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「カンボジアの鉱業事情」 

１．調査：平成２２年度アジア産業基盤強化等事業「インドシナ

(ベトナム、カンボジア）地域における鉱業関連法制度に関

する調査」 

２．調査期間：平成22年10月～平成23年3月 

３．委託業務：経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部 

鉱物資源課 

 

2013年 3月15日 

JFEテクノリサーチ株式会社 
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セミナー内容 

１．カンボジアの鉱業と鉱業関連法規 

   (1)  カンボジアの鉱物資源と鉱業  

  (2)  カンボジアの鉱業関連法規と政府機関  

          (  鉱業関連法規、政府機関) 

   (3)  日本とカンボジアの鉱業関連法規比較と評価  

          (  鉱業関連法規の比較、  分析と評価 ) 

   (4)  カンボジアにおいて構築すべき鉱業制度、法規の提

言 
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インドシナ半島の南部に位置する 
カンボジア 

ベトナム 

カンボジア 

タイ 

ミャンマー 

中国 

ラオス 

メコン河 
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カンボジアの23州と首都プノンペン 

Kep

Pailin

Preah Sihanouk
Phnom Penh

Kep

Pailin

Preah Sihanouk
Phnom Penh
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カンボジアの 

鉱業 

カンボジアの鉱床・鉱徴地分布図 

出展：カンボジア国鉱業振興 

マスタープラン調査 

（2010年JICA、三井金属資源開発） 
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カンボジアの鉱業 

鉄鉱床
・Stung Treng州
・Preah Vihear州
・Oddar Mean Chey州
・Battambang州

鉄鉱床
・Stung Treng州
・Preah Vihear州
・Oddar Mean Chey州
・Battambang州
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カンボジアの鉱業 

マンガン鉱徴
・Preah Vihear州
マンガン鉱徴
・Preah Vihear州
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カンボジアの鉱業 

ボーキサイト鉱床
・Mondulkiri州
・Battambang州

ボーキサイト鉱床
・Mondulkiri州
・Battambang州
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カンボジアの鉱業 

金・銀 鉱床
・Oddar Meanchey 州
・Kampong Speu 州

金・銀 鉱床
・Oddar Meanchey 州
・Kampong Speu 州
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カンボジアの鉱業 

項目 内容 

人口（百万人） 13.4  (2007) 

GDP (10億ドル） 8.7  (2007) 

一人当たりGDP(ドル) 649  (2007) 

GDP 成長率（%, 実質,過去5年）     9.9  (2002～2007) 

GDP に占める鉱業の割合(%) 0.4  (2007) 

鉱業の就業人口(千人) 22  (2007) 

主要鉱物の生産量 石灰石 (112万トン) (2009) 

  砕石 (108.5 万トン) 

  砂 (561.4 万m3) 

   リン酸塩 (8,000 トン） 
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カンボジアの鉱業 

鉱物 単位 2008年 2009年
2010年
（予想）

2011年
（予想）

2012年
（予想）

2013年
（予想）

石灰石 1,000 トン 1,080 1,120 1,148 1,190 1,288 1,372

砕石 1,000 トン 784 1,085 900 950 950 950

砂利 1,000 m3 15 17 18 18 18 19

リン酸塩 1,000 トン 7 8 8 8 9 9

砂 1,000 m3 2,633 5,614 2,700 2,750 2,780 2,800

紅土 1,000 m3 182 252 190 192 195 198

出典：カンボジア工鉱業エネルギー省資料 
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カンボジアの国家機関の体制図 
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カンボジアの鉱業政策 

2010年1月にUNDP（国連開発計画）と3ヶ年の計画にて、以下の3項目を実施中 

1) 経済振興を目指した鉱物調査を実施 

2) 鉱業関連の法律整備 

3) 鉱業分野での人材育成   

                 

