale－Inco 社(ブラジル資本)は Goro ニッケル・プロジェ
クトの開発を承認した。 
・2007 年 10 月、Xsttratta(スイス資本)は Koniambo ニッケル・プロジェ
クトの開発を承認した。 

 

1.鉱業一般概況 

ニューカレドニアの鉱業は、ニッケルが主体

である。ニューカレドニアと日本の関係は古く、

1890 年代にはニッケル採掘のための移民が始

まり、戦前には日本からの投資も行われニッケ

ル鉱石が日本に輸出されていたが、第二次世界

大戦時にこれらの施設は押収されている。現在、

ニューカレドニアからの日本へのニッケル鉱石

輸入はインドネシアについで多く、我が国の産

業にとって重要な存在となっている。 

近年、Goro ニッケル・プロジェクト(Vale－

Inco 社、ブラジル資本)、Koniambo プロジェク

ト(Xstrata 社、スイス資本)、ポスコ(韓国資本)

など外国企業による新規の鉱山・製錬所等への

投資も盛んになっている。 

2007 年 4 月には、Vale－Inco 社が Goro ニッ

ケル・プロジェクトの開発を、2007 年 10 月に

は、Xstrata が Koniambo ニッケル・プロジェク
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トの開発を、それぞれ承認した。 

 

2.鉱業政策の主な動き 

(1) 鉱業法(鉱業行政) 

ニューカレドニアは、フランス本国との間で

各種権限の見直しを行っており、鉱業に関する

各種権限についても、ヌーメア協定に基づいて

ニューカレドニア政府及び地方政府に移行され

る。新鉱業法は、2008 年末までには、草案がニ

ューカレドニア政府に承認され、議会へ提出・

可決される見通しである。新鉱業法は、各州が

管轄する鉱業法規を共通性のある法律に統合・

簡素化することで、外国投資家にとって透明性

のある投資環境を促進し、様々な税制優遇措

置・規制緩和を通じ透明性のある操業・貿易環

境を促進する狙いがある他、鉱業事業者、行政

機関、地元共同体の間での相互協力、環境保護

の枠組、製錬製品/ラテライトの輸出支援が盛り

込まれることになっている。 

新鉱業法の基本となる新しい鉱物資源開発計

画が完成し、近々承認される見込であり、許認

可手続きの簡素化、鉱物資源開発促進、環境保

護、輸出促進、社会経済開発の 5 部からなる。 

 

(2) 税制 

新鉱業法では、外国投資家に様々な税制優遇

措置が計られる見通しである。 

現行の税制では、1979 年に国内企業及び国内

の在外企業を対象とする法人税 (Corporate 

Income Tax)が導入されている。基本税率は 30％、

特別な条件の下で 20％、鉱業関係企業は 35％と

なっている。ニューカレドニアで得られた工

業・商業活動による利益が課税対象となる。短

期(2 年未満)のキャピタルゲインは税率 30％、

長期のキャピタルゲインは税率 15％が適用さ

れる。業務に関わる税控除対象項目としては、

原材料の購入、支払い給与、ある種の利子収入、

法人税以外の税、5 年以内の損益などがある。 

投資優遇課税は、鉱業関係企業を除く法人税

率 30％の企業が対象となっている。鉱業関係企

業がこの優遇税制を受けるためには、観光・ホ

テル業などへの投資が必要。同業種には 15～20

年の免税措置がある。 

その他の税として、株式配当による 13.25％

課税がある。ロイヤルティ・管理費・本社費用

等は源泉徴収税の対象外。国内法人・個人の利

子収入は 8％課税され、外国人の利子収入は源

泉徴税の対象外。印紙税はほぼ全ての契約に課

税される。業務ライセンスは課税対象となる。 

 

(3) 外国投資関連 

新鉱業法では、外資投資法の合理化及び簡素

化により、外資投資条件の改善が計られる見通

しである。 

現行は、非 EU 加盟国で生産された物品は関税

の対象となり、税率は 0～20％。特定の物品に

は関税に加え料金が課せられる。特別税 2.25％、

料金税(Toll Tax)1％、港使用料 30～60FCFP/t、

ニッケル鉱石及び地金製品は 45％と 0.5％が課

税される(Goro ニッケル・プロジェクトは地方

税が免税扱いとなっている) 

 

