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１． 鉱業関連三法 
鉱業関連の政策の立案と実施は、工鉱業エネルギー省傘下の鉱物資源総局（GDMR）の管轄となってお

り、鉱業法および関連法令に基づいている。 

１－１． 鉱業法 
１－１－１． 概要、基本理念 
（１） カンボジアの法体系 

カンボジアの法律は、下院および上院を通過し、国王による署名に首相が副署することで成立し、クメー

ル語で Chhbab と呼ばれる。 

ただし、Chhbab のうちには、国王若しくは国家元首代行によって公布されるものもあり、これを勅令（クメ

ール語 Preah Reach Kret）と呼ぶ。閣僚評議会（内閣）もしくは司法官職高等評議会の要請で政府高官任

命のため国王の署名により制定される。この他、法律公布のための勅令（Preah Reach Kram）がある。 
各種命令（Kret）には以下の各種がある。 

• Anu-kret（政令） 
内閣において採択され、首相による署名ないし担当大臣との連署により制定される。国会で

の審議や事前通達による情報公開を避けるため、政令を多発して実質上の法制定にかえて

いる実情がある。 
• Sechdei Samrech（政府決定）  

首相または担当大臣による決定。 内閣において首相の署名により制定する。省庁間の業務

分担を明確にするなどのために発せられる。 
• Prakas（省令） 

担当政府機関または担当官による規則。担当局からの発議を受け、関係局の決裁を経て、

大臣の署名で発効する。省庁の法令解釈・行政執行の具体的規定や、本省課長級以下の人

事案件や局レベル以下の組織・機能の明確化のために発せられる。内閣や関係省庁へ写し

が配布される。 
• Sarachor（通達） 

首相または大臣による法令解釈・執行周知のための通達。担当局からの発議を受け、関係

局の決裁を経て、大臣の署名で発効する。省庁の任務の内容や命令内容を明確にするため

や、法律の解釈や執行の明確化のために発せられる。内閣や関係省庁へ写しが配布され

る。 
• Deka（条例） 

州知事・特別市市長による行政命令。執行範囲はその行政区内に限定される。 

命令を法律がわりに用いることにより、行政府の機動化が図られるメリットもあるが、反面、法理念の形

骸化のリスクや、行政府による恣意的な法運用の懸念が生じている。 

また、情報を個々人の資産と捕らえる官僚や政治家による、法令の公開・流布努力の欠如が顕著であり、

その結果、六法全書や政令をはじめとして、政府関係の刊行物がまったく欠如しているのが現状である。 

（２） 鉱物資源の管理・利用に関する法令 
カンボジアにおける鉱業に関連する法律として探査・探鉱・採掘活動を直接間接に規定する現在の法令

を列挙すれば以下のとおり。 
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1. 関連法 
• 鉱物資源の管理および利用に関する法律（2001 年 7 月 13 日公布） 

いわゆる鉱業法 
• 環境保護と天然資源管理に関する法律（1997 年 12 月 6 日公布） 

いわゆる環境保護法 
• 税に関する法律（1997 年 1 月 8 日公布） 

いわゆる税法 

2. 関連規則 
• 産業採掘認可の発行条件に関する政令 
• 法執行担当官の権能と責務に関する政令 
• 鉱業認可の停止と取消に関する政令 
• 鉱業許可書の登記と発行要件および鉱業許可書の更新と権利移転に関する省令 
• 鉱業許可書の登記および鉱業許可書の更新と権利移転に掛る料金の決定に関する省令 
• 土地租借に関する共同省令 
• 金属および非金属鉱物のロイヤルティに関する共同省令 
• 貴石と装飾石のロイヤルティに関する共同省令 
• 建設材料のロイヤルティに関する共同省令 
• 環境影響評価手続に関する政令 
• 環境庁の組織と職務に関する政令 

（３） 鉱業法 
鉱業法（鉱物資源の管理および利用に関する法律）は、カンボジアにおける国内外の鉱業従事企業によ

る探鉱・採掘投資を促進する目的で、2001 年 7 月 13 日に施行された。鉱業政策の根幹をなすもので、10
章 42 条から成る。 

この法律において『カンボジア王国の鉱物資源は、国の財産であり、許可なしに採掘は出来ない。鉱業従

事者の権益と並んで地元住民に係る環境保全も必須である』ことが明示されている。 
以下、主題別に鉱業法の抄訳を記す。 

（許可） 
カンボジア鉱業法が規定する鉱物の種類はいわゆる地下資源の内、石油･天然ガスを除く金属･非金属

鉱物資源全般であり、これらはカンボジアでは土地と共に基本的に国の財産とされている。同法はこれら金

属･非金属鉱物資源の管理と利用、鉱区の使用および探鉱、探査と開発利用などの鉱業に関係するすべて

の活動に適用される。 

鉱物資源の探査または利用は、合法的土地占有者の所有地内自家用利用を除き、鉱業許可書が必要と

される（第 5 条）。 

鉱業許可は排他的に事業申請者、許可権所有者（以下、権者）の権益を保障しており （第 9 条）、土地所

有権とは抵触しない。 

鉱物資源を実効的に管理し、かつ探査するために鉱業許可書のカテゴリーは 6 分類される（第 11 条）。 
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それらは次のとおりである。 
(1) 手工業採掘許可書： カンボジア国民（7 人以下の家族労働）が広さ 1 ヘクタール以下、深度 5 メ

ートル以浅で未固結漂砂資源を対象に探査･開発することを許可するもの。 
(2) 採掘場・採石場鉱業許可書： 建設資材と産業用非金属鉱物の探査･開発を自然人/法人に許可す

るもので、岩石､粘土､土壌･砂､塩類､石炭等の他チタン砂も含む。 
(3) 宝石採掘許可書： 貴石、準貴石および装飾石の探査開発を自然人/法人に許可する。 
(4) 鉱物（宝石用原石）切削許可書： 貴石､準貴石､装飾石の切削を自然人/法人に許可する。 
(5) 鉱物探査許可書： 鉱物資源を探査する資格のある自然人/法人に許可する。 
(6) 産業採掘許可書： （5）の鉱区で発見された鉱物資源の開発を（5）の鉱業権所有者だけに許可す

る。 

鉱物探査許可書（5）を保持する鉱業権所有者は、開発に係る審査と承認のために技術、財政、環境、社

会的影響報告書を提出する義務がある。 

ただし、国が大規模プロジェクトとして、当該鉱業が国に特別の利益･影響を与えると決定した場合、鉱物

投資協定の締結に関して申請者と協議することとなる（第 12 条）。 

また、これらとは別に、鉱区許可未発行の潜在的可能性保有区域が国により入札に付されることがある

が、前条（6）で補足契約締結が不調の際にもその可能性がある（第 13 条）。 

鉱業許可の手続きは、上記（1）カテゴリーでは当該の州、または地方自治体の部門に本人自ら申請（第

14 条）し、その他は自然人/法人が鉱物部門所管大臣に申請できる（第 15 条）。 

鉱物部門所管大臣は、申請受理後 大45 日以内に申請者に文書で承認/否認の回答を行う（第16条）。 

許可に当たっては申請者の技術的・財政的能力と事業登録が考慮される（第 6 条）ほか、土地所有者と

の契約合意が要求される（第 25 条、第 26 条）。 

一度発行された許可書は、手工業採掘許可書（1）を除き、大臣承認により更新、変更、放棄、譲渡または

相続の申請ができる（第 17 条）。 

（社会的経済的影響への対処） 
鉱業権者は探査他の鉱業で私有地に立ち入る場合には土地所有者と事業不干渉、損害補償などにつき

書面契約の締結が必要とされ、国有保護区･制限区域などに関しても書面許可を必要とする（第 7 条）。 

また、国の文化･歴史･遺産保護区では鉱業は禁止される（第 8 条）。 

また、国は責務として鉱物資源の管理および利用に関する法律の規定と手続を実施するために鉱業を監

督し関係文書の記録保管をすることが規定されている（第 10 条）。 

（鉱業の）事業者の責任として次の作業要件に従う義務がある（第 21 条）。 
1. 適切、実効的な方法で鉱業を実施すること。（各種作業･技術･財務計画の作成） 
2. 環境を保護すること（環境保護法、鉱業法および各種調査、計画に従うこと）。 
3. 労働者の職業上の健康と安全を確保すること。 
4. 鉱区内および周辺における公衆の安全を保護すること（採掘計画に盛込み）。 
5. カンボジア国民の教育、訓練、雇用を行うこと。 
6. 国内で入手できる商品とサービスの調達を可能な限り実施すること。 
7. 上記の作業要件に追加して大臣決定の必要事項に従うこと。 
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鉱業権所有者は、故意と偶然に拘わらず鉱業による鉱区内外での損害を土地所有者に補償の義務があ

る（第 25 条）が、それは次のとおり行われる。 
• 事業が土地に影響する場合、合理的かつ公正な事前の相互合意で事業許可をする。 
• 補償は、相互の合意に基づき定期的にまたは一括で支払われる。 
• 両者が補償に合意しない場合は、所管大臣調停、政府合同委員会決議、裁判所権限の順で問

題を解決する。 

鉱区許可予定地に人が住んでいる場合、申請者は事業許可書の発効日前に第 25 条の規定に従い当

該の人と補償の合意をしておく必要がある（第 26 条）。 

（環境保護） 
鉱業権者の責務として環境の保護が課せられており、具体的には『環境保護および天然資源管理に関す

る法律ならびに環境影響評価調査、環境管理計画、鉱区復元計画および財務保証の定めに従い環境を保

護する作業用件に従うこと』が義務付けられている（第 21 条（2））。 

また、間接的にも探査と鉱山開発･操業に当たっては環境影響を 小化するために『探査作業計画書ま

たは採掘実行可能性調査書で説明される技術・財務計画に従うことにより、適切かつ実効的な方法で鉱業

を実施する』ことが要求されている（第 21 条（1））。 

さらに、国側の監督担当官の職務としても環境保全が、『労働者と一般国民の健康と安全および環境保

護に関する規則の実施を監督する』として明記されている（第 23 条 5 項）。 

（職業安全と労働衛生） 
鉱業権者の義務として『労働者の職業上の健康と安全を確保すること』が義務付けられている（第 21 条

（4））。これについては、危険からの保護および危険報告手続を含め、鉱区における採掘計画および職業上

の健康と安全に関するプログラムに定められる、と規定されている。 

また、『カンボジア国民を教育し、訓練し、かつ雇用する』とされ、『これについては、雇用・教育・訓練プロ

グラムに定められる』と規定されている（第 21 条（5））。 

他にも、第 6 条の、『法人はその技術的・財政的能力および事業登録を考慮して鉱業許可書を交付され

る』との条項でも関係省庁と折衝の課程での検討事項と目される。 

さらに、国側の監督担当官の職務として、『労働者と一般国民の健康と安全および環境保護に関する規

則の実施を監督する』が明記されている（第 23 条 5 項）。 

（鉱業法の執行） 
鉱業法の執行は、GDMRを実施窓口として、工鉱業エネルギー省がCDCやその他の関係省庁、事業に

係る省以下の地方自治体と連携して実行する。 

（執行担当官） 
さらに、国は必要な場合、同法実施の監督担当官を任命し、その職務は次のとおり（第 23 条）。 
1. 鉱物資源の管理に関して所管大臣に責任を負う。 
2. 探査と利用活動の年次報告とその大臣あて報告書の提出 
3. 探査、採掘、輸送、加工、販売ならびに輸出に関する報告書を保有する。 
4. 本法の規定の実施を監督する。 
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5. 労働者と一般国民の健康と安全および環境保護に関する規則の実施を監督する。 
6. 鉱物部門所管大臣によって命ぜられたその他の職務を遂行する。 