第3次国家鉱業開発5年戦略2006-2010（SNDMS）を鉱物資源開発局(DMRD)が 

作成： ＜政策指向＞ 

1) 商業探査と新鉱山開発における海外投資の促進 

2) 鉱区保有保証により、探査発見鉱物が賦存する鉱区の開発権の自動取得 

3) 零細を除く各鉱業免許の探査及び開発（生産）権の譲渡の確保 

4) 鉱業分野プロジェクトでの鉱物生産に対して、財政面での奨励策として、 

  権利使用料、所得税、輸出入関税の低率化などの改善措置 

   

鉱物資源については、「すべて鉱物の形では輸出は許可されない。 

鉱物は国内の最終産物工場用に確保されなければならない。 

最終産物のみが輸出を許可される」と政令で定めている。  
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カンボジアの鉱業(外国投資関連法規) 

外国資本による鉱業分野への進出に関しては、 

「カンボジア王国投資法」の中で、投資比率100%までの事業形

態、国内外の法人との合弁事業形態が可能として、外資誘致が

図られている状況 

 

1994年8月にカンボジア王国投資法が制定され、翌年にはカン

ボジア投資促進、監督機関としてカンボジア評議会が設立され、

その後2003年に3月に同投資法が改正 
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カンボジア工科大学 

・1980年代には鉱山鉱物に関する講座を設けていたが、国 

 内鉱業の発展がないため1993年には閉講 

・しかし、2010年4月に開催された国会で、フン・セン首相に 

 よる「カンボジアの経済発展には鉱業の開発が重要であり、 

 今こそ鉱業を開発すべ き。」との発言を受けて、2010年 

 10月から鉱山学科を一応開講 

・正式には2011年度から立ち上げることになり、現在は関係 

 機関との情報交換、カリキュラム編成作業などのほか、海 

 外に留学中の教授を呼び戻すなどの開講に向けて準備中 

・なお、日本政府としてはJICA事務所を通じてカンボジア工 

 科大学における鉱山学科の開講に向けて機材供与、専門 

 家派遣を行うことを予定 
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カンボジアの鉱業法 

鉱物資源の探査、採掘、加工に関する法律として、
2001年に鉱物資源の管理及び利用に関する法律
（以下「鉱物資源法」という）が制定 

「鉱物資源法」の条項 

第1条～第3条 一般規定 

第4条～第10条 鉱物事業許可書  

第11条～第13条 鉱物事業許可書のカテゴリー 
（・手工業採掘許可書、・採掘場、採石場鉱物事業許
可書、・宝石採掘許可書、・鉱物切削許可書、・鉱物探
査許可書、・産業採掘許可書）  

第14条～第20条 鉱物事業許可書を発行する手続き 

第21条～第24条 鉱物探査及び採掘 

第25条～第26条 鉱物事業権所有者、土地所有者 

第27条～第32条 支払（・登録料金、鉱物事業許可書（更新、権利の譲
渡）料金、土地の賃貸料金、・ロイヤリティ） 

第33条～第40条 処罰 
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カンボジアの鉱業法 

鉱山の環境保護に関しては、1997年に環境保護と天然
資源管理に関する法律(以下「環境保護法」という)が、
世界銀行などの指導により制定 

「環境保護法」の条項 

第1条 一般規定 

第2条～第5条 国の環境計画、地方の環境計画  

第6条～第7条 環境影響評価   

第8条～第11条 天然資源の管理（・天然資源保護区域、・保護景観区
域、・多目的区域）  

第12条～第13条 環境保護 

第14条～第15条 監視、記録保持、検査 

第16条～第18条 公衆の参加、情報の利用 

第19条 環境寄贈基金 

第20条～第25条 処罰 
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カンボジアの鉱業法 

・労働法 

労働条件（賃金、労働時間数、夜間労働、有給休暇）などに関

する法律として、1997年に労働法が制定されているが、同法に

は労働者の安全と衛生に関する規制の条文はない。 
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カンボジアの鉱業法 

