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1. 一般事情 

1-1. 面積 2 万 9,785 ㎢ 

1-2. 人口 44 万人（02 年世銀） 

1-3. 首都 ホニアラ 

1-4. 人種 メラネシア系(94%)、ポリネシア系、ミクロネシア系、 

  ヨーロッパ系、中国系 

1-5. 公用語 英語、ビジン英語（共通語） 

1-6. 宗教 キリスト教（人口の 95％以上） 

1-7. 地勢等   

パプア･ニューギニアの東方にほぼ 2 列に並ぶ陸島および火山島と周辺のサンゴ礁から

なる。主要な島としてチョイスル島、サンタイザベル島、マライタ島、ニュージョージア

島、ガダルカナル島、サントクリストバル島の６島からなる。 

 

東方観光局 HP より 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体  立憲君主制 

2-2. 元首  エリザベス２世女王（英国女王）、 

ナサニエル・ワイナ総監（04 年 07 月就任） 

2-3. 議会  一院制（50 議席 任期４年） 
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2-4. 政治概況   

2001 年 12 月国際占拠監視団が監視する中、総選挙が公正かつ民主的に実施され、ケマ

ケザ政権が発足。同首相は法秩序の回復と財政再建に取り組んだが、その後も事態は深刻

化し、自力では解決不能と判断し、03 年豪州に支援を求めた。同年 7 月 24 日豪州・NZ が

主導し太平洋諸島フォーラム（PIF）加盟国の警察・軍隊からなるソロモン地域支援ミッシ

ョン（RAMSI）がソロモンの方と秩序回復のために派遣されて以来、著しく治安が改善され

た。8 月以降、RAMSI に開発支援部門が追加され、警察を除くガバナンス部門への文民アド

バイザーが派遣されている。 

2-5. 主要産業 第一産業（コプラ、木材、魚）中心の経済 

2-6. GNI 250 百万米ドル 一人当たり 570 米ドル（02 年世銀） 

2-7. 通貨 １ソロモン・ドル（SBD） 

2-8. 為替レート １US＄＝7.4074SBD（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 5.0761 5.0994 5.5648 7.4571 7.4906 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易（03 年 ソロモン中央銀行） 

輸出 74.2 百万米ドル：木材(67%)、魚類(17%)、ココア(10%) 

輸入 67.2 百万米ドル：食糧(22%)、燃料(17%)、機械・車両(13%) 

対日貿易（03 年財務省貿易統計） 

輸出 21 億円：魚類(63%)、木材(33%)、 

輸入  4 億円：自動車(37%)、機械類(42%) 

2-10. 経済概況   

ソロモン経済は、魚、木材、コプラ、パーム油等の輸出に強く依存しているため、一次

産品の国際価格下落の影響を受けており、国際収支の赤字が続いていた。1996 年には輸出

増で貿易収支が改善したが、その後アジア経済の不調の影響もあり、輸出は伸び悩んでい

る。また 2000 年の部族対立の影響により財政は大幅な赤字となっていたが、2003 年第四

半期は黒字に転じた。 

 

3. 鉱業概要 

古くからポーフィリーカッパ-を始めとする非鉄金属の探査は行なわれてきたが、大き

な鉱山となるものは無かった。唯一 Gold Ridge 金鉱山が 1998 年に生産開始となったが、

ガダルカナルでの騒乱の影響を受け 2000 年に閉山となった。 

その後、当国において、砂金採取以外は鉱業活動はなされていない。 
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4. 鉱業行政 

4-1. 鉱業法 

鉱業権については以下のとおり。 

Reconnaissance Premit (踏査許可) 

面積：特に制限はないがこれまでは 大 40mile2 

期間： 長 1 年、延長は大臣の認可を必要とし 長 1 年である。 

踏査許可証保持者は踏査許可域内にて 大5000エーカーのProspecting Licenceを得る資

格を持つ。 

Prospecting Licence (試掘調査ライセンス PL) 

面積：一区域 大 600km2を越えてはならない。 

期間：3 年間を越えてはならない。延長は 大 2 年。詳細は水・鉱物資源局長との話し合

い。 

Special Prospecting Licence (特別試掘調査ライセンス SPL)※ 

 個人及び団体は Special Prospecting Licence(SPL)を水・鉱物資源局長に申請する。局

長はこれを受理し大臣の諮問機関である鉱物委員会(Minerals Board)に審議を依頼する。

鉱物委員会は審議の結果、この申請が適正と認められた場合、水・鉱物資源大臣に SPL を

登録認可するよう勧告する。 

面積： 大 600km2 

期間： 長 3 年、延期 長 2 年 

Al1uvial Miner’s Permit(砂鉱床採鉱許可 AMP) 