（権者の義務） 
鉱業権所有者は、企画書、報告書、計画書および通知書を大臣に提出し、かつすべての関係文書および

記録簿の保有義務がある（第 19 条）が、その秘密は権益抹消まで秘密扱いとされる。ただし、権者が開示

を認めた場合と環境・社会問題に関する情報の公開（事前通知による）、および国による鉱業統計用に提出

報告が抜粋使用されることは除く（第 20 条）。 

また、鉱業権者は所管大臣の調整の下に、必要に応じ探査と開発のために関係省庁と協議する義務を

負う（第 24 条）。 

（支払規定） 
申請人/権者は、登録、許可、譲渡や土地賃借の料金を国に支払う義務がある（第 27 条）。 

採掘事業では利用鉱物のロイヤルティを国に支払う義務がある（第 28 条）。 

前項の鉱業権者は、会計帳簿を保持し、その報告を所管大臣に提出する義務がある。 

所管大臣は、必要な場合には権者に売買契約情報を提供、会計監査、鉱産物価格決定の協議を要求す

ることが出来る（第 29 条）。 

所管大臣は、必要な場合には鉱区からの鉱物の輸送許可に当たり、事前のロイヤルティ支払いを要求す

る事が出来る（第 30 条）。 

鉱業に係る各種徴税と関係経理や投資インセンティブは、当該の有効な法律の適用を受ける。また、鉱物のロ

イヤルティ料率、その支払手続および担当官職務（第23 条）は、共同省令によって決定される（第32 条）。 

（罰則） 
本法の規定に違反した場合、鉱業許可書は停止または取消し（再犯はすべて）される（第 18 条）。その

他に、違反事項ごとに罰金･懲役の処罰が規定され、再犯･重犯は罰則が加重されている（第 8 章、第 33～

40 条）。 

また無許可事業、土地所有者との契約違反、国有地･保護地区での違法活動では、採掘機器その他の生

産用機械は、没収されて国の財産となる（第 35 条）。 

１－１－２． 鉱業権 
（１） 探鉱権 

探鉱権は、上述の鉱業法に従い、鉱物探査許可書を申請・取得することによって獲得可能である。 

具体的な申請手順は、以下の命令で定められている。 
① 2005 年政令第八号 鉱物資源投資原則の決定に関する政令（2005 年 1 月 31 日発令） 
② 2005 年政令第一一三号 2005 年政令第八号 鉱物資源投資原則の決定に関する政令

（2005 年 1 月 31 日発令）の改正に関する政令（2005 年 9 月 29 日発令） 
③ 省令第三四〇号 鉱業許可書の登記と発行要件および鉱業許可書の更新と権利移転に関

する省令（2004 年 5 月 25 日発令） 
④ 省令第一一三三号 鉱業許可書の登記および鉱業許可書の更新と権利移転に掛かる料金

の決定に関する省令（2006 年 10 月 23 日発令） 
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（１－１） 鉱物資源投資原則 
鉱物探査許可書を取得しようとする申請者（自然人または法人）は、鉱業法に基づく審査と認可を求めて

工鉱業エネルギー省に申請を行う必要がある旨、上記政令①・②で定められている。 

（１－２） 鉱物探査許可書の登記手順 
上記省令③では、鉱物探査許可書の登記手順を以下のように定めている。 

手順 1. 
まず、会社の取締役か株主が商務省法務局へ出向いて、登記申請書を提出する必要がある。株式会社

の場合、登記に際して提出するべき物は以下のとおり。 
 

登記申請書 2 部 

基本定款・付属定款 2 部 

法令遵守宣誓書 2 部 

新聞公告申請書 2 部 

取締役と株主の ID カードかパスポートのコピー 各 2 枚 

取締役と株主の写真（4 cm×6 cm） 2 部 

取締役の無犯罪宣誓書 2 部 

持株議決書（自然人株主がいる場合） 2 部 

• 会社の事務所がいずれかの株主の居住地にある場合は、不動産権利書 
• 会社の事務所が賃貸不動産にある場合は、貸借契約書 
• 会社の事務所がホテルに 1 年未満の期間ある場合は、ホテル所有者による貸借契約

書 

2 部 

また、この申請者は工鉱業エネルギー省へ出向いて、そちらへも登記申請書を提出する必要がある。鉱

業会社の登記に際して提出するべき物は以下のとおり。 

登記申請書 1 部 

申請者個人の居住する地区によって認証された申請者個人の履歴書 
本人写真（4 cm×6 cm）を貼付のこと 

1 部 

ID カードか有効なパスポートのコピー 1 部 

会社が所在する地区によって発行された、会社の現住所を証明するレター 1 部 

基本定款・付属定款のコピー 1 部 

商務省によって発行された事業登記証明書のコピー 1 部 

手順 2. 
二つの省への登記を済ませたら、申請者は工鉱業エネルギー省鉱物資源総局（GDMR）へ出向いて、地

質調査に関する覚書（MOU）を申請する必要がある。 

MOU の目的は次のとおりとされている。 
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• 地質調査の新規区域を規定する。 
• 探査対象としたい鉱物種別を規定する。 
• 出費やリスクを 小限に抑える。 

MOU の有効期限は 6 か月間だが、1 度だけ 3 か月間延長することも可能となっている。MOU の期限が

切れる前に申請者は、審査と認可を求めて工鉱業エネルギー省に技術報告を提出する必要がある。この

技術報告は、鉱物探査許可書の取得申請の際に役立つ。技術報告が工鉱業エネルギー省に認可されるこ

とにより、申請者は鉱物探査許可書の取得申請を行う資格を得る。 

手順 3. 
技術報告が工鉱業エネルギー省によって認可されたら、申請者は工鉱業エネルギー省と契約を締結す

る必要がある。鉱物探査許可書や産業採掘許可書は、この鉱物探査・採掘契約書の条文に基づいて発行

されることになる。 

手順 4. 
鉱物探査許可書の取得申請を行う。申請に際して提出するべき物は以下のとおり。 

鉱物探査許可申請書 1 部 

工鉱業エネルギー省によって発行された登記証明書のコピー 1 部 

対象区域・地点を示す書類 1 部 

カンボジア王国政府に認可されている会計事務所により監査された、 近 3 年間の年

次貸借対照表 
1 部 

鉱物探査および/または採掘および資金源に関する計画書 1 部 

鉱物探査および/または採掘を実行するに足る会社の資金能力・技術経験・労働力・設

備・機械を示す証拠書類群 
1 部 

環境影響調査・採掘後復元計画・管理に関する報告書 1 部 

カンボジア人採用計画書 
（カンボジア国民を雇用・教育・訓練して鉱業活動能力を向上させる） 

1 部 

カンボジア国産物品・サービス調達計画書 1 部 

鉱物探査許可書は 2 年間有効となる。 

（１－３） 鉱物探査許可書の更新手順 
上記省令③では、鉱物探査許可書の更新について以下のように定めている。 

鉱物探査許可書は、2 回まで更新することができる。更新された許可書はおのおの 2 年間有効となる。更

新のためには権者は、現行の鉱物探査許可書の有効期限の遅くとも 90 日前までに延長申請を行う必要が

ある。申請に際して提出するべき物は以下のとおり。 

鉱物探査許可更新申請書 1 部 

鉱物探査結果報告書 1 部 

期間内環境保護・復元報告書 1 部 

復元供託金貸借対照表・訓練資金明細書 1 部 
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財務諸表（探査支出・管理支出・設備・機器・年次土地賃借支払・復元費用や省により

認可された訓練供託金、その他納税を記述した経費明細書） 
1 部 

カンボジア人採用・訓練進捗報告書 1 部 

将来事業計画（鉱物探査・採用/訓練・復元・物品調達・資金源見通し等） 1 部 

なお、鉱物探査期間の 6 年目の終わりに工鉱業エネルギー省は、この鉱床の採算性検討や産業採掘許

可書の取得申請を行うために申請者が必要とする短期の期間延長を認めることがある。 

（２） 採掘権 
採掘権は、上述の鉱業法に従い、産業採掘許可書を申請・取得することによって獲得可能である。具体

的な申請手順は、上記命令①～⑤で定められている。 

（２－１） 鉱物資源投資原則 
上記政令①・②では、産業採掘許可書を取得しようとする申請者に対する鉱物資源投資原則を次のよう

に定めている。 
• 鉱物探査許可書を保持する権者は、その探鉱期間内であればいつでも、産業採掘許可書の取

得審査と認可を求めて、工鉱業エネルギー省を通じてカンボジア開発評議会（CDC）に申請を

行うことができる。CDC からの認可が得られれば、工鉱業エネルギー省は産業採掘許可書を

当該権者に発行する。 
• カンボジアで採掘された鉱物資源はそのまま輸出することは禁じられており、国内の工場で

終製品（金属・セメント・リン酸肥料など）を製造するための原料として供給されなければならな

い。カンボジア国内の工場で製造ないし加工された 終製品のみが輸出を認められる。 

（２－２） 産業採掘許可書の登記手順 
上記省令③の定めるところによれば、産業採掘許可書の取得申請に際して提出するべき物は以下のと

おり。 

産業採掘許可申請書 1 部 

採算性調査 終報告書（鉱体・化学分析・確定鉱量・平均金属含有量・生産計画・鉱物

生産量・市場/販売計画・財務分析書〔キャッシュフロー分析〕） 
1 部 

鉱坑・採掘計画書 1 部 

環境省により認可された環境影響調査報告書 1 部 

閉坑時の採掘後復元計画書 1 部 

地域発展計画書（カンボジア国民の雇用・教育・訓練、設備・インフラ開発、保健サービ

ス、学校、カンボジア国産物品・サービスの調達等） 
1 部 

（２－３） 産業採掘許可書の更新手順 
上記省令③の定めるところによれば、産業採掘許可書の更新のためには権者は、現行の産業採掘許可

書の有効期限の遅くとも 90 日前までに、審査と認可を求めて下記の報告書と計画書を工鉱業エネルギー

大臣に提出し、延長申請を行う必要がある。申請に際して提出するべき物は以下のとおり。 
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産業採掘許可更新申請書 1 部 