(4) 環境規制 

新鉱業法では、環境関連の認可プロセス、環

境回復の義務等の環境保護の枠組が計られる見

通しである。 

現在、ニューカレドニアは、以下の環境関係

の協定等に署名している。 

・Convention for the Protection of Natural 

Resources and Environment of the South 

Pacific Region (The Noumea Convention, 

1990)、 

・Protocol for the Prevention of Pollution of 

the South Pacific Region by Dumping(1990)、 

・ Protocol Concerning Co-operation in 

Combating Pollution Emergencies in the 

South Pacific Region(1990) 

 

(5) その他 

新鉱業法では、鉱業事業者、行政機関、地元

共同体の間での、オープンな対話及び相互協力

のメカニズムの促進が計られる見通しである。 

現在、ニューカレドニアでは、土地アクセス

に関しては、都市部の西欧系考え方と慣習的な

2 つの土地・不動産市場システムがあるとされ

ている。伝統的(共同所有的)土地は、所有権の

移転・譲渡は出来ないとされており、これらの

土地の移転・譲渡に関しては一族・共同所有者

らすべてへの通知が求められる。これらに関し

て最も適切な方法は地方政府等を通じて行うこ

とと言われている。 
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3.主要鉱物資源の生産・輸入・消費・輸出動向 

(1) 鉱石生産 

2007 年のニッケル鉱石生産(鉱石・精鉱中の

Ni 金属純分量)は、対前年比 21.55％増の 125.2

千 t(2006 年 103 千 t)となった。ニューカレド

ニアのニッケル鉱石生産は世界第 5 位(2006 年

第 5 位)、そのシェアは 8.0％(2006 年 7.2％)を

占め、世界第 3 位の埋蔵量を有している。 

コバルト鉱石生産(鉱石・精鉱中の Co 金属純

分量)は、対前年比 5.26％増の 2.0 千 t(2006 年 

1.9 千 t)となった。ニューカレドニアのコバル

ト鉱石生産は世界第 8 位(2006 年第 8 位)、その

シェアは 3.2％(2006 年は 2.8％)を占め、世界

第 4 位の埋蔵量を有している。 
 

表 3-1．ニューカレドニアの主要鉱石生産 
（単位：千 t）       

鉱種 2006 年 2007 年 増減率 

ニッケル鉱石・精鉱*, *2 103.0 125.2 21.55%

ニッケル鉱石*1 6,179 7,508 21.51%

 ガーニエライト*1 4,164 5,501 32.11%

 ラテライト・ニッケル*1 2,015 2,007 -0.40%

コバルト鉱石*, *3 1.9 2.0 5.26%

*Ni 金属純分量 
**Co 金属純分量 
出典：*1 Institut de la statistique et des etudes economiques Nouvelle-Caledonie 

*2 World Metal Statistics Yearbook 2008, Nickel 
*3 USGS Mineral Comoditiy Statistics, 2008 

 

(2) 地金生産 

2007年のニッケル地金生産は、対前年比 4.1％減少の 59.8千 t(2006年 62.4千 t)となった。 

 

表 3-2．ニューカレドニアの主要地金生産 
（単位：t）     

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 

ニッケル地金 62,378 59,796 -4.1%

 フェロニッケル 48,723 44,954 -7.7%

 ニッケル・マット 13,655 14,842 8.7%

Ni 金属純分量 
出典：Institut de la statistique et des etudes economiques Nouvelle-Caledonie 

(http://www.isee.nc/seriesstat/metallurgie.html) 

 

(3) 消費 

 詳細データなし 

 

(4) 輸出入 

2007 年のニッケル鉱石・精鉱輸出量(金属純

分量)は、54,740t(2006 年 43,842t)、ニッケル

マットの輸出量(金属純分量)は 14,004t(同

13,729t)、フェロニッケルの輸出量(金属純分

量)は 43,502t(同 49,419t)となった。 

ニッケル鉱石・精鉱の主な輸出先は、日本(ニ

ューカレドニア総輸出量の 33％)、オーストラ

リア(同 31％)、ニッケルマット等はフランス

(ほぼ全量)、フェロニッケルはその他諸国とな

っている。 
 

表 3-3．ニューカレドニアの主な輸出量  

                                    （単位：t）                   

鉱種 2006 年 2007 年 増減率(％) 主な輸出相手国 

ニッケル鉱石・精鉱*1 43,842 54,740 24.9% 日本、オーストラリア

ニッケルマット* *2 13,729 14,004 2.0% フランス 

フェロニッケル* *2 49,419 43,502 -12.0%

*Ni 金属純分量 
出典：*1World Metal Statistics Yearbook 2008, Nickel 

      *2Institut de la statistique et des etudes economiques Nouvelle-Caledonie 
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(5) 我が国との貿易 