 エネルギー・水・鉱物資源省次官(Permanent Secretary)の認可を必要とし、ソロモン諸

島人のみに限られる。 

Mining Leases 鉱業賃借(採掘リース) 

 エネルギー・水・鉱物資源省大臣の認可を必要とする。 

期間：25 年、延長 大 10 年 

面積：貴金属の場合 大 100 エーカー、卑金属の場合記載なし。 

※Mines and Mineral Acts 1990 には定義されていないが 1996 年 8 月現在、 Prospecting 

Licence の次段階に進む場合 SPL を必要としている。 

 

5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

天然資源省(Ministry of Natural Resources)がエネルギー・水・鉱物資源省(Ministry 

of Energy, Waterand MineralResources )に改変された際、これまでの地質調査局

(Geological Survey Division)は水・鉱物資源局(Waterand Mineral Resources Division)

と改名した。 

エネルギー・水・鉱物資源省はエネルギー局と前述の水・鉱物資源局の 2 局からなる。従
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ってカウンターパートは水・鉱物資源局で、次の 4 課より構成される。 

 すなわち、 

・地質図幅作成及び地化学探査課(Geological Mappingand Geochemical Laboratory) 

・鉱床・鉱山及び地震課(Economic Geology, Mines & Seismology) 

・水資源課(water Resources ) 

・管理課(The Directorate ) 

である。 

その組織及び担当者は下図の通りである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 投資環境 

6-1. 外資政策の基本 

ソロモン諸島における投資奨励策の基本としての投資活動のあり方は、以下に示すとお

りである。 

・現金通貨における外国為替の利益を生みだすこと 

・常用雇用数を創出すること。 

・国内原料を効率的に活用すること. 

将来的拡大への展望を提供すること 

上記の投資濁基準が優先的に適用される開発部門としては、 

・製造業及び加工業などの産業部門 

・ホテル開発 

・プランテーション及び現金作物などの農業開発 、 

・工業、産業活動及び住宅建設活動 

Minister of Energy, Water and Mineral Resouces 

Geology Division 

Permanent Secretary

Energy Division

Geological Mapping 

& Geochemical Laboratory 

Directorate 

Water Resources (Drilling) 
Econom ic Geology, Mines & 

Seismology 
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・産業を支えるサービス部門 

・国際市場で戦略的地位を占めることができる投資技術の開発 

・小規模産業開発 

などである。 

 

6-2. 外資奨励措置  

ソロモン諸島への外国投資に関しては、1990 年投資法及び各種税法(所得税法、関税法、

物品税法など)に基づき、規制、奨励措置及び各種の税制上の優遇措置が講じられている。 

1990 年投資法によると、ソロモン諸島への外国資本の受け入れ基準として、以下の要件が

満たされていなければならない。 

・ソロモン諸島の利益を増大させる経済開発であること。 

・ソロモン諸島人を雇用し、技術的・管理的技能の訓練を実施すること。  

・ソロモン諸島内の原料、供給品およびサービスを用いること。 

・輸入代替産業の育成 

都市部ばかりでなく、地方・農村部へも投資を分散させること。 

また、外国投資が制限される分野として、小売り業及び沿岸、珊瑚礁、環礁海域におけ

る漁業権がある。外国投資への主な奨励・優遇策として以下の措置が講じられている。 

・10 年間の税の免除(法人所得税率は現地法人の場合 1 ドルにつき 35 セント、その他は 1

ドルにつき 50 セント 

・株配当金への源泉課税 15 年間免除 

・非居住者に支払われる利子への源泉課税 10 年間免除 

・決算における損失勘定の先送り 

・製造業の場合の資本減価償却は、初年度は 40%、その後は年間 5%。ただし観光関連産業

の初年度の資本減価償却は 50％ 

 

6-3. 土地所有制 

ソロモン諸島全体の 88％の土地が慣習地で、政府及び外国人はこの慣習地の所有者にな

ることはできない。残りの 12%は譲渡地(登記地)として知られ、半分以上が政府所有にな

っている。外国人は登記地を政府またはその他の地主からリースすることができるだけで、

その年限は 大 75 年になっている。慣習地は、伝統的にソロモン諸島社会の生業活動に重

要な生産財であり、ピッグマンを中心に形成された各小規模集団の共同所有であった。土

地は集団の生活を維持するための生産手段であり、生活の基盤である。原則的に土地の個

人所有は認められず、集団の構成員が任意に土地を譲渡することも許されない。構成員は

一定の区画を農業用に保有しているが、使用権のみが認められている。その権利は各集団

ごとのルールに従って、次世代に相続されてゆく。譲渡地(登記地)は、19 世紀末に統治し

ていたヨーロッパ人が居住用、耕作用に使われていない土地をすべて遊休地と判断し、ソ
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ロモン諸島民の土地の伝統的利用・土地所有システムを無視し、所有集団に断りなく接収