これまでの採掘活動結果の詳細報告書（採掘済鉱物量・化学分析等） 1 部 

環境保護・採掘後復元完了/見込報告書 1 部 

財務諸表（支出/収入明細、ロイヤルティ支払い・年次土地賃借支払・法人税・その他納

税を記述したキャッシュフロー、復元・訓練供託金貸借対照表） 
1 部 

次期採掘期間内採掘活動・復元計画書 1 部 

地域発展計画実施進捗報告書 1 部 

地域発展計画の次期採掘期間内実施計画書（カンボジア国民の雇用・教育・訓練、設

備・インフラ開発、保健サービス、学校、カンボジア国産物品・サービスの調達等） 
1 部 

（３） その他 
鉱業権者の権利・義務内容は、工鉱業エネルギー省と締結する鉱物探査・採掘契約書において具体的に

規定される。 

現状、土地租借代金、ロイヤルティ・利益分配（あれば）・手数料・その他の料金を含む、権者が国に支払

うべき金額も、鉱物探査・採掘契約書において規定されている。なお、権者はその他にも、税法に従い、売

上税・法人税・給与税などの諸税を納める必要がある。 

① スコープ 
探査対象とする鉱石/鉱物種別の規定、コンセッション区域の領域と座標、鉱業活動に係るすべての費用

の負担責任、環境の保護・復元その他の活動、コンセッション区域で鉱業活動を行うに際し省に対し責任を

負う条件。 

② 契約の終了 
第一に、鉱床に見出された鉱物が枯渇したとき、または採算性を失ったとき、第二に、鉱物探査許可書ま

たは採掘許可書が取り消されたとき。 

③ 探査期間 
6 年間とする。 

④ 採掘期間 
採掘期間は 30 年間可能とする。採掘期間が切れてもなお鉱業活動が採算に合うと考えられるときは、権

者は要請を工鉱業エネルギー省に提出することにより、採掘期間を5年間ずつ2回まで延長されることがあ

るものとする。 

⑤ 権者の操業上の義務 
• 認可された探査実施計画または認可された採算性 終調査で記述されているとおりの現代

的な技術と機器を使用すること。 
• 鉱業活動・採掘後復元・環境保護・地域発展等にかかるすべての費用を負担すること。 
• 鉱業活動を実施するに足る資本・技術・人材を提供すること。 
• 操業上の義務の支払遂行のため、20,000US$の実施担保を、契約発効日から起算して 30

日以内に預託すること。この実施担保は、カンボジア国内にある高評価の銀行またはカンボ
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ジア国内にコルレス銀行を有する外国銀行によって発行された無条件保証の形とすること。

この実施担保は、権者が審査と認可を求めて省に採算性調査報告書を提出するまで有効な

ものとすること。 
• コンセッション区域内の自然環境を保護すること。具体的には、環境影響調査・環境管理計

画・採掘後復元等。 
• 復元供託金を預託すること。具体的には、権者は採掘許可書発行の日から 60 日以内に、復

元供託金のための銀行口座を、カンボジアでの営業許可を有する銀行に、権者の名義で開

くこと。この供託金銀行口座は省と権者が共同管理すること。権者は、契約区域内の採掘済

のそれぞれの土地の復元のためのこの復元供託金口座への入金を、以下の順序に従って

行うこと。 
A) 初期供託金として、権者に発行された採掘許可書の各期間の推定復元費用の20%。

推定復元費用の額は、鉱業活動を開始する前に双方合意のうえ定めること。 
B) 推定復元費用の残余額は、産業採掘許可書の有効年数に応じて、年ごとに均等割り

かつ毎年連続して入金すること。 
• 作業者の職業上の健康と安全の保険を提供し、採掘現場内および周辺における公共安全を

確保すること。 
• 有効な探査許可書のもとで鉱物が発見されなかったコンセッション区域の一部を返上するこ

と。返上は探査期間内に 2 年に一度、初期区域の少なくとも 30%について行うこと。返上す

る個々の領域は、初期区域の10%を下回らせず、幾何学的要請に沿った連続したブロック群

で構成すること。 
• 技術報告書・会計/財務報告書を提出すること。権者は毎月月末、定期的に省に鉱業活動の

全容を報告すること。また権者は、各暦年末から 90 日以内に、鉱業活動報告書と当期の財

務諸表を省に提出すること。 
• 鉱業活動に関するデータ・分析・考察の秘密は、契約終了まで、または省からの要請により

権者が公開を認めたときまで保持される。契約終了時にはすべてのデータ・分析・考察を省

に譲渡すること。 

⑥ 権者の財務上の義務 
権者は、登記や鉱業許可書の料金、年次土地租借料、産出した鉱物の価値に応じたロイヤルティ、その

他の料金、課金およびカンボジア王国税法のもと課せられる税金を支払うものとする。 

⑦ 鉱業費用 
探査費用・開発費用・生産費用・総務/管理費用については、権者の会計体系のもとで埋め合わせること

が許される。 

⑧ 終製品の査定 
ロイヤルティ支払いの基準となる 終製品の査定額は、国際市場価格に基づき、権者・国合意のもと決

定されるものとする。 

⑨ 終製品の輸出および販売 
権者は、自らのコンセッション区域で採掘し、カンボジアに建設した自からの工場で生産（処理）した 終

製品の全部または一部を輸出および販売するに際しては、カンボジア王国の各現行法に準拠して、王国政

府の関連省および担当部局から別途ライセンスを取得するものとする。 
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⑩ 外国人居住者を雇用する権利 
権者は、労働法と移民法に準拠する限り、カンボジア国民と外国民を自由に選択して雇用することができ

る。6 か月を超えて雇用される外国人従業員は、カンボジア王国の現行税法に従って所得税を納めるものと

する。 

⑪ 鉱物探査許可書および/または採掘許可書の停止および/または取消 
鉱業法や本契約の条項に違反した場合。停止期間は 6か月を超えないものとする。鉱業探査許可書また

は採掘許可書が取り消された権者は、取消前に未払いであったロイヤルティ・土地租借料・利益分配（あれ

ば）・法人税・その他の諸税を含む、すべての負債を支払わなければならず、また、復元供託金の残高を採

掘地の環境復元に充てるため省の銀行口座へ送金しなければならない。 

⑫ 不服申し立て 
カンボジア王国の法律に基づいてなされるものとする。 

１－１－３． 税法 
1997 年 2 月 24 日、税に関する法律が公布された。1997 年と 2003 年に改正された。 

また、1999 年 1 月 1 日、付加価値税（VAT）に関する法律が公布された（標準税率 10%）。 

すべての会社には、実態課税（real regime）方式に基づく税が課されるとされている。これは申告に基づ

く課税方式である。 

個人として得る経営者・コンサルタント等としてのサービス料収入には 15%の源泉徴収税が課される他、

従業員に対する給与については、給与額に応じた税率による給与税を雇用者により源泉徴収することとな

っている。 

（１） 鉱区税 
法人税は通常 20%だが、2003 年改正税法により、原油・ガスの生産分与契約および木材・鉱石・金・宝

石を含む天然資源の開発を行う企業には、30%の法人税が課される。ただし、法人税が年間売上高の 1%
以下の場合には、 小税（minimum tax）として年間売上高の 1%を支払う必要がある（第 1 章第 24 条）。 

また、無形資産に対する印税等の収入、および鉱物資源に対する利権金の支払いには、15%の源泉徴

収税が課される。 

また、先述の鉱物探査・採掘契約書に基づき、登記や鉱業許可書の料金、年次土地租借料、その他の料

金、課金を支払う必要がある。 

（２） ロイヤルティ（鉱産税） 
ロイヤルティは、印税等の収入先述の鉱物探査・採掘契約書に基づき、当年の生産金額に照らして、鉱

業者とカンボジア政府の両者合意のもと定められる。 

（３） その他 
先述の鉱物探査・採掘契約書に基づき、政府と共同管理される銀行口座に、復元供託金を年々預託して

いく必要がある。 
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１－２． 外資法 
カンボジアには、いわゆる『外資法』は存在しない。2003 年改正投資法により、内外無差別がうたわれて

いる。 

１－２－１． 基本理念 
（１） カンボジア投資環境整備の経緯 

1991 年のパリ和平協定成立により、カンボジアは 1953 年の独立後の永年に亘る内戦に終止符を打ち、

『カンボジア 高国民評議会（SNC）』が創設され、『国連カンボジア暫定統治機構（UNTAC）』の監視の下、

1993 年に総選挙の実施と新憲法の制定がなされ、ここに新たなカンボジアの政治・法体制が整備されるこ

ととなった。 

1994 年 8 月 5 日にカンボジア王国投資法 9 章 26 条を制定し、外資の積極的誘致を推進し、計画経済

から市場経済への移行および産業構造の転換を図るべく経済政策の変更を行った。 

1995 年にはワン・ストップ・サービス機能を有するカンボジア投資促進・監督機関として、CDC“Council 
for the Development of Cambodia（カンボジア開発評議会）”が設立され、外資によるカンボジア投資が本

格化した（1995 年の外国投資実績：19 億 US$）。 

国際機関や各国政府の支援の下、1990 年代後半にはカンボジア王国投資法関連法令および経済関係

法の法制度・システムの構築が急ピッチで進展し、1990 年代末に ASEAN、AFTA 加盟を果たしアセアン域

内各国との経済関係強化・構築を図ることとなり、2004 年 10 月には WTO に加盟し、広く国際経済の枠組

みの中での経済発展の道を歩みだした。 

（２） カンボジア投資関係法整備の現状 
カンボジア王国投資法は、カンボジア憲法に規定されている土地所有権の問題を除き、外国投資家と国

内投資家には同様な待遇が提供され（＝内外無差別）、投資優遇措置および投資保証規定とあわせ 1994
年制定当時はアジア・太平洋地域各国の投資法の中で も比較競争力がある投資法と言われていた。 

外資によるカンボジア投資は 1995 年をピークに漸減し、1999 年以降はアジア経済危機の影響もあり、

極端に減少した（1996 年～98 年の外国投資実績：17 億 US$、1999 年～2001 年の外国投資実績：5 億

US$。なお、2001 年までの日本のカンボジア投資実績は 1996 年の 11 百万 US$をピークに累計で 20 百

万 US$弱と限定的であった）。カンボジアは投資法の全面的な見直しを行い、カンボジア投資に関する透明

性の確保・向上を目指し、2003 年 2 月に改正された。 

また、投資法の細則に当たるカンボジア王国投資法実施に関する政令（No.88/ANK/BK）10 章 29 条が

1997 年 12 月 29 日に公布されたが（1999 年 6 月に改正『カンボジア王国投資法の実施に関する 1997
年 12 月 29 日付政令 No.88/ANK/BK の改正に関する政令』（No.53/ANK/BK）全 5 条）、2003 年 2 月のカ