 我が国への 2007 年のニッケル鉱石の輸出量

は、対前年比 9.1％増加の 1,135 千 t(2006 年

1,040 千 t)、輸出額は同 0.8％増加の 106.8 百

万 US$(同 105.9 百万 US$)であった。 

 
表 3-4．ニューカレドニアから我が国への非鉄金属の輸出 

（単位：千 t）       

品目 2006 年 2007 年 増減率(％) 

ニッケル鉱 1,040 1,135 9.1%

ニューカレドニア鉱の占める割合 24.7% 26.4% 6.9%

出典：*1 国際貿易統計情報サービス 

 

4.鉱山会社活動状況 

① Eramet 社 

Eramet Group 社(フランス資本)は、ニッケル

(同社収入の 33％；1,290 百万€)・マンガン(同

39％；1,473 百万€)・合金(同 27％；1033 百万

€)の 3 事業を世界規模で展開しており、ニッケ

ル生産では世界第 6 位、フェロニッケル生産で

は同第 1 位の企業である。同社のニッケル生産

量に占めるニューカレドニアの割合は 80％あ

り、同社が 56％権益を保有するニューカレドニ

アの SLN(Societe Le Nickel)社が重要な生産拠

点となっている。 

 

② SLN(Societe Le Nickel)社 

SLN 社(Societe Le Nickel)は、ニューカレド

ニア最古最大のニッケル企業であり、長期にわ

たりの優良ニッケル資源を握ってきたが、ヌー

メア協定に基づくニューカレドニア自治への移

行過程において、1991 年に、Eramet 社が有して

いた SLN社株式のうち 30％はニューカレドニア

の3つの地方政府(Southern Province、Northern 

Province、Island Province)が設立した法人

(STCPI)へ委譲された。2007 年には STCPI の権

益は更に 4％増加し、現在は、Eramet (オペレ

ーター) 56％、 Nisshin Steel 10％、 STCPI 34％

の権益割合となっている。 

本島北部西海岸に Kouaou、Thio、中部東西海

岸に Nepoui-Kopeto、Tiebaghi、Etoile duNord

の計 5 ニッケル鉱山の鉱山を所有、ヌーメア市

街にある Doniambo フェロニッケル製錬所に船

舶で鉱石を搬送しフェロニッケル及びニッケル

マットを生産しており、SLN 社の 2007 年の年間

生産量は 59,796t(Ni 金属量)である。 

Doniambo フェロニッケル製錬所では、新規発

電所建設(70MW×3 基)と欧州環境基準に適合さ

せるために 1910 年に操業開始の Doniambo 製錬

所の改修工事｢Cleaner Doniambo｣を実施し、

2001 年の｢プログラム 7.5 万 t｣に基づき、

Tiebaghi 鉱山のフル生産により年間ニッケル

生産量を 2012 年～2013 年頃までの約 5 年間で

2006 年の 6.24 万 t から 7.5 万 t 年へ拡張する

ことを計画している。 

Northern Province では、Poum 鉱山開発に向

けた湿式製錬技術開発を実施している。 

 

③ SMSP(Societe Miniere du Sud Pacific)社 

SMSP 社はニューカレドニア北部州出資の企

業(Nord/Northern Province 100％)で、ニュー

カレドニア第 2 位のニッケル生産者である。前

述の Xstrata 社とともに開発を続けている

Koniambo と Kouaoua の 珪 ニ ッ ケ ル 鉱

(Garnierite)を主体とする主要鉱山の他、主に

ラテライト鉱を主体とする Circee-Eureka、

Boakaine、Edourated 及び Ouazangou の 4 鉱床

を有する。これらラテライト鉱床の資源量はお

よそ 10.5 百万 t と推定され、1998 年より QNI

社のアンモニア・リーチング・プラントに供給、

現在 15年間にわたり年間 675千 wet tを供給す

る長期契約を結んでいる。2005 年 12 月には、

SMSP 社は Xstrata 社と Koniambo ニッケル・プ

ロジェクト(SMSP 社権益 51％、Xstrata 社 49％

となる Koniambo SAS 社設立 )に合意した

(Koniambo ニッケル・プロジェクト参照)。 

2006 年 1 月には、韓国最大手鉄鋼企業 POSCO

との合弁事業でニッケル鉱山の開発を行い、

2009年に年間 3万 tのニッケルを生産する計画

を発表した。この合弁事業は、ポスコ 49％、

SMSP51％の出資比率で経営される。 
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④ Xstrata Nickel 社 

