
0 
平成24年度第8回金属資源成果発表会 

ベトナム・ラオスにおける最近の鉱業政策動向について 

ハノイ駐在員事務所 五十嵐 吉昭 

平成24年11月22日 



ハノイ駐在員事務所について 1 
 設立：2011年8月1日 

 管轄国：アジア 

 - ベトナム 

 - ラオス・カンボジア（2012.4～） 

 主要業務： 

 - レアアースを中心とする金属鉱物 

 - 石油ガスプロジェクト支援 

 - 石炭業務の追加（2012.9～） 

 住所：Sun Red River ビル ６F 

  23 Phan Chu Trinh Street, Hanoi 

 連絡先：igarashi@jogmec-vn.com 

  Tel: +84-(0)4-3944-9912 



ベトナムとラオスの主要データ比較 

国  名 ベトナム社会主義共和国 ラオス人民民主共和国 

政治体制 共産党一党体制 共産党一党体制 

地政学 海岸線3千km以上 

ラオス、中国、カンボジア 

内陸国 

ベトナム、タイ、中国、カンボジア、ミャンマー 

面積 331,210km2 236,800km2 

人口 8,784万人 639万人 

一人当たりGDP 1,374US$ (2011) 1,204US$ (2011) 

実質GDP成長率 5.9% (2011) 7.8% (2011) 

インフレ率 (CPI) 18.6% (2011) 7.6% (2011) 

主要鉱物資源 銅、金、鉛、亜鉛、ボーキサイト、
錫、チタン、タングステン、アン
チモン、クロム、マンガン、REE 

銅、金、鉛、亜鉛、ボーキサイト、
錫、カリウム 
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ベトナムとラオスの鉱業生産比較(2011年） 3 
国  名 ベトナム社会主義共和国 ラオス人民民主共和国 

銅  8,300t（ラオカイ省） 138,800t（プーカム／セポン） 

鉛  6,400t（北部） 

亜鉛 36,000t（北部） 3,000t 

錫 5,400t 1,200t 

チタン 399,000t（中南部海岸） 

ボーキサイト 95,000t（中部高原） 

クロム 25,200t 

亜鉛地金 15,600t 

錫地金 4,800t 

銅地金 8,100t（ラオカイ省） 78,900t (SXEW)（セポン） 

出典：World Metal Statistics Yearbook 2012 

製 錬 



ベトナムの鉱業政策動向 4 

 1996年鉱物法 

 2005年改正鉱物法 

 2006～2008年鉱種別マスタープラン制定 

 2009年11月ロイヤルティー法制定 

 2010年11月新鉱物法制定 

 2011年7月新鉱物法施行 

 2011年8月鉱物活動許可証発行停止 

 2011年12月鉱物資源戦略 

 2012年1月鉱物活動に関する首相指示 

 2012年4月鉱物法実施細則施行 

 2012年5月競売に関する政令 

国会常務委員会決議(2010.4) 

後述 

後述 

共産党政治局決議(2011.4) 



ベトナムのマスタープラン 5 
Decision No. 決定日 鉱種 期間 

124/2006/QD-TTg 2006/5/30 鉄鉱石 2010年まで(2020) 

176/2006/QD-TTg 2006/8/1 鉛鉱石、亜鉛鉱石 2006～2015年(2020) 

104/2007/QD-TTg 2007/7/13 チタン鉱石 2007～2015年(2025) 

33/2007/QD-BCN 2007/7/26 マンガン鉱石、クロム鉱石 2007～2015年(2025) 

167/2007/QD-TTg 2007/11/1 ボーキサイト鉱石 2007～2015年(2025) 

05/2008/QD-BCT 2008/3/4 錫鉱石、タングステン鉱石、ア
ンチモニー鉱石 

2007～2015年(2025) 

11/2008/QD-BCT 2008/6/5 金鉱石、銅鉱石、ニッケル鉱
石、モリブデン鉱石 

2015年まで(2025) 

25/2008/QD-BCT 2008/8/4 宝石、レアアース、ウラニウム 2015年まで(2025) 

28/2008/QD-BCT 2008/8/18 燐灰石鉱石 2008～2020年(2020～) 