ンボジア王国投資法の改正を受け、2005 年 9 月 27 日に改正された（No.111/ANK/BK）。 

（３） カンボジア投資に関連する経済関係法整備の現状 
カンボジアでは、投資関係法の整備とあわせ、投資に関する経済関係法が次々と制定されてきている。

特に、1997 年には税法、労働法、入国管理法、外為法など外国投資に関する基幹とも言うべき法律が制定

され、カンボジアの投資法制度整備は一気に進展した。2005 年 6 月には会社法に相当する営利企業法が

制定され、カンボジアにおける法人登記形態や株主・取締役の権利義務が規定されている。 
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（４） カンボジア投資関係法・経済関係法の問題点 
カンボジアでは数多くの法令整備が進められているが、既存の法規制で対応できない事態が発生すると、

法律のように国会審議が必要でない政令や省令により機動的な対応を行っている。しかし、内閣や担当政

府機関の判断で作成できる政令や省令は一方で恣意的な法令の作成が可能となる側面を有している。 

投資環境を急速に整備する必要があるカンボジアにとって、制定までに時間を要する法律の整備より、

短時間で決定・作成が可能な政令や省令の方が一面で有効といえようが、カンボジア投資に関する透明性

の確保・向上の観点から問題であり、外国人投資家にとってリスクになると考えられる。 

また、他の法律との整合性が取れない例や法律が制定されても施行細則となる政令や省令が制定され

ず、旧法がそのまま適用されている例もあり、カンボジア投資に関する運用面での混乱を招く一因となって

いる。 

さらに、新規施行の法律には、過去の法律で新法と矛盾する条項は無効とする旨の一般的な条文が挿

入されているが、新法の施行により過去の法律の第何条第何項を無効とするといった文言がなく、その具

体的な適用は不明瞭である。 

１－２－２． 外資優遇制度 
（１） 投資優遇措置 

カンボジア王国投資法に規定する投資優遇措置および投資保証もしくは投資保証のみの適用を希望す

る投資家は CDC（カンボジア開発評議会）に投資申請を行い、投資許可を受ける必要がある。投資優遇措

置や投資保証の適用を希望しない場合は、一般投資として商務省に商業登記し事業を行う（投資法実施に

関する政令は、CDC により認可を受けた事業のみを対象としており、商務省を通じて登記された一般の法

人には、その効力は及ばない）。 

カンボジアにおける投資の形態として、以下の 5 形態が認められている1。 
① 100%外国資本の企業 
② 100%ローカル資本の企業 
③ 合弁企業 
④ 事業協力契約（Business Cooperation Contract：BCC） 
⑤ 建設･運営･譲渡契約（Build Operate and Transfer Contract：BOT） 

上記のうち①～③に該当する投資は、商務省による有限責任会社の登記が可能である。有限責任会社

は CDC による認可事業か否かを問わず、現在のカンボジアで、 も一般的な法人形態であり外国人投資

家がカンボジアでの子会社として設立することも容易である。 

有限責任会社は、100%のカンボジア資本から、100%の外国資本まで、あらゆる資本比率が可能である。

有限責任会社設立には、基本的に 低2人の発起人（株主）が必要となるが、その行為能力、国籍、法人あ

るいは自然人の別などに関する規定はない。また、商号は、Company Limited （Co., Ltd.）もしくは Limited
（Ltd.）を使用しなければならない。 

（２） 投資適格プロジェクト 
投資法により QIP（Qualified Investment Project：投資適格プロジェクト）の認可を取得すると、以下の投

資優遇措置の適用を受ける。 

                                                  
1 投資法実施に関する閣僚会議令第9条（No.88/ANK/BK）に規定されている。 
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① 外資出資規制緩和、外国人雇用 
外国資本 100%出資による投資が可能であり、熟練労働者がカンボジア国内で見出せない場合は、外国

人の雇用が可能2。 

② 税制面での優遇 
3～6 年間の法人所得税の免除、免税期間中の法人所得税の先払いまたは 低額税の支払い免除、原

料および認可事業で使用する機材の輸入関税の免除、輸出税の免除など。 

ただし、石油・ガス・鉱物資源探査事業および石油・ガス掘削に関するサプライ・ベース事業は、上述の投

資法実施に関する政令 No.111/ANK/BK の Annex 1 の Section 3 において、輸入関税免税措置の対象と

はなるが法人税減免対象とはならない業種に分類されているため、注意が必要である。 

③ 土地使用 
外国投資家には土地所有権の規制はあるが、 長 99 年の土地賃借が可能（その後の更新も可能）。 

また、QIP の認可を取得すると、以下の投資保証と保護が約束される。 
＜投資に関する保証＞ 
• 全ての投資家は、土地所有を除き、平等な取り扱いを受ける。 

• 投資家の資産に影響を及ぼすような国有化の禁止 
• 投資家の製品・サービスに関する価格統制の禁止 
• 投資家の外国通貨による自由な本国送金 

＜投資に関する保護＞ 
• 投資家の知的所有権の保護 
• 投資家の紛争の解決 
• 投資家の競争政策の維持 
• 公共目的のための収用が行われる場合の国家による補償 

（３） 投資認可手続き 
カンボジア投資において、カンボジア王国投資法に規定する投資優遇措置および投資保証もしくは投資

保証のみの適用を希望する投資家は、商務省を通じて行う通常の法人登記の前に、CDC（カンボジア開発

評議会）に投資申請を行い、投資奨励該当事業の開始前に CDC の投資許可を取得する必要がある。 

従来の遅々とした不明瞭な申請許可プロセスを排除するために、CDC から投資申請への回答は、申請

書の提出日より 28 日以内に回答を行うことが義務付けられている3。 

CDC は、関連各省庁からの出向者を中心に組織されており、下図プロセスの中で、短期間での対応が

可能になった。 

                                                  
2 投資法実施に関する閣僚会議令第9条（No.88/ANK/BK）、投資改正法第15条に規定されている。 

3 改正投資法第7条に規定されている。 
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投資申請 

 

CDCによる暫定認可書の発行 

 

 

会社設立登記：商務省 

 

特定の関連許認可：エネルギー工業省、観光省、保険省、農水省 

投資活動に関連する他の省庁 

 

建設計画の審査および承認・土地管理：都市計画・建設省の地方出先機関 

 

環境に及ぼす初期評価：環境省 

 

税務局登録：経済財務省 

 

 
CDCによる最終認可証の発行 

 
図 1： 投資プロジェクト・フローチャート 

図 2： CDC 暫定認可までの流れ 

ただし、総投資額が 5,000 万 US$を超える大規模投資、公共の利益もしくは環境に重大な影響を及ぼす

恐れのある投資、天然資源関連の投資、長期開発戦略および BOT（Build Operate and Transfer：建設・運

営・譲渡契約）、BOOT（Build Own Operate and Transfer：建設・所有・運営・譲渡契約）、BOO（Build Own 
and Operate：建設・所有・運営契約）、BLT（Build Lease and Transfer：建設・賃貸・譲渡契約）の各事業は

内閣において決定される4。 

また、総投資額が 2 百万 US$未満の投資案件は投資が行われる各地方の投資委員会（PMIS：

Provincial/Municipality Investment Sub-Committees）が担当機関となる。 

                                                  
4 カンボジア開発評議会の組織および機構に関する閣僚会議令第9条（No.51/ANK/BK）に規定されている。 

申請から3日以内 

申請から 

28日以内 
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CDCによる認可を受ける事業は、複数年の事業計画の詳細を明示する必要があり、投資家は、複数年

の事業計画に応じた日程、規模のもと、事業を継続する事が求められる。さらに、それを保証するため、合

意に達した契約金額（投資総額の一定の割合）をカンボジア国立銀行＝中央銀行に預託し、投資家は、

CDCに対し進捗状況を報告する義務を負う。CDCとの契約の不履行は、投資奨励策の取消の対象となる5。 

投資法実施に関する政令のうち、禁止業種や制限業種以外の規定については、CDCにより認可を受け

た事業のみが対象であり、商務省を通じて登記された一般の法人にはその効力は及ばない。 

奨励される事業のうち、付則記載の条件（金額・規模）に達した事業のみが、投資奨励策を受けられる。 

例えば、投資法実施に関する政令によると、食品加工業の場合、50万US$を超える投資に限って、奨励

策を受けることができる。奨励されている事業は、農業、製造業、建設、公共事業、ホテル等である。 

投資奨励策から除外されている事業に関しても、外資のみの投資は可能である。ただし、上記の理由に

よりCDCによる奨励策や投資許可を受けるのは難しい。もちろん、商務省による通常の認可であれば、容

易に取得できる。 

また、商務省による認可を受けた法人が不動産取得を行う場合には、外国人の出資比率が49%以下の

法人に限られる。 

1997年、CDCは投資事業ごとの法人税免除期間を評価するために、固定資産による投資価値、立地条

件（地域別に4つの段階を設定）、雇用者数、国内資源の利用などの基準項目から構成される値数値評価

表（投資法実施に関する政令付則3）6を作成し、それぞれの評価条件に基づき評価点を設定し、その合計

により法人税の免除期間を決定することとした。 

（４） 法人登記 
2005 年 6 月 19 日に営利企業法が制定され、カンボジアにおける法人登記形態として、合名会社、合資

会社、私的会社、公開会社の4つの形態を規定している。また、外国資本の法人登記形態として、駐在員事

務所または連絡事務所、支店、親会社が 51%以上出資する子会社の 3 つの形態を規定している。 

① 法人登記形態 
1） 合名会社（General Partnership） 

複数の構成員がパートナーシップ契約を締結することによって成立し、事業または投資活動を行う。商業

規則・商業登記法に従い法人登記を行う。カンボジア国籍を有する自然人または法人が拠出金または資産

の 51%以上を有する場合、カンボジア法人となる7。 

2） 合資会社（Limited Partnership） 
合資会社の各構成員は各自の拠出金または資産の範囲内で事業または投資活動の結果責任を負う。

商業規則・商業登記法に従い法人登記を行うが、合資会社登記を行わない場合は、合名会社と見なされる

が法人格を有しないことになる8。 

3） 非公開株式会社（Private Limited Company） 
有限責任会社の形態をとり、株式の公開を希望しない場合に、2~30 名の株主により設立できるが、1 名