2006 年の Xstrata(スイス資本 )による

Falconbridge 社の買収により、Xstrata Nickel

社は、Koniambo SAS 社を通じ、Koniambo ニッケ

ル・プロジェクトの 49％権益を保有する。 

2007 年 10 月 17 日、Xstrata(スイス資本)の

役員会は Koniambo ニッケル・プロジェクトの開

発を承認し、Xstrata Nickel 社がプロジェクト

のオペレータとして開発を行い、Koniambo SAS

社長の任命権を持つこととなった。プロジェク

トの開発コストは 38 億 A$と試算されており、

資 金 の ほ と ん ど を Xstrata が 調 達 す る

(Koniambo ニッケル・プロジェクト参照)。 

 

⑤ Vale-Inco 社 

2006 年の CVRD(ブラジル資本、現在は Vale

社)による Inco 社(カナダ資本)の買収により、

Vale-Inco 社は Goro Nickel SAS 社を通じ、Goro

ニッケル・プロジェクトの 69％権益を取得した。

2007年 4月に開発コスト 32億 US$の同プロジェ

クト開発の役員会での最終承認を行った(P.464 

Goro ニッケル・プロジェクト参照)。 

 

表 4-1．ニューカレドニア主要企業の概要(Eramet 社) 

  2006 年 2007 年 増減率 

売上げ 3,056 3,792 24.1%

 ニッケル部門 1,019 1,290 26.6%

 マンガン部門 1,147 1,473 28.4%

 合金部門 892 1,033 15.8%

営業利益 607 1,196 97.0%

 ニッケル部門 388 693 78.6%

 マンガン部門 170 440 158.8%

 合金部門 62 78 25.8%

税引き後純利益 319 582 82.4%

資産 4,009 4,874 21.6%

出典： Eramet, 2006, 2007 Annual report    

 

5.鉱山・製錬所状況 

(1) 主要鉱山 

① Thio 鉱山 

位  置：South Province 東海岸(Noumea 北

120km) 

権  益：SLN 社(100％) 

生産規模：鉱石量 80 万 t/年  

生産情況：鉱石量 40 百万 t(含有金属量(Ni)90

万 t)採掘済み 

その他 ：1875 年から操業 

従業員 180 名 

動向等 ：2007 年 7 月 27 日に鉱石運搬用ベル

トコンベアでの火災が発生した。バ

イパストンネルを使用することで、

生産量への影響は少なかったが、生

産コスト高となった。 

② Kouaoua 鉱山(Mea/Kiel 鉱床) 

位  置：Northern Province 東海岸(Noumea

北 140km) 

権  益：SLN 社(100％) 

生産規模：鉱石量 60-80 万 t/年、ベルトコンベ

ア(11km)で輸送。 

生産情況：30 百万 t 採掘済、Saprolite 20 百万

t(80ha, 深さ 100m) 

その他：1890 年から操業、一時中断後 1977 年

から再開 

従業員 220 名 

③ Nepoui-Kopeto 鉱山 

位  置：Northern Province 西海岸、(Noumea

北 250km, 標高 85m0-1,000m) 

権  益：SLN 社(100％) 

生産規模：鉱石量 85 万 t 

生産情況：1994 年から 12 百万 t の精鉱を生産 

その他 ：1970-82 年操業、1994 年操業再開 

従業員 240 名 

④ Tiebaghi 鉱山 

位  置：Northern Province 西海岸、(Noumea

北 400km) 

権  益：SLN 社(100％) 

生産規模：鉱石量 100 万 t*1(2007)、 

生産情況：2009 年には鉱石量生産 120 万 t を目

指す。 

その他 ：～1990 年クロム鉱山 

1997 年から操業 

従業員 265 名 

投資額：150 百万 CPF(117 百万€) 
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⑤ Etoile du nord 鉱山 

位  置：Northern Province 西海岸、(Noumea

北 400km) 

権  益：SLN 社(100％)、Societe Miniere 

Georges Montagnat 社が請負採掘 

生産規模：N/A  

生産情況：N/A 

その他 ：1998 年から操業 

 

 