したもので、1913 年までに総陸地面積の約 4.5%がヨーロッパ人の手にわたったが、1925

年には法的に新たな土地の接収を規制した。その時までに植民地政府や入植者により接収

された土地のことを譲渡地と呼んでいる。鉱山開発の場合、これまで換金作物の栽培、養

豚・養鶏、酪農、ココヤシプランテーションが行われていた慣習地を提供してもらうこと

になるが、伝統的システムとどう折りあってゆくかが、開発に際して解決すべき大きな課

題の 1 つとなる。 

 

6-4. 金融 

ソロモン諸島にある金融機関ば中央銀行、3 つの商業銀行(ウエストパック銀行、ANZ 銀

行、ソロモン国立銀行)・ソロモン開発銀行、国民年金基金、投資会社、百以上のクレジッ

ト・ユニオン、数カ所ある保険会社である 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質 

ソロモン諸島は初期破断弧(primary fracture arc)と呼称され、PNG に属する北西部の

ブーゲンビル島から南東部のサンクリストパル島にまで延長し、主要 7 島が二重雁行列島

を形成している。弧状列島の南西側の珊瑚海にはトレンチが断続し、太平洋に向かう列島

北東側にも、弱く発達するトレンチが確認されている。東方のサンタクルス島群は地質構

造的にニューヘブライ弧(New Hebrides Arc)に属している。地質構造及び地質層序の観点

から当二重雁行列島の地質は海洋底基底岩類、カルク-アルカリ火山岩類及び被覆堆積物の

3 大要素から構成される。基底岩類は海洋底玄武岩及び同起源のアルカリ玄武岩系列に属

する粗粒玄武岩及び斑糲岩の貫入岩類より構成され一般的には海洋底上昇の産物と考えら

れている。 

 ガタルカナル、フロリダ、サンクリストバル、サンタイサベル及びチョイセル島では玄

武岩類は破壊され角閃石相に至るまでの各種変成作用を蒙っている。軸域では塩基性の片

岩に転移し少なくも 3 回の変形を受けている。また、軸域ではアルプス型の超塩基性岩体

の一部は衝上シートとして進入している。これとは対照的にマライタ島の海洋底玄武岩の

基底岩は事実上殆ど変形作用及び変成作用を受けていない。被覆堆積岩類は層厚 5000m に

至るまでの各種堆積物よりなり基底岩上に不整合に乗る。 古の堆積岩類は白亜系上部に

属する。大部分は硬砂岩よりなるが、その上に中新生及び第四紀更新生の珊瑚礁質石灰岩

が広く覆う。中新生以降の火山砕屑岩質堆積物は鉱化作用に対して重要な地層単元になっ

ている。 

 カルク-アルカリ質火山岩類は安山岩質コーン及び火山岩質砕屑岩層を形成し 古の岩

体は漸新生(Suta 火山岩類)に、 新の岩体は鮮新生~更新生(ニュージョ 

ージア島)に属する。大規模貫人岩体(ガタルカナル島の Koloula 及び Poha-Lungga 閃緑岩
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コンプレックス)も存在し、しばしばポーフィリー・カッパ-型の鉱化作用を伴う場合があ

る。安山岩質火山砕屑岩類は熱水性金鉱脈(Gold Ridge)を伴うこともある。 

1974 年に、Coleman 及び Hackman(Hackman,1980)はこの地域を、岩層の組み合わせから

4 地質区域に分類した。すなわち Central Province,Pacific Province,Volcanic Province

及び Atoll Province である。 

 この地質区域は主要列島弧の発達方向にやや斜行する平行帯を形成する。 

 Central Province は破壊された変成基盤岩類及び錯綜した地質で特徴づけられ、一般的

には他のどの区域よりも地殻変動をより明瞭に示している。 

 Pacific Province はより安定した非変成基盤岩体(褶曲は認められる)よりなり遠洋性堆

積物よりなる。 

 Volcanic Province は 近島弧に付加された部分で、周辺部に噴煙活動を伴う一連の火

山コーンの癒合体である。 

 Atoll Province は上昇した珊瑚礁からなり、ソロモン諸島島弧の本体形成には関係して

いない。 
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ソロモンの地質鉱床分布図（平成 8 年度資源開発協力基礎調査 プロジェクト選定調査 