                                                  
5 投資法実施に関する閣僚会議令第7条（No.88/ANK/BK）に規定されている。 

6 投資法実施に関する閣僚会議令付則3（No.88/ANK/BK）に規定されている。 

7 商組織法第8条～第15条に規定されている。 

8 商組織法第64条～第72条に規定されている。 
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株主により単一私的会社（Single Member Private Limited Company）の設立も可能。カンボジア国籍を有

する自然人または法人が議決株式の 51%以上を有する場合、カンボジア法人となる9。 

4） 公開株式会社（Public Limited Company） 
有限責任会社の形態をとり、株式の公開を希望する場合に設立できる10。 

② 外国資本の法人登記形態 
1） 駐在員事務所（Representative Office）または連絡事務所（Relations Office） 

駐在員事務所に認められた活動は、親会社の名前でカンボジア法人との契約、雇用、広告、市場開拓お

よび各種サービスを行うことであり、商品の売買、サービスの提供、製造加工や建設業は常時従事すること

はできないと規定している11。 

2） 支店（Branch） 
支店に認められた活動は、基本的には駐在員事務所に認められた活動と同じであるが、外国資本に禁

止された事業以外の事業であれば、商品の売買、サービスの提供、製造加工や建設業もローカル企業と同

様に行うことが可能である12。 

3） 親会社が 51%以上出資する子会社（Subsidiary） 
子会社は外国資本が 51%以上出資する会社であり、合名会社、合資会社、私的会社、公開会社の 4 つ

の形態が可能である。外国資本に禁止された事業以外の事業であれば、ローカル企業と同様に行うことが

可能である13。 

③ 現状の事業遂行形態 
現状のカンボジアにおける事業遂行形態としては本章（2）-1「カンボジアの投資形態」で述べた100%外

国資本の企業、100%ローカル資本の企業、ジョイントベンチャー企業、事業協力契約（Business 
Cooperation Contract：BCC）、建設･運営･譲渡契約（Build Operate and Transfer Contract：BOT）が可能

である。 

1） 事業協力契約（BCC） 
BCCは、投資家とカンボジア政府間で締結される契約協定の手段である。二者またはそれ以上の契約

当事者が契約書に調印し、共同して一事業もしくは複数の事業を一定期間カンボジアにおいて行い、当事

者間で責任、利益、損失を分かち合う。 

BCCはカンボジアに法人を設置しないで事業を遂行する事が可能であり、100%外国資本やローカル資

本の企業、ジョイントベンチャー企業に比し、事業運営や契約内容に関する規制が緩やかであるが、カンボ

ジアの税制の対象に含まれ、その適用を受ける。 

2） 建設・運営・譲渡契約（BOT） 
BOTは投資家と政府もしくは政府機関との間で結ばれる契約であり、外国資本によって建設から運営ま

                                                  
9 商組織法第85条、第86条に規定されている。 

10 商組織法第85条、第87条に規定されている。 

11 商組織法第271条～第277条に規定されている。 

12 商組織法第278条～第282条に規定されている。 

13 商組織法第283条～第286条に規定されている。 
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でを行い、取り決められた期間内に投下資本の回収と利潤を確保し、契約期間の満了と共に、無償で契約

相手（カンボジア政府）に譲渡するシステムであり、高速道路、空港、港湾、発電所、上下水システム、ゴミ

回収・処理等のインフラ整備や、都市開発、リゾート開発、工業団地整備、「特別促進地域」の建設等に関し

適用が可能となる。 

カンボジア政府により土地の提供等の支援を受けた場合、当該支援部分を出資額として換算してカンボ

ジア政府に対し、利益の配分を求められる。今後、政府によって計画される大規模プロジェクトの半数程度

は、この形態を取るものと予測される。 

（５） 会社設立手続き 
商務省宛法人設立登記手続きは簡易である。発起人が基本定款および付属定款を作成し、関連資料と

ともに商務省登録局に申請し、設立登記認可を取得する。なお、設立登記は事業開始15日以前に行う必要

がある14。 

法人設立登記から営業の開始までの流れは、以下のとおりである。 
 
発起人が定款を作成、登記              法人格取得 
 
 
株式の募集、割当、払込               営業開始許可の取得 
 
 
創立総会を開催                     営業の開始 
 

図 3： 法人設立登記から営業開始までの流れ 

＜商業登記＞ 

登記においては、基本定款において以下の基本情報を記載する。 
• 商号（法人名） 
• 目的 
• 登記住所 
• 授権資本総額とその株式区分数 
• 株主の有限責任の明示 
• 代表者名 
• 基本定款署名者リスト（氏名、住所、職業等） 
• 所有する商標・著作権等 
• 資産に対する抵当権・留置権 
• 事業に関係する過去の判決 

                                                  
14 1999年改正商業規則・商業登記法第14条に規定されている。 
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商法を始めとする法律の不足を補う目的もあり、上記の事項の他にも会社の組織、運営に関する具体的

な規定が数多く記載され、その結果として、基本定款記載事項は極めて長文なものとなっている。登記内容

に関する変更は、商務省に申請することになる。これには、出資額の変更や、出資権利の譲渡・名義変更も

含まれている。 
 

なお、2005年6月営利企業法では、基本定款において以下の基本情報を記載することを規定している15。 

• 商号（法人名） 
• カンボジアにおける登記事務所 
• 事業目的と制限業務 
• 登記住所 
• 授権資本総額とその発行する株式区分、株式総数および株式額面 
• 複数区分株式を発行する場合、株式総数および株式額面ならびに各区分株式の権利、優先権

制限および条件 
• 株式をシリーズで発行する場合、各シリーズ株式数、呼称、株式の権利、優先権制限および条

件の決定権を取締役に付与する。 
• 株式譲渡に関する制限 
• 株主の氏名と住所 
• 取締役数 

                                                  
15 商組織法第93条に規定されている。 
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図 4： 商務省での会社登記手順 

（６） 投資申請認可後の手続き等 
① 免税輸入 

原料および認可事業で使用する機材の輸入関税に限り、免除を受けることができる。 
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図 5： 投資プロジェクトの免税申請手順 

② 事業活動報告義務 
カンボジアに存在する全ての法人は、以下の報告義務を満たさなければならない16。 
•    奨励策によって免税特権を与えられている法人も含めて、毎月および毎年の税務報告書の提出 
• CDCと国税局に対する、通関書類の提出 
• 投資資本の本国向け支払い、海外への配当金の送金、国内における配当金の支払、商品の

実際の輸入に対する書類報告 

③ 借入れ比率 
借入れ比率は、資本金額を除外して、その3倍を超える借入れは、認められない17。 

④ 事業実行の保証 
投資法実施に関する政令は、投資家が、投資金額の1.5%ないし2%に相当する額を、カンボジア国立銀

行に預託することを規定している18。 

預託時期について明確には定められていないが、商務省による投資形態の登記終了後、できるだけ早

い時期が好ましい。 

100万US$相当、あるいはそれ以下の規模の事業については、投資総額の2%の預託が必要となる。 

また、事業総額が4,000万US$を超える場合、その1.5%の預託が必要である。 

⑤ 奨励策の取消 
以下の状況においては、CDCによる奨励策は取消される事がある19。 

• CDCに対する報告義務の遅延 
• 投資許可の認可後、6か月以内に事業開始をしない場合 
• 投資許可の認可後、30日以内に事業総額の25%をカンボジアに移転しない場合 
• 投資事業開始後3か年を経た時点で、出資金のカンボジアへの投資が終了していない場合 

また、CDCによる認可日より6か月以内に事業活動を開始しない場合、投資許可そのものが取り消され

る事がある。 

                                                  
16 投資法実施に関する閣僚会議令第23条（No.88/ANK/BK）に規定されている。 

17 投資法実施に関する閣僚会議令第14条（No.88/ANK/BK） に規定されている。 

18 投資法実施に関する閣僚会議令第7条（No.88/ANK/BK） に規定されている。 

19 投資法実施に関する閣僚会議令第7条（No.88/ANK/BK） に規定されている。 
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奨励策の取消の前に、CDCは投資者に対し、60日間の猶予を持って3回に亘って双書による取消・撤回

の通告をしなければならない。この通告に対する投資者の対応が充分でない場合、CDCは奨励策を60日

間停止できる。 

60日の停止期間中に解決できない場合、CDCは奨励策の取消を行うことになる。 

（７） 日本との投資協定 
2007 年 6 月 14 日東京において、安倍総理とフン・セン・カンボジア王国首相との間で、「投資の自由化、

促進および保護に関する日本国とカンボジア王国との間の協定（日・カンボジア投資協定）」の署名が行わ

れた。2008 年 7 月 31 日発効。 

これは、日本の署名済みの二国間投資協定としては 12 件目に当たる。これまでの締約国は以下のとお

り。 

締結順 相手国 署名年月 発行年月 
1 エジプト 1977 年 1 月 1978 年 1 月 

2 スリランカ 1982 年 3 月 1982 年 8 月 

3 中国 1988 年 8 月 1989 年 5 月 

4 トルコ 1992 年 2 月 1993 年 3 月 

5 香港 1997 年 5 月 1997 年 6 月 

6 パキスタン 1998 年 3 月 2002 年 5 月 

7 バングラデシュ 1998 年 11 月 1999 年 8 月 

8 ロシア 1998 年 11 月 2000 年 5 月 

9 モンゴル 2001 年 2 月 2002 年 3 月 

10 韓国 2002 年 3 月 2003 年 1 月 

11 ベトナム 2003 年 11 月 2004 年 12 月 

12 カンボジア 2007 年 6 月 2008 年 7 月 

 
日・カンボジア投資協定は、日本の投資家の投資財産を、投資受入国であるカンボジアの政府による収

用や法律の恣意的な運用などの法的・政治的リスクから守り、投資家の公正・衡平（Fair and Equitable）な

待遇を確保する目的で締結された。また、協定義務に違反する相手国政府の措置によって投資家およびそ

の投資財産に損害が生じた場合、国際仲裁に付託できるという国家対投資家の紛争処理の規定もあり、投

資家が公平な判断を受ける機会を確保している。 

本協定の主要な内容を条文を追って列挙すれば以下のとおり。 
1. 投資家および投資財産の保護 

内国民待遇（第 2 条）、 恵国待遇（第 3 条）、投資家との契約の遵守義務（第 4 条）、特定措置の履

行要求の禁止（第6条）、収用と補償（第12条）、争乱からの保護（第13条）、送金の自由（第15条） 
2. 適用除外 

安全保障例外および一般的例外（第 18 条）、一時的なセーフガード措置（第 19 条）、信用秩序の維

持のための措置（第 20 条） 
3. 紛争解決 

締約国間の紛争解決（第16条）、締約国と投資家との間の紛争解決（第17条）、合同委員会（第23条） 
4. その他 

発効、終了等（第 27 条） 
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5. 附属書 
内国民待遇（第 2 条）、 恵国待遇（第 3 条）および特定措置の履行要求の禁止（第 6 条）に対する