表 5-1．ニューカレドニア主要鉱山・製錬所のニッケル生産量及び資源量 

プロジェクト名 位置 権益 生産能力 2006年 2007年 増減率(％)

（主要鉱山）       （資源量:Measured, Indicated, Inferred）  

  Kouauoua Noumea北140 km Societe le Nickel (SLN) 1,000,000t/y  資源量：15.2百万ｔ、Ni品位：2.55％、Ni金属純分量：386.8千ｔ

  Nepoui-Kopeto Noumea北250 km 同上 850,000t/y  資源量：17.4百万ｔ、Ni品位：2.22％、Ni金属純分量：387.1千ｔ

  Thio Noumea北120 km 同上 800,000t/y  資源量：1.15百万ｔ、Ni品位：3.11％、Ni金属純分量：35.6千ｔ 

  Tiebaghi Noumea北400 km  同上 1,000,000t/y  資源量：38.7百万ｔ、Ni品位：2.50％、Ni金属純分量：967.5千ｔ

  Etoile du nord Noumea北400 km  同上 N.D.  資源量：2.14百万ｔ、Ni品位：2.80％、Ni金属純分量：60.0千ｔ 

鉱山計      資源量：106.8百万ｔ、Ni品位：2.54％、Ni金属純分量：2,716千ｔ

（製錬所）         

44,173 (ﾌｪﾛﾆｯｹﾙ)
 Doniambo製錬所 Noumea Societe le Nickel (SLN) 75,000ｔ/ｙ 62,383 

13,996 (ﾆｯｹﾙﾏｯﾄ)
-6.8% 

*Ni 金属純分量 

出典：Eramet, Web サイト, Nickel Profile Eramet、reference document 2005 

 

(2) 非鉄メジャー・ジュニアの探鉱・開発動向 

① Koniambo ニッケル・プロジェクト(鉱山・乾

式製錬所) 

位  置：Northern Province 西海岸、(Noumea

北 270km) 

権  益：Koniambo SAS 社(SMSP 51％、Xstrata 

Nickel:49％) 

鉱  種：ニッケル(珪ニッケル鉱) 

資源量 ：(埋蔵量) 62.5 百万 t・Ni 2.4％ 

(資源量:Saprolite＝乾式処理) 

142.1 百万 t・Ni 2.13％+156.0 百万 

t・Ni 2.2％ 

(資源量:Limonite＝湿式処理) 

100 百万 t・Ni 1.6％ 

生産規模：3 百万 t(鉱石処理能力) 

Ni 約 60 千 t(Ni 量換算)、操業期間

50 年以上 

総事業費：22 億 US$ 

開発段階：建設準備 

動向等 ： 2006年の Xstrataによる Falconbridge

社の買収によって、Xstrata Nickel 社

は、Koniambo SAS社を通じ、Koniambo

ニッケル・プロジェクトの 49％権益

を保有することとなり、開発コス

ト・スケジュール・調達等の最適化

のための計画見直しを行っていたが、

2007 年 10 月 17 日、Xstrata の役員

会は Koniambo ニッケル・プロジェク

トの開発を承認し、Xstrata Nickel

社がプロジェクトのオペレータとし

て開発を行い、Koniambo SAS 社長の

任命権を持つこととなった。プロジ

ェクトの開発コストは 38 億 A$と試

算されており、資金のほとんどを

Xstrata が調達し、操業の開始から

25 年で株式に比例して配当される。 

最初の鉱石処理は 2011 年の上半期

に開始し、2013年に定常操業になる計

画である。フェロニッケルで 60 千 t/

年を生産する計画であるが、将来的に

は生産規模の拡大が見込まれている。 

② Goro ニッケル・プロジェクト(鉱山・湿式製

錬所) 

位  置：Southern Province 

権  益：Goro Nickel SAS 社(Vale-Inco 社 

74％、Sumic Nickel Netherlands(住

友金属鉱山・三井物産 )21 ％、

SPMSC(ニューカレドニア Southern 

Province 州政府による法人) 5％) 

操  業：Vale-Inco 社 

鉱  種：ニッケル(ラテライト) 

資源量 ：(埋蔵量)120 百万 t・Ni 1.48％、 

(資源量) 98 百万 t・Ni 1.42％+130

百万 t・Ni 1.6％ 

生産規模：約 4 百万 t(鉱石処理能力) 

Ni 約 60 千 t(Ni 量換算)、Co 約 4～

5 千 t(Co 量換算) 