・外国投資関連法規 

2003年に改正された項目の一つとして、 

 ①鉱物資源の探査と開発 

 ②環境に対する悪影響が懸念される投資の場合、 

は、カンボジア開発評議会は閣僚評議会の認可が必要 

 

また、2005年1月、カンボジア開発評議会が「鉱物資源投資に

関する原則」の通達を発効し、「全ての鉱物類は、輸出が許さ

れず、国内産業による最終製品の製造に向けて供給し、最終

製造品のみが輸出が可能である」 
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カンボジアの鉱業関連組織 

・工鉱業エネルギー省（MINE: Ministry of Industry,  

  Mine and Energy）の鉱物資源総局(GDMR：  

  General Departmentof Mineral Resources） 

・環境省（MOE:Ministry of Environment） 

・労働職業訓練省（MOLAVT：Ministry of Labor and 

  Vocational Training）、 

・外国企業が鉱業分野における投資を行う場合の機関 

 としてカンボジア開発評議会（CDC：Council for the 

  Development of Cambodia） 
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カンボジアの鉱業関連組織 

工鉱業エネルギー省（MINE: Ministry of Industry, Mine 

and Energy）の 鉱物資源総局（GDMR: General 

Department of Mineral Resources） 

 

地質局（DOG）、鉱物資源開発局(DMRD)、鉱物資源局

(DMR)および建設資材局(DCMR)の4局から構成されており、

職員数97名、地方24州の事務所には担当職員が1～2名配

置 

工鉱業エネルギー省 
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カンボジアの鉱業関連組織 

  鉱物資源総局の業務 

出典：カンボジア国鉱業振興マスタープラン調査（2010年JICA、三井金属資源開発） 
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カンボジアの鉱業関連組織 

 ＜環境省（MOE:Ministry of Environment）＞ 

カンボジアの環境保全と公害予防・除去に係る各種の役割を担う行政機関として、

1997年9月に公布された「環境省の組織と機能に関する政令」に基づいて設立さ

れ、一般産業だけでなく鉱山の開発に伴う環境影響評価の審査、環境汚染に関

する調査などの業務を所管  

 

＜環境省が所管する主な業務内容＞ 

・環境行政の実施と、国と地方の環境のアクションプランの策定 

・環境に関連する法律文書の作成及び実施 

・プロジェクトと活動に関するEIAを審査し、勧告・評価作成と審査手続きを提案 

・天然資源の合理的・持続可能な保全、開発、管理と利用のための関係省庁 

 への指針付与 

・国の保護区の政府機関と協力した管理と新規保護区創設の勧告 
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日本の鉱業関連法規 

（１）鉱業法

（２）鉱山保安法

１）石炭鉱害賠償等臨時措置法(現在廃止)

２）臨時石炭鉱害復旧法(現在廃止)

３）金属鉱業等鉱害対策特別措置法

（３）鉱害防止に関する特別法

（５）労働安全衛生法

(一部適用)

鉱業

農用地の土壌汚染防
止等に関する法律

大気汚染防止法

水質汚濁防止法

土壌汚染対策法

（４）環境基本法

騒音規制法

振動規制法

（１）鉱業法

（２）鉱山保安法

１）石炭鉱害賠償等臨時措置法(現在廃止)

２）臨時石炭鉱害復旧法(現在廃止)

３）金属鉱業等鉱害対策特別措置法

（３）鉱害防止に関する特別法

（５）労働安全衛生法

(一部適用)