両国の留保事項 
本協定の主要な内容を特徴面から記述すると以下のようになる。 

1. 過去 高レベルの日ベトナム投資協定を越える内容  
上記のみならず、日本が締結した投資協定のうち もレベルが高い日ベトナム投資協定に、以下の内容

が加わっている。  

① 例外のない 恵国待遇を確保 
カンボジアが第三国の投資家・投資財産に与えている待遇に劣後しない待遇を、日本の投資家に付

与する旨を定めている。通常、ＡＳＥＡＮのような地域統合協定に基づいて第三国に与えている待遇

を、投資協定やＥＰＡ投資章では 恵国待遇の例外とすることが多いのですが、本協定では、こうし

た待遇も例外扱いされていません。したがって、将来カンボジアが日本の投資家よりもよい待遇を他

の第三国投資家に与えた場合、この待遇は日本の投資家へも同様に与えられることになります。  
② 公正・衡平待遇義務を明示的に規定  

外国投資家の投資財産を保護するに際し慎重な注意を払う義務、適正手続義務、裁判拒否の禁止、

恣意的措置の禁止、投資家の正当な期待を裏切らない義務等が考えられるとされる。日韓・日越投

資協定では、公正衡平待遇は「収用および補償」の条項で規定  
③ 国と投資家間の契約保護に関する条項（「アンブレラ条項」）  

投資協定で規定している義務のみならず、投資活動に関して投資受入国政府が投資家との間で交

した投資契約における義務についても相手国政府に遵守を義務付ける規定です。例えば、石油や

ボーキサイト等の資源開発権を付与された後、正当な理由なく取り消された場合、投資家は仲裁に

付託できることになります。  
④ パブリック・コメント実施の努力義務規定  
⑤ 汚職防止の努力義務規定  

2. 二国間の投資拡大、円滑化、保護の基本ルールに合意  
カンボジアの投資制度の法的安定性と透明性を確保するため、以下の規定が盛り込まれている。  
① 投資申請許可後の投資活動のみならず、投資の許可段階を含めた内国民待遇（自国投資家とその

投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家とその投資財産に付与すること）  
② 広範なパフォーマンス要求の禁止（輸出要求の禁止、ローカルコンテンツ要求の禁止、技術移転要

求の禁止、役員国籍要求の禁止等）  
③ 収用時の補償、争乱からの保護、送金の自由といった投資保護条項  
④ 投資受入国の協定義務違反により投資家が損害を被った場合に、当該投資家が投資受入国に対し

て仲裁機関に紛争を付託することが可能となる紛争解決規定を確保  

3. 過去の協定の中でも 高の自由化水準を確保 
カンボジア側は、以下の４分野以外の分野を日系企業に開放することを約束している。 
① 向精神性物質および麻薬の生産および加工  
② 化学物質を使用した有毒化学薬品・殺虫剤およびその他の物質の生産  
③ 輸入廃棄物を利用した発電  
④ 天然ゴム林、ユーカリ林以外の天然林  
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本協定の存在により、上記の分野・措置以外にカンボジア政府は日本の投資家に対し、今後、カンボジア

企業や第三国企業よりも差別的な措置を取らないこととなる。 

ただし、全ての分野に以下の制限がある。 
① 土地所有はカンボジア人・企業のみに認められる。  
② 全雇用者数に占める外国人従業員の割合は原則１０％以内  

これらの制限については、カンボジア側は現行法より制限的な措置をとることはできない。 

このように、カンボジア側の附属書による留保事項は極めて限定的となっている。このため、日・カンボジ

ア投資協定は、日本が過去に締結した投資協定および EPA 投資章と比しても相手国側による投資の自由

化度が高いものとなっている。 

総じて本協定は、わが国投資家にとって次のメリットを持つ。 
1. 投資家の「安心感」の確保を通じた対カンボジア投資意欲の増大 
2. 政治が安定し、経済の潜在力が高く、労働コストが安いカンボジアを海外投資先に含めることにより、

リスク低減・分散を通じ、海外投資を安定化し得る。 

さらに、日本の投資家は、次の機関を通じ、カンボジアの国際約束に基づき保護されることとなっている。 
• Multilateral Investment Guarantee Agency （MIGA） 
• International Convention on the Settlement of Investment-related Disputes （ICSID） 

こうした優遇措置により、カンボジアにおける日系企業のビジネスチャンスが増加し、我が国からカンボジ

アへの投資が活発化することが期待される。 

二国間投資協定（ＥＰＡ投資章）の主要構成要素は以下のとおり。 
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注１： ●は他の章で規定されている要素   注２： 「収用と補償」の条に規定 
注３： 越:ベトナム、墨:メキシコ、馬:マレイシア 
経済産業省「日カンボジア投資協定について」（平成 19 年 6 月）より引用 

１－２－３． その他の優遇措置等 
（１） 関税の免税措置、各種の控除制度 

輸入関税は広範な製品に対して課されている。税率は通常 7%、15%、20%、35%または 50%である。 

輸出関税は木材および特定の動物製品（ほとんどの海産食品を含む）のような限られた品目にのみ課さ

れる。 

投資優遇措置として CDC によって輸入関税の免除が付与されることがある。免税は以下の場合に適用

される。 
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• 建設資材 
• 生産に使用される工場および機器（および関連予備部品） 
• 生産に使用される原料および中間財 

通常、輸入関税に対する優遇措置を受ける資格のある投資プロジェクトは以下のようなものである。 
• 輸出志向型（ 低 80%を輸出）プロジェクト 
• 特別奨励地域に立地するプロジェクト 
• 観光産業プロジェクト 
• 労働集約的生産プロジェクト 
• インフラストラクチャーおよびエネルギーに関するプロジェクト 

（２） 100%外国資本 
投資優遇措置を求めなければ、外資 100%であっても商務省への登記だけで会社設立可能である。 

資金調達に関して、外資系企業の国籍を理由として資金源の利用を制限されることはない。 

（３） 利益の海外送金 
カンボジアは外国人投資家の輸入決済資金、ローン元利金、ロイヤルティおよび管理手数料、利益送金

および投資元本の本国送金を認めている20。 

（４） 為替リスク 
カンボジアでは、外資企業では税の徴収も US$で行われているなど US$建決済が一般的である。為替

管理の必要がないと言われるほど、US$がカンボジア国内で流通しているため、為替リスクはないといえ

る。 

（５） 貿易と金融 
（５－１） 輸出入業務 

従来カンボジアでは、カンボジア資本の会社のみ貿易会社として輸出入活動を許可されていたが、2000
年より外資の比率を問わず輸出入活動が認められることになり、外資への全般的な輸出入業務参入規制

は撤廃された21。しかし、投資法に基づく投資企業に関しては、投資許可において認められた範囲外の輸出

入業務が禁止されている22。 

（５－２） 輸入許可 
カンボジアでは銀行システムを通じ外国通貨を自由に購入することが可能であり23、外国為替の売買、譲

渡、あらゆる種類の対外決済などカンボジアでの外為取引に関し規制がないことを外為法で明記している24。 

輸入許可等輸入制限はないが、輸入関税の支払いに関し、カンボジアに信頼に足る輸入品の価格評価

検査証明機関がないためスイスに本社を置く SGS 社（Societe Generalede Surveilance）から価格評価検

査証明を取る必要がある。 

                                                  
20 投資法第11条（No.03/NS） に規定されている。 

21 2000年商企業の貿易活動に関する大臣令第１条（No.017-/PRK/MoC）に規定されている。  

22 2000年商企業の貿易活動に関する大臣令第2条（No.017-/PRK/MoC）に規定されている。 

23 1997年外為法およびカンボジア中央銀行規制に規定されている。 

24 1997年外為法第5条に規定されている。 
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（５－３） L / C 発給制限 
カンボジアでの外為取引に関し規制がないことから L/C 発給制限もないが、カンボジアの銀行の外為実

務能力に関する信頼が低く、L/C ベース取引を行う外資企業の数は限られている。カンボジア外為法上、対

外決済制限がなく、送金ベースの対外決済は問題なく行われているが、L/C ベース取引がカンボジアの銀

行の実務能力に起因する実務上の理由から制限されることが信用取引拡大の阻害要因となっている。 

（５－４） その他 
カンボジアの金融業務の歴史は浅く、カンボジアの銀行が提供する金融サービスは高コストかつ限られ

たものになっている。また、外為実務も含め、その実務水準は国際水準から乖離していることから、法制度

上は制限がなくともカンボジアの金融サービスを利用する外資企業の数は限定的となっている。 

（６） 土地・不動産 
（６－１） 外国人の土地所有規制 

カンボジアにおける投資奨励対象投資活動の実施を目的とした土地の所有権は、カンボジア国籍を有す

る自然人、あるいはカンボジア国籍を有する自然人か法人が 51%以上の株式を直接所有する法人以外に

は認められない25。また、商務省による認可を受けた合弁企業が不動産取得を行う場合には、外国人の資

本比率が 49%以下の法人に限られている（＝実質的な出資規制）26。 

（６－２） 外国人の土地・不動産利用 
外国人の土地所有が規制されていることから、外国資本のカンボジアにおける投資奨励対象投資活動

の実施を目的とした土地・不動産の利用は賃借（ 長 99 年：更新可能）契約により行う。投資家は投資奨励

対象投資活動として利用する土地および敷地内の不動産および個人的財産を所有し、担保提供・譲渡する

権利を有する。これらの権利は法により認められる土地使用契約または賃借契約で定められた期間を超過

することはできない27。 

（７） カンボジア人優遇 
外国人投資家は、求人および雇用において、カンボジア人を優遇しなければならない28。カンボジアにお

いて、カンボジア人から選出が不可能な技術者や専門家については、移民出入国法および労働法に則った

上で、外国人を雇用することができる29。 

投資改正法第 18 条で定める外国人（＝管理者および経営管理の専門家、技術者、熟練労働者およびそ

れらの配偶者と扶養家族で CDC の承認を受け、移民法および労働法に従う者）を雇用する場合、1） 当該

資格や当該専門技術を有するカンボジア人が国内にいない、2） 投資家は、カンボジア従業員に対して適

切かつ一貫した職業訓練をする義務がある、3） カンボジア従業員の上級職への昇進が度々行われる、と

いう条件を充足する必要がある30。 

カンボジア人の教育訓練に関し、当該資格や当該専門技術を有するカンボジア人を見出すのは困難な

状況にあり、外国人投資家は自社内研修を行っているが、職業訓練は法で規制・要請されるものでなく、外

国人投資家がカンボジアで事業展開するためには必須事項である。 

                                                  
25 憲法第44条および投資改正法第16条に規定されている。 

26 投資改正法第16条に規定されている。 

27 投資改正法第16条、2001年土地法第106条～第113条に規定されている。 

28 投資法実施に関する閣僚会議令第25条および第26条（No.88/ANK/BK）に規定されている。 

29 投資法第17条（No.03/NS） に規定されている。 

30 投資法第18条（No.03/NS） に規定されている。 
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（８） 外国投資規制分野 
カンボジアでは外資誘致促進による経済発展を目指し、幅広い分野での外資参入を認めているが、1999