総事業費：開発費：30 億 US$ 
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開発段階： 2008 年末の生産開始に向け建設中 

動向等 ：2006 年の CVRD(ブラジル資本、現在

は Vale 社)による Inco 社(カナダ資

本)の買収により、Vale-Inco 社 は

Goro Nickel SAS 社を通じ、Goro ニ

ッケル・プロジェクトの 69％権益を

取得した。2007 年 4 月に、同社役員

会にて、当初計画の開発コストより

10億 US$増の 32億 US$でプロジェク

ト開発の最終承認を行った。2008 年

3月の鉱業権認可と2008年末の操業

開始にむけ開発を進めている。 

2005 年 2月に、SPMSC は、建設期間

中の権益を10％から5％へ減じ、建設

終了後に再び権益 5％分を買い戻す

契約を締結していたが、2008 年 1 月

に、SPMSC として5％の権益を持つニ

ューカレドニア Southern Province

州政府は、フランス本国に対し、権益

5％分の買戻を提案した。買戻費用は

約130 百万€と見積もっている。 

一方で、2007 年 4 月には、Goro

プロジェクトサイトから海までのス

ライムパイプライン敷設計画に対す

る地元住民の反対運動が起こってい

るほか、2008 年 2 月にも地元住民の

反対運動から暴動へ発展した事件も

起きている。 

Goro ニッケル・プロジェクトの地

域は、ニューカレドニアの他の地域

平均の 3 倍の雨が降るため、仕事は

困難であるといわれている。世界の

鉱山でも有数の建設工事となるため、

Vale-Inco 社は労働力を 5,000 人ま

で増加させる計画である。人口 25

万人のニューカレドニア島の労働力

不足に対処すべく、設備をフィリピ

ンの製造工場で 400 個のモジュール

に分けて製造しニューカレドニアで

組み立てることとしており、フィリ

ピンの工場でも 4,000 人が働いてい

る。現在、フィリピン人は、Goro プ

ロジェクトの 4 分の 1 を占め、この

ことが地方のニッケル鉱山労働者の

反発を呼び、2006 年に 6 週間のスト

ライキが発生した。彼らは、ニッケ

ルブームを利用している会社に高い

税金を課すべきだと主張している。 

(3) 主要製錬所 

① Doniambo 製錬所 

位  置：South Province 西海岸、Noumea 市内 

権  益：SLN 社(100％) 

生産規模：鉱石処理量 3 百万 t 

含有金属量(Ni)65,000t/年(フェロ

Ni80％, Ni マット 20％)、  

生産情況：敷地面積:210ha、電気炉:10 基

(W33xL13xH5m)、発電機:40MWx4 基 

動向等 ：2004 年の Doniambo 製錬所の生産量

は 55,180t であった。SLN 社は、ニ

ッケル製錬能力を年産 60,000t(フ

ェロニッケル、マット中の Ni 金属

量)から 75,000t に拡張することを

計画している。 

当初計画では、製錬所既存 3 基の

電炉のうち 1 基を 40MW から 75MW 電

炉(フェロニッケル用としては世界

最大となる)への転換をはじめとし

た設備更新、さらに Tiebaghi 鉱山の

年産 1,200,000wet t/年規模へのア

ップグレードが二本柱となる。現在、

電炉の更新は 2004 年 6 月に完成。

Tiebaghi 鉱山の拡張は 2007 年 6 月

末に完了した。度重なる技術ならび

に環境対策の計画変更のために、拡

張コストは、当初の 240 億 CFP(約 2

億€)から 335 億 CFP(約 2.8 億€)に

増加するとみられている。 

 

6.我が国との関係 

Goro ニッケル・プロジェクトの運営主体であ

る Goro Nickel SAS の株式を住友金属鉱山㈱が

11％、三井物産㈱が 10％を保有しており、それ

ぞれ出資比率相当分のニッケルおよびコバルト

製品を引き取る権利を有している。 

 

7.その他トピックス 

2008 年 4 月 24 日、東京にて、JOGMEC｢ニュー

カレドニア鉱業投資セミナー｣を開催した。 

ニューカレドニア産業鉱山エネルギー部、ニ

ューカレドニア経済投資開発局(ADECAL)、在京

フランス大使館及びジョーンズ・デイ法律事務

所の講演発表があり、本邦商社・ニッケル関係

企業を中心に、50 名以上が参加して開催された。 

 

 

 (2008.6.10/シドニー事務所 増田 一夫) 