41/2008/QD-BCT 2008/11/17 蛇紋岩、重唱石、石墨、蛍石、
珪藻岩、滑石 

2015年まで(2025) 

47/2008/QD-BCT 2008/12/17 石灰石原料、長石、カオリン、
マグネサイト 

2015年まで(2025) 



ベトナムの鉱物資源戦略（首相指示） 6 
鉱種 指示内容（抜粋） 
ボーキサイト Tan Rai及びNhan Co両鉱山の開発を進め、両鉱山の経済・社会的な効果を

評価するまで他の開発は許可しない。北部における探査許可は発給しない。 

チタン 新規の探査・開発許可を発給しない。採掘中の鉱山に対して、環境保護がで
きない場合は許可を停止し、環境回復を求める。2012年7月以降、加工度の
低いチタン鉱石は輸出せず、輸出は首相の認可を必要とする。 

鉛・亜鉛 鉱石・精鉱の輸出をしない。操業製錬所において埋蔵量を増やすため深部
の探査及び採掘量の拡大を継続する。新たな地域における探査・開発は製
錬・加工計画とリンクしなければならない。 

クロム鉄鉱 鉱石・精鉱の輸出をしない。2030年までのクロム製品の需要に応じて、使用
量や備蓄量に適した開発許可を発給する。 

マンガン 鉱石・精鉱の輸出をしない。北部3省において探査・開発を進め、鉄マンガン
及び二酸化マンガン生産プロジェクトの原材料とする。 

金・銅鉱石 銅鉱石の輸出をしない。金の探査・開発は加工度を上げ、先端技術を導入し
て環境汚染をしない。採掘中の金・銅鉱山でも効率性や環境影響に問題が
ある場合は閉山する。銅製錬所拡張のためラオカイ省の探鉱を完了する。
各地域における銅探査・開発は製錬・加工計画とリンクしなければならない。 

レアアース 先端技術を導入し経済社会や環境への要求を満たす採掘・加工の連携プロ
ジェクトを実施する。採掘・加工・輸出には首相の認可が必要。 



ベトナムの鉱物資源開発状況 

案件名 会社名 現状 鉱物資源戦略との関係 

ボンミュウ、 

プオックソン 

（金） 

Olympus 

Pacific M. 

80%以上 

生産中 西側唯一の外資系鉱山（カナダ）。政府の
煩雑な許認可手続き、周辺住民の不法採
掘、及び高い税金等の問題を指摘 

シンクエン（銅、
金、鉄鉱石） 

Vimico 

100% 

生産中 外資を受入れず乾式製錬所も併せて開発
したが銅年産1万t程度で国内消費優先 

チタン（精鉱、ス
ラグ） 

越企業、中、
露 

生産中 精鉱輸出が禁止されたが、スラグ等の加工
施設が限られており、精鉱ストックが蓄積 

タンライ（ボーキ
サイト、アルミナ） 

Vinacomin 

100% 
建設完
了 

中国企業の技術で開発したが生産に至ら
ず他案件も1件を除き全て凍結 

ヌイパオ（タング
ステン、蛍石他） 

Masan 80% 

米投資Fund 

建設中 カナダ企業が撤退後、越の食品会社が取
得。銅精鉱は輸出許可が必要 

バンフック（ニッケ
ル、銅） 

AMR 90% 

 

建設中 精鉱から更に加工度を高めるために製錬
所建設の詳細設計とFSに着手 

ドンパオ（レア
アース） 

Lavreco 

日本ドンパオ 

評価中 日越レアアース取決めにより日本側をパー
トナーとして選択 
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ベトナムの資源開発留意点 8 

 外資参入への見えない壁 

 マスタープランとの整合性 

 高付加価値化政策(Deep Processing) 