年カンボジア王国投資法実施に関する政令（No.80/ANK/BK）で、参入禁止または制限業種リストを定め、

特定の分野への投資を禁止もしくは規制している。 

① 外資ともに参入が規制される業種（内外無差別） 
禁止業種は、国家の安全、文化的・社会的な影響を及ぼす懸念のある産業、向精神性物質の製造。制限

業種は、伝統、民芸品（工芸品）、自然環境に関係する産業、関係省庁の事前認可取得が必要な産業、公

衆の健康や環境に影響を及ぼす産業などがある。なお、カンボジア産丸太を原料として使用する木製品に

ついては、新規の許可は発行されていない。 

② 制限つきで外資の参入が認められる業種 
100%輸出が条件となる業種は、タバコの生産。関連省庁の事前認可取得が必要な業種は、アルコール、

映画制作。カンボジア資本との合弁が条件となる業種は、宝石用原石の採掘、精米、木および石の彫刻品、

絹織物などがある。 

③ サービス業への規制 
関連省庁の事前認可取得が必要な業種は、出版業、新聞・雑誌の出版。外国資本が 49%までに制限さ

れる業種は、CD 等記録メディアの出版。その他出版業、印刷業、印刷関連サービス活動、ラジオ・テレビ放

送。 

④ 鉱業の法人税減免除外 
CDC による投資奨励許可を受ける場合は、2005 年 9 月投資法実施に関する政令（No.111/ANK/BK）で、

参入禁止リストおよび投資奨励対象外業種リストを定め、向精神性物質の製造、公衆の健康や環境に影響

を及ぼす産業、外国からの排水による水力発電、森林法により禁止されている森林開発および法律で禁止

されている投資活動が禁止され、サービス産業や一定の投資額未満の生産活動投資を投資奨励対象外と

規制している。 

石油・ガス・鉱物資源探査事業および石油・天然ガス掘削に関するサプライ・ベース事業は、先述のよう

に、このリストの Section 3 において、輸入関税免税措置の対象とはなるが法人税減免対象とはならない業

種に分類されている。 

⑤ その他 
投資法実施に関する政令のうち、禁止業種や制限業種以外の規定については、CDC により認可を受け

る事業のみが対象であり、商務省を通じて登記された一般の法人にはその効力は及ばない。 

カンボジアにおける投資の形態については、外国投資家は、国内投資家と同様に、BOT、事業協力契約、

合弁企業、100%外資の形態で投資が可能であり、外資参入規制はないが、不動産取得を行う場合には、

外国人の出資比率が 49%以下の法人に限られることから、業種に拘わらず、外資 100%企業もしくは外資

マジョリティ企業の活動が制限される。 

なお、商務省に登記されたカンボジアおよび外国資本のいずれの企業も、貿易業務を行うことが可能で

あり、外資 100%企業もしくは外資マジョリティ企業の活動制限要因ではないが投資法に基づく投資企業に

ついては、投資申請認可業務外の貿易業務は禁止される。 
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１－３． 環境法 

環境関連の政策の立案と実施は、「環境省の設立に関する法律」（1996 年 1 月 24 日公布）に基づき、環

境省の管轄となっている。環境省の組織と機能は、「環境省の組織と機能に関する政令」（1997 年 9 月 25
日発令）で定められている。 

１－３－１． 基本理念 
カンボジアの現行の環境関連法令は以下のとおり。 

• 環境保護と自然資源管理に関する法律（1996 年 12 月 24 日公布） 
• 水質汚濁の管理に関する政令（1999 年 4 月 6 日発令） 
• 環境影響調査プロセスに関する政令（1999 年 4 月 11 日発令） 
• 固形廃棄物の管理に関する政令（1999 年 4 月 27 日発令） 
• 大気汚染と騒音の管理に関する政令（2000 年 7 月 1 日発令） 

また、憲法第 59 条で、国は環境や豊富な自然資源を保護しなければならないと定めており、土地・水・空

気・風・地質・生態系・鉱物・エネルギー・石油・ガス・岩石・砂・宝石・森林・森林産品・野生動物・魚・水生資

源の管理に関する詳細計画の策定を国に義務付けている。 

１－３－２． 環境影響調査（EIA）制度 

上述の「環境影響調査プロセスに関する政令」で、環境評価の内容・書式、および評価対象となるプロジ

ェクトの内容・規模・事業種別等が規定されている。対象となる企業は環境影響調査とプロジェクト実施モニ

タリングを受けるため、経済財務省にサービス料を支払わなければならないとされている。 

鉱物関連事業については、下記にあてはまるプロジェクトが環境影響調査の対象となる（同政令末尾の

表から抜粋）。 

プロジェクト種別 規模/容量 

VI. 金属を除く採掘生産 

1. セメント工業 すべての規模 

2. 石油精製 すべての規模 

3. ガス工場 すべての規模 

4. 石油・ガスパイプライン建設 2 キロメートル以上 

5. 石油・ガス分離・貯蔵施設 1,000,000 リットル以上 

6. 給油所 20,000 リットル以上 

7. 採石 すべての規模 

8. 硝子・瓶工場 すべての規模 

9. 煉瓦・瓦製造 月産 150,000 個以上 

10. 床タイル製造 月産 90,000 枚以上 

11. 炭化カルシウムプラント すべての規模 

12. 建設材料（セメント）製造 月産 900 トン以上 

13. 潤滑油・モーターオイル製造 すべての規模 

14. 石油調査 すべての規模 
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VII. 金属工業 

1. 機械工業 すべての規模 

2. 記憶装置工場 すべての規模 

3. 機械・造船企業 すべての規模 

VIII. 金属加工工業 

1. 釘・有刺鉄線・金網製造 月産 300 トン以上 

2. 鋼・鉄・アルミニウム製造 すべての規模 

3. 各種溶錬 すべての規模 

１－３－３． 環境基準（規制）値（大気、水質、騒音） 
（１） 水質汚濁 

上述の「水質汚濁の管理に関する政令」の ANNEX 2 で、公共の水域または下水に流してよい排水の水

質基準を以下のとおり定めている。 

放出許容値 
番号 パラメーター 単位 

保護公共水域 公共水域・下水 
1 温度 ℃ ＜45 ＜45 
2 pH  6～9 5～9 
3 BOD（200℃・5 日間） mg/ℓ ＜30 ＜80 
4 COD mg/ℓ ＜50 ＜100 
5 懸濁固体総量 mg/ℓ ＜50 ＜80 
6 溶解固体総量 mg/ℓ ＜1,000 ＜2,000 
7 グリースおよびオイル mg/ℓ ＜5.0 ＜15 
8 合成洗剤 mg/ℓ ＜5.0 ＜15 
9 フェノール mg/ℓ ＜0.1 ＜1.2 
10 硝酸塩（NO3） mg/ℓ ＜10 ＜20 
11 塩素（遊離） mg/ℓ ＜1.0 ＜2.0 
12 塩素（塩化物イオン） mg/ℓ ＜500 ＜700 
13 硫酸塩（SO4） mg/ℓ ＜300 ＜500 
14 硫化物 mg/ℓ ＜0.2 ＜1.0 
15 リン酸塩（PH4） mg/ℓ ＜3.0 ＜6.0 
16 シアン化物（CN） mg/ℓ ＜0.2 ＜1.5 
17 バリウム（Ba） mg/ℓ ＜4.0 ＜7.0 
18 ヒ素（As） mg/ℓ ＜0.10 ＜1.0 
19 スズ（Sn） mg/ℓ ＜2.0 ＜8.0 
20 鉄（Fe） mg/ℓ ＜1.0 ＜20 
21 ホウ素（B） mg/ℓ ＜1.0 ＜5.0 
22 マンガン（Mn） mg/ℓ ＜1.0 ＜5.0 
23 カドミウム（Cd） mg/ℓ ＜0.1 ＜0.5 
24 クロム（Cr） mg/ℓ ＜0.2 ＜1.0 
25 六価クロム（Cr6+） mg/ℓ ＜0.05 ＜0.5 
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26 銅（Cu） mg/ℓ ＜0.2 ＜1.0 
27 鉛（Pb） mg/ℓ ＜0.1 ＜1.0 
28 水銀（Hg） mg/ℓ ＜0.002 ＜0.05 
29 ニッケル（Ni） mg/ℓ ＜0.2 ＜1.0 
30 セレン（Se） mg/ℓ ＜0.05 ＜0.5 
31 銀（Ag） mg/ℓ ＜0.1 ＜0.5 
32 亜鉛（Zn） mg/ℓ ＜1.0 ＜3.0 
33 モリブデン（Mo） mg/ℓ ＜0.1 ＜1.0 
34 アンモニア（NH3） mg/ℓ ＜5.0 ＜7.0 
35 DO mg/ℓ ＞2.0 ＞1.0 
36 ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ ＜0.003 ＜0.003 
37 カルシウム mg/ℓ ＜150 ＜200 
38 マグネシウム mg/ℓ ＜150 ＜200 
39 四塩化炭素 mg/ℓ ＜3 ＜3 
40 ヘキサクロロベンゼン mg/ℓ ＜2 ＜2 
41 DTT mg/ℓ ＜1.3 ＜1.3 
42 エンドリン mg/ℓ ＜0.01 ＜0.01 
43 ジエルドリン mg/ℓ ＜0.01 ＜0.01 
44 アルドリン mg/ℓ ＜0.01 ＜0.01 
45 イソドリン mg/ℓ ＜0.01 ＜0.01 
46 パークロロエチレン mg/ℓ ＜2.5 ＜2.5 
47 ヘキサクロロブタジエン mg/ℓ ＜3 ＜3 
48 クロロホルム mg/ℓ ＜1 ＜1 
49 1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ ＜2.5 ＜2.5 
50 トリクロロエチレン mg/ℓ ＜1 ＜1 
51 トリクロロベンゼン mg/ℓ ＜2 ＜2 
52 ヘキサクロロシクロヘキセン mg/ℓ ＜2 ＜2 

また同政令の ANNEX 3 で、一日当たり 10 立方メートルを超える場合は放出・輸送前に環境省の許可を

得なければならない汚染源の種別（カテゴリーⅠ）と、量に拘わらず環境省の許可を得なければならない汚

染源の種別（カテゴリーⅡ）が示されており、鉱物関連事業については、下記にあてはまる汚染源がその対

象となる（ANNEX 3 の表から抜粋）。 
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番号 汚染源の種別 カテゴリー