鉱業

農用地の土壌汚染防
止等に関する法律

大気汚染防止法

水質汚濁防止法

土壌汚染対策法

（４）環境基本法

騒音規制法

振動規制法
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カンボジアの鉱業関連法規 

鉱業政策と鉱業関連法規 内容 

鉱業政策 商業探査と新鉱山開発における海外投資の促進 

鉱物資源の管理及び利用に関
する法律 

・鉱物事業許可書及び発行の手続き 

・鉱物探査及び採掘 

環境保護と天然資源管理に関
する法律 

・環境計画 

・環境影響評価 

労働法 労働条件（賃金、労働時間数、夜間労働、有給休暇）などの法律 

外国投資関連法規 全ての鉱物は、最終製品のみが輸出可能 

政府機関 内容 

鉱工業エネルギー省ー 

鉱物資源局 

鉱物探査、産業採掘などに係る許認可、鉱物資源に関する調査、鉱
業の監督指導  

環境省 一般産業だけでなく鉱山の開発に伴う環境影響評価の審査、環境汚
染に関する調査  

カンボジア工科大学 2011年から鉱山学科を立ち上げ 

カンボジア評議会 カンボジアへの投資促進、監督 
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カンボジアの分析と評価 

鉱業関連法規の遵
守状況  

・未だ本格的な鉱山開発が行われず、鉱山に対する保安確保環境管理 

 の十分な監督指導が実施できる体制では無い。従って鉱物事業権所 

 有者及び鉱山労働者の鉱業関連法規の遵守が徹底されていない 

・金の違法採掘による鉱害問題の発生 

カンボジアにおける
鉱業制度上の問題
点 

・鉱業政策が策定されていない。 

・鉱業分野における災害統計データが整備されていない。 

・鉱業関連法規が十分に周知徹底される監督行政体制ができていない 

・鉱物資源に関する探査実施状況及び関連データが非公開である。 

・鉱物資源について最終製造品のみが輸出可能 

・地雷、不発弾が鉱物資源の探査、鉱山開発の妨げとなっている。 

カンボジアにおける
鉱業関連法規上で
の問題点 

・鉱山労働者の安全と衛生を確保するための法規が整備されていない。 

・鉱山で使用する危険性の大きい機械、器具等に関する制限など、鉱山 

 の保安に関する法規が整備されていない。 

・閉山以後における鉱害の防止についての概念が取り込まれておらず 

 閉山後の金属鉱山における坑廃水処理対策などについての法規が整
備されていない  
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カンボジアにおいて構築すべき 

鉱業制度・法規の提言 

鉱業関連法規の
整備 

・鉱山労働者に対する危害の防止 ・鉱山施設の保全 ・鉱害の防止 

安全・保安の確立 ・人材育成  ・違法採掘業者の取り締まり 

外資導入の促進 ・探査実施状況、関連情報の公開  

・鉱物資源の最終資源のみ輸出可能および法人所得税30%の見直し 

上：Step 1(3年間), 下:Step 2 

安全・保安の確立 ・人材育成  

環境を保護するた
めの制度の創設と
環境関連法規の
整備に関する提言 

・金属鉱山では操業中だけでなく閉山後において坑道や捨石集積場な 

 どから強酸性水と共に重金属類を含む坑廃水が流出することが懸念 

 される。 

・更に、坑内採掘を行った石炭鉱山では閉山後に地表部において陥没 

 や地盤沈下などが発生し、周辺の構造物に被害を及ぼすことが懸念 

 される。 

→「鉱害防止の措置をすべき事業者が不存在や無資力となっている場
合に備えた法律の構築が必要」 
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カンボジアにおいて構築すべき 

鉱業制度・法規の提言 

安全・保安の確立 ・人材育成  

環境を保護するた
めの制度の創設
と環境関連法規
の整備に関する
提言 

・金属鉱山では操業中だけでなく閉山後において坑道や捨石集積場な
どから強酸性水と共に重金属類を含む坑廃水が流出することが懸念さ
れる。 

・更に、坑内採掘を行った石炭鉱山では閉山後に地表部において陥没
や地盤沈下などが発生し、周辺の構造物に被害を及ぼすことが懸念さ
れる。 

→「鉱害防止の措置をすべき事業者が不存在や無資力となっている 

  場合に備えた法律の構築が必要」 