ソロモン諸島） 
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7-2. 鉱床 

 ソロモン諸島の有用鉱物の生成は生成年代及び鉱物組成によって大きく 3 つに区分する

ことが出来る。すなわち、海洋底基盤岩に関連する鉱床、カルク-アルカリ岩系に関連する

鉱床及び残留鉱床である。以下の説明で各鉱徴地の括弧内の数字は巻末に添付した Index 

of Milleral Occurrences の Index No．である。 

 

7-2-1. 海洋底基盤岩関連鉱床 

 先漸新生基盤岩に属する玄武岩、斑精岩、変成岩類及び超塩基性岩類に生成している全

ての鉱床を含む。 

（1）ガタルカナル、フロリダ、サンクリストバル、チョイセル及びサンタイサベルに発達

する玄武岩及び変成岩類中の細脈状、鉱染状及び網状の銅硫化鉱物鉱床。 

（2）サンタクリストバル、サンタイサベル、フロリダ各島の噴気火山性生成物と考えられ

二酸化マンガン鉱鉱床 

（3）ガタルカナル島スタキキ(Sutakiki)地域の斑糲岩中に生成する金鉱化帯 

（4）サンタイサベル島の斑糲岩中に生成する磁硫鉄鉱、鍋-ニッケル硫化鉱物鉱化帯 

（5）全ての超塩基性岩体に見られるニッケル珪酸塩、アスベスト及びクローム鉄鉱鉱化帯 

7-2-2. カルク-アルカリ岩系関連鉱床 

 安山岩質火山岩類及び同一岩漿起源の閃緑岩岩株に生成する金属鉱物鉱床でニュージョ

ージア島及びガタルカナル島の中央部及び西部に発達する。 

（1）ガタルカナル島の Koloula,Poha,Mbetilonga,ニュージョージア島の Humbe で代表さ

れ、閃緑岩質複合岩中に生成しているポーフィリーカッパー型の低品位網状硫化物鉱

床でる。 

（2）ガタルカナル西部の Gallego 及び Umasani 域及びニュージョージア島の Mase River

域の安山岩質岩類及び火山岩質斑岩中に発達する低品位鉱染状及び小規模塊状を呈

する銅硫化物鉱化帯。レンドバ島の Ezefie River(7.5)域のカルク-アルカリ岩系の

火山岩類に発達するとされる自然鋼及び炭酸塩銅鉱化帯 

（3）ガタルカナル中央の Gold Ridge 域の変質安山岩質砕屑岩類に発達する低品位浅熱水

性金鉱床が代表的で、黄鉄鉱のほかに少量の黄銅鉱及び閃亜鉛鉱を伴う場合がある。 

 

7-2-3. 残留鉱床 

 第四紀に地表またはその近傍の岩石・鉱床が風化作用を受けて、新しく生成した難溶性

有用鉱物が残留濃集して出来た鉱床である。 

（1）ボーキサイト鉱床(生成環境によって 3 型に分類される) 

・上昇した珊瑚礁石灰岩中のボーキサイト鉱床で主として水酸化物アルミナ鉱物より

なり低含シリカ、高含燐、高含水の特徴を持ち鉱床は小規模から中規模を示す。こ

の型は西レンネル島、チョイスル州 Vaghena 島,サンタクルス島,ニュージョージア
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島 Munda 付近に発達する。 

・レンネル島東部の Te・ Nggano 湖のボーキサイト鉱床は白色化した黄鉄鉱質粘土

として旧ラグーンであった大湖の底に生成しているが鉱床の拡がり等は判明して

いない。 

・ニュージョージア島群の Tirua Hill,Hiriro 及び Kolombangara 島の小規模ボーキ

サイト鉱床はカルク-アルカリ系火山岩類からもたらされた土壌がラテライト化し

て出来た鉱床の典型である。 

（2）その他の浅留鉱床 

・鉄をかなり含むラテライト鉱床の賦存がガダルカナル、フロリダ及びニュージョー

ジア島に報告されているが経済的には重要視されていない。 

・サンタイサベル島の中央及び南部の San Jorge 東城,Jejevo 及び Tataka にはかな

り大規模の超塩基性岩を被覆して含ニッケル・ラテライトが賦存している。 

・ソロモン諸島の主要島の沿岸、特に大規模水系が注ぐ河口付近で上流に塩基性 

岩類が発達する場合、磁鉄鉱及びチタン鉄鉱を含む砂浜を形成する。レンドバ島の砂

浜ではオリビンが豊富に含有しているため建築材料に使用されたこともある。 

・ガダルカナル島の Cbovobio 川の砂金(5.2)は Gold Ridge の風化・運搬・沈積物で

あるが、現在のソロモン諸島国での唯一の操行鉱床である。 

 