 非再生資源に対する高い税制 

 進まない探鉱投資 

  競売未だに実施されず 

 鉱物資源開発の損失と利益 

  国家による資源管理強化 

  日本によるREE開発注視 

  高付加価値化に沿った投資 

開発による
国の損失 

開発による
国の利益 

 環境破壊 

 密輸 

 汚職腐敗 

 資源浪費 

 税収 

 外貨収入 

 雇用創出 

 産業育成 

＞ 



ラオスの鉱業政策動向 9 

 1997年鉱業法 

 2000年環境アセスメント規則 

 2003年セポン鉱山稼働 

 2007年プーカム鉱山稼働 

 2008年12月改正鉱物法成立 

 2009年9月鉱業投資審査の一時停止（モラトリアム） 

 2011年8月天然資源環境省設立（概査、探査、pre-FSまで所管） 

 2012年4月改正鉱物法施行 

 2012年5月鉱業コンセッション審査の一時停止（モラトリアム） 

 2012年6月首相令 後述 

05 07 09 08 06 12 11 10 

10万t 

ラオス銅生産量推移 

5万t 

15万t 



ラオスの首相令（6月11日付No.13/PM） 10 
背 景 許可を受けた鉱物資源探査の面積は全土の23.13%に至っているが、鉱業

は雇用や収入の面で国の経済社会活動に貢献している一方、実際の投資
の実行が効率的ではなく環境や社会に悪影響を与えている場合もある 

内 容 鉱物資源の探査に関する新規投資事業の審査及び許可を2015年12月末

まで一時停止（既存事業は契約に基づき実施され、また、戦略的問題、国
防及び治安に関わる特別な場合は事業ごとに慎重に対処） 

火力発電やセメント工場などに使用する石炭、石灰石、粘土等に関する審
査は、国内産業の需要に合わせて引き続き審査を継続 

未加工の鉱物を輸出することを禁止するが、輸入は輸入禁止品目以外認
められる。 

計画投資機関を中心に、エネルギー鉱山機関、天然資源環境機関、財務
機関及び地方行政府により特別委員会を設置し、（鉱業投資について）監
査・評価を実施して政府に報告 

天然資源環境省及びエネルギー鉱山省は、上記監査・評価を終え2015年
までに鉱業分野における投資奨励戦略を策定し、政府の認可を得る 



ラオスの鉱物資源開発状況 11 
案件名 会社名 現状 生産物 生産量(2011) 

プーカム（銅） PanAust社 90% 

ラオス政府 10% 

生産中 銅精鉱 銅:59,897t 

金:1.5t 

銀:15.3t 

Ban Houayxai（金、
銀） 

PanAust社 90% 

ラオス政府 10% 

生産中 金銀ドーレ 2012年4月生産開始 

Phonsavan（銅、
金） 

PanAust社 90% 

ラオス政府 10% 

評価中 

(pre FS) 

－ 予想資源量:89百万t

銅:0.44% 金:0.18g/t

年産銅25千t規模 

セポン（銅） Minmetals 90% 

ラオス政府 10% 

生産中 銅カソード 銅:78,859t 

セポン（金、銀） Minmetals 90% 

ラオス政府 10% 

生産中 金銀ドーレ 金:2.1t 

銀:1.1t 



ラオスの資源開発留意点 12 

 鉱業が国の経済に占める大きさ（輸出総額の44%） 

 2つの外資系鉱山の安定操業 

 政府の鉱山への資本参加 

 度重なる審査一時停止（モラトリアム） 

 未加工鉱物の輸出禁止 

 慢性的な人材不足 

 中国・ベトナムの影響 

 

  社会経済への影響を見極め 

  今後の鉱業政策動向を注視 
  ラオス鉱物資源ポテンシャル図（DGM) 



ベトナムとラオス まとめ 13 
国  名 ベトナム社会主義共和国 ラオス人民民主共和国 

資源ポテンシャル ボーキサイト、ミネラルサンド等
豊富、鉱種は多いが中小規模 

比較的規模の大きい銅鉱床、未
探鉱 

鉱業に対するスタ
ンス 

国家管理強化、国営企業等越
企業による開発中心 

外資企業による開発に政府が参
加、社会経済への影響を見極め 

鉱物法 2011年7月施行、細則等順次 2012年4月施行、今後の政策？ 

資本参加 外資参入例限定的 政府が10%まで参入可能 

鉱業税制 高いロイヤルティ、環境税 鉱業税制の見直し？ 

資源の輸出 産業政策とリンクした高付加価
値化政策、輸出税 

鉱石輸出の禁止、定義が曖昧 

人材の確保 人口が多く石油及び石炭産業
に専門家多数 

人口が少なく技術者不足 

その他 用地確保 地雷、不発弾問題 