8. 鉱山概要 

鉱山概要（休止鉱山）   記号: Solomon-Au-Gold Ridge 

国名／地域 : Solomon/Guadalcanal 島   

名前  : Gold Ridge  

位置  : Guadalcanal 島ほぼ中央。首都 Honiara の東南東 26ｋｍに位置する。

道路沿い 43Km. 標高 400－700ｍ。 

会社名（権益比率）: Aurion Gold (旧 Delta Gold) 

   あるいは 

   Michelago Ltd 20% (Infomine 2004 年 11 月)  

鉱床  鉱種 : Au   

埋蔵鉱量 : 

1） (2000) 25.2 百万ｔ  1.97g/t Au 

金属鉱業事業団（2002. 5）:海外鉱業情報 特集号：世界の鉱業の趨勢 Vol.32 No.1 

2） 埋蔵鉱量 42.80 百万 t 1.44g/tAu 

 可採鉱量 19.54 百万 t 1.65g/tAu 

金属鉱業事業団（1999）：平成 10 年度 鉱山開発プロジェクト評価調査。 南太平洋島嶼

地域 報告書 平成 11 年 3 月 

鉱床タイプ :浅熱水性金鉱床。（Low sulphidation type） 
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地質概要 :Solomon-Melanesian Arc に位置する。鮮新世以降現世に至る中性火山

岩類による、一部温泉あるいは地熱水活動を含む浅熱水性鉱化作用により生成された。カ

ルデラ構造や断裂構造に規制されて、主として玄武岩～安山岩質砕屑岩中のフラクチャー

中に産する低品位の脈状、網状、鉱染状鉱床である。鉱化は 3－4Km2 の範囲に及んでいる。 

金は初生的には石英、緑泥石と共生している。変質作用としては鉱床中心部に絹雲母化作

用、外殻部に緑泥石化作用、全般に珪化作用が認められる。 

本鉱体の周辺には他に 4 つの鉱体が確認されており、これらの内、Valehaichichi と呼ば

れる鉱体が開発中である。砂岩、凝灰角礫岩、礫岩、シルト岩の互層からなり、主として

石英―方解石脈である。 

鉱化作用の年代:鮮新世～現世 

発見の経緯 :1936－1937年に植物学者のKajewskiが土壌および基盤岩中に微量の金

を認めたことにより発見された。 

生産量 （直近 5 ヵ年）  生産開始年: 1998  

年 
粗鉱生産量 

Mt 

品位 

g/t Au 

金属生産量 

t 

回収率 

% 

1998.8-1999.6   
3.271 Au* 

2.634 Ag* 
 

2000 1.94 1.65  74.2 

金属鉱業事業団（2002. 5） 

*Infomine 

採鉱法  :3 つの露天掘り。剥土比；0.83. 年間採掘量 2 百万 t 

金属回収法 :ヒープリーチ。CIP。回収率；87.5％ 

備考 ：1997 年に 4 月に鉱山下流の土地所有者から補償に対する不平を受け裁判に持ち

込まれたが、同年 12 月には解決した。2000 年 6 月に国内の暴動のために操業を中断した。

鉱山施設の破壊と窃盗による被害が大きく、復旧コストは 2,500 万豪州ドルと見られてい

る。  
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9. 新規鉱山開発状況 

該当なし 
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10. 探査状況 

該当なし 

 

11. 製錬所概要 

該当なし 

 

鉱山製錬所位置図 

 

操業鉱山 

Gold Ridge, Honiara ESE 26ｋｍ, Guadalcanal 島ほぼ中央, 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況（金属鉱業事業団、JMEC 等） 

海外地質構造調査 

1971～1972 年度 レンネル島 

 

 

 

Gold Ridge 
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（財）国際鉱物資源開発協力協会(1997)：平成 8 年度資源開発協力基礎調査 プロジェク

ト選定調査 ソロモン諸島 

金属鉱業事業団(1999)：平成 10 年度鉱山開発プロジェクト評価調査 南太平洋地域 