8 煉瓦製造 Ⅰ 

28 硝子製造 Ⅰ 

29 セメント製造 Ⅰ 

30 マカダム採掘 Ⅰ 

31 砂利採掘 Ⅰ 

34 混合コンクリート製造 Ⅰ 

39 石油貯蔵所および給油所 Ⅱ 

45 採掘および選炭 Ⅱ 

47 無機顔料製造 Ⅱ 

55 石油精製工場 Ⅱ 

56 鉄および鋼鉄業 Ⅱ 

57 非鉄金属製造 Ⅱ 

58 金属製品製造 Ⅱ 

64 研究所 Ⅱ 

（２） 固形廃棄物 
上述の「固形廃棄物の管理に関する政令」で、危険廃棄物のカテゴリーを規定し、以下の義務を定めている。 

• 危険廃棄物の所有者は、安全かつ適切な方式で一時貯蔵しなければならない（第 13 条）。 
• 危険廃棄物の所有者は、四半期に一度、廃棄物報告書を作成し、環境省に提出しなければ

ならない。この報告書には、廃棄物の種別と量、一時貯蔵方式、処理・分離方式を記述しな

ければならない（第 14 条）。 
• 危険廃棄物は、家庭廃棄物とは分けて貯蔵・輸送・廃棄しなければならない。危険廃棄物を

公共の場所、公共の下水、公共の水域、地方、森林に廃棄することは厳しく禁止される（第

15 条）。 
• 工場や生産地で発生した危険廃棄物の輸送および貯蔵・埋立地の建設については、環境省

から許可を得なければならない（第 17 条）。 
• 危険廃棄物の貯蔵・埋立地の所有者または責任者は、四半期に一度危険廃棄物報告書を

作成し、環境省に提出しなければならない。この報告書には、廃棄物の種別と量、廃棄物の

発生源、パッキング・輸送方式、同地内における廃棄物の処理・管理方式を記述しなければ

ならない（第 18 条）。 
• 危険廃棄物を外国からカンボジア王国へ輸入することは厳しく禁じられる（第 21 条）。 

鉱業関連で危険廃棄物に該当すると考えられるものは以下のとおり（同政令末尾のリストから抜粋）。 
8. 石油精製・潤滑油使用・洗浄油使用により発生した油廃棄物 
9. 酸廃棄物 
10. アルカリ廃棄物 
11. 金属廃棄物およびその化合物……亜鉛（Zn）・セレニウム（Se）・スズ（Sn）・バナジウム（V）・銅

（Cu）・ヒ素（As）・バリウム（Ba）・コバルト（Co）・ニッケル（Ni）・アンチモン（Sb）・ベリリウム（Be）・テルル

（Te）・鉛（Pb）・チタン（Ti）・ウラン（U）・銀（Ag） 
25. 無機フッ化物廃棄物 
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26. シアン化物廃棄物 
27. アスベスト廃棄物 
28. フェノール廃棄物 
29. エーテル廃棄物 
30. 溶剤の製造・使用により発生した廃棄物 
31. ダイオキシン・フランの製造・使用により発生した廃棄物 
32. 放射性廃棄物 

（３） 大気汚染 
上述の「大気汚染と騒音の管理に関する政令」の ANNEX 3 で、環境大気に放出してよい汚染物質の許

容量を以下のとおり定めている。 

 
番号 パラメーター 放出許容量 

1 焼却炉からの煙 
金属加熱からの煙 
石灰・セメント製造からの煙 
アスファルトコンクリートプラント 

400 mg/m3 

400 mg/m3 

400 mg/m3 

500 mg/m3 
2 シリカ（SiO2）を含む塵埃 

アスベストを含む塵埃 
100 mg/m3 

27μg/m3 
無機物質 

3 アルミニウム（Al） （塵埃）300 mg/m3 

（Al）50 mg/m3 
4 アンモニア（NH3） 100 mg/m3 
5 アンチモン（Sb） 25 mg/m3 
6 ヒ素（As） 20 mg/m3 
7 ベリリウム（Be） 10 mg/m3 
8 塩化物（Cl） 20 mg/m3 
9 塩化水素（HCl） 200 mg/m3 
10 フッ化水素（HF） 10 mg/m3 
11 硫化水素（H2S） 2 mg/m3 
12 カドミウム（Cd） 1 mg/m3 
13 銅（Cu） （塵埃）300 mg/m3 

（Cu）20 mg/m3 
14 鉛（Pb） （塵埃）100 mg/m3 

（Pb）30 mg/m3 
15 亜鉛（Zn） 30 mg/m3 
16 水銀（Hg） 0.1 mg/m3 
17 一酸化炭素（CO） 1000 mg/m3 
18 二酸化硫黄（SO2） 500 mg/m3 
19 窒素酸化物（全種類）（NOx） 1000 mg/m3 
20 窒素酸化物（放出された製品）（NOx） 2000 mg/m3 
21 硫酸（H2SO4） 35 mg/m3 
22 硝酸（HNO3） 70 mg/m3 
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23 三酸化硫黄（SO3） 35 mg/m3 
24 リン酸（H3PO4） 3 mg/m3 

有機物質 
25 四臭化アセチレン（CHBr2－CHBr2） 14 mg/m3 
26 アクロレイン（CH2＝CHCHO） 1.2 mg/m3 
27 アニリン（C6H5NH2） 19 mg/m3 
28 ベンジジン（NH2C6H4C6H4NH2） なし 
29 ベンゼン（C6H6） 80 mg/m3 
30 クロロベンジル（C6H5CH2Cl） 5 mg/m3 
31 ブチルアミン（CH3(CH2)2CH2NH2） 15 mg/m3 
32 クレゾール（o-, m-, p-CH3C6H4OH） 22 mg/m3 
33 クロロベンゼン（C6H5Cl） 350 mg/m3 
34 クロロホルム（CHCl3） 240 mg/m3 
35 塩化ピクリン（CCl3NO2） 0.7 mg/m3 
36 o-ジクロロベンゼン（C6H4Cl2） 300 mg/m3 
37 1,1-ジクロロエタン（CHCl2CH3） 400 mg/m3 
38 硫酸ジメチル（(CH3)2SO4） 0.5 mg/m3 
39 ジメチルヒドラジン（(CH3)2NNH2） 1 mg/m3 
40 ジニトロベンゼン（o-, m-, p-C6H4(NO2)2） 1 mg/m3 
41 エチレンジアミン（NH2CH2－CH2NH2） 30 mg/m3 
42 エチレンクロロヒドリン（CH2ClCH2OH） 16 mg/m3 
43 エチレンオキシド（CH2OCH2） 20 mg/m3 
44 ホルムアルデヒド（HCHO） 6 mg/m3 

 

（４） 騒音 

特に規定なし 
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２． その他の鉱業関連法 
２－１． 鉱山保安法 

鉱山保安法は特別に制定されておらず、鉱業法（第 21 条の職業安全と労働衛生）および前述のとおり鉱

業権者の義務内容として、工鉱業エネルギー省と締結する鉱物探査・採掘契約書において具体的に規定さ

れる。 

２－２． 閉山法 
鉱山保安法と同様 

２－３． 労働法 
労働関連政策の立案と実施は、労働・職業訓練省の管轄となっている。 

（１） 概要 
労働法は、1997 年 1 月 10 日に議会で採択された。この法律は 396 条からなっており、一般的な労働

条件および以下のような関連事項を規定している。 
• 賃金 
• 労働時間数、1 日当たりおよび 1 週間当たり 
• 夜間労働 
• 週ごとの休み時間 
• 有給休暇 
• 年次有給休暇 
• 特別休暇 
• 児童労働、女性の労働 
• 労働組合結成の自由および企業における労働者の代表 
• 労働争議の解決 

（２） 外国人従業員 
投資家は以下のような外国人従業員を雇用することができる。 

• 適格な管理職 
• 技術系職員 
• 熟練労働者 

（２－１） 現地労働者の優先雇用義務 
外国人の雇用は、その当該外国人が有する資格および経験がカンボジア人において提供できない場合

に限定され（外国投資法第 18 条）、原則現地労働者の優先的雇用が義務付けられている（労働法第 263
条）。これは外国人労働者を雇用する企業・組織の形態を問わず適用される（布告 185 号第 1 条）。 

外国人の雇用は、カンボジア人に要求される職務の遂行が困難と判断した場合に限定され、その際に企

業の所有者もしくは経営者は、労働・職業訓練省にその旨を記した要請書を提出しなければならない（通達

161 号第 1 条）。 

（２－２） 雇用比率規制 
外国人の雇用には比率規制を設け、その具体的比率は労働・職業訓練省が適宜規定する（労働法第

264 条）。 
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外国人の雇用についてはカンボジア人の総数の10%以下としなければならないと規制されている（通達

161 号第 2 条）。なお、この雇用比率の違反については、基本日給の 61 日から 90 日の罰金もしくは 6 日か

ら 1 か月の禁固刑が科される（労働法第 369 条）。 

この 10%の内訳にも以下の上限がある。 
① 事務職は３%、②熟練職は 6%、③未熟練職 1% 

ただし、労働省が認める場合、この比率を上回ることができる（労働法第265 条）。その場合は、新たに雇

用する外国人の職位、職能、職種と個々の外国人の雇用が必要な理由を明確に記した要請書を労働・職業

訓練省に提出しなければならない（通達 161 号第 2 条）。 

（２－３） 現地従業員の研修義務 
外国人労働者の職務をカンボジア人が代替できるよう、カンボジア人に対する研修プログラム・計画を持

たなければならない（布告 185 号第 6 条）。 

２－４． 先住民保護法 
カンボジアの大多数民族はクメール人であり、ベトナム人や華人、ムスリムのチャム人が少数民族として

存在し、さらに、鉱物資源の多くが埋蔵されている山岳部を中心としてさまざまな少数民族が、それぞれ少

人数ながら存在している。 

カンボジア政府はこれまで、こうした少数民族に対する同化政策を進めてきた。カンボジアでは、1979 年

以降ほぼ 2000 年まで続いたポルポト派との内戦の中で、山地に拠って反政府ゲリラ活動を行う勢力による

使役を防ぐためにも、政府は移動性の先住山岳民族に対する定住促進政策を積極的に進めてきた経緯が

ある。 

このため、先住民の独自の文化や生活様式はカンボジアではすでにほとんど失われており、近年になっ

て、近隣諸国であるタイ北部のチェンマイ・チェンラーイやベトナムのサパに見られるような、少数民族に民

族衣装や民族の踊りなどをカンボジアでも披露させて観光資源としようとする試みが行われたが、これも事

実上挫折している。 

こうしたことから、カンボジア政府には目下、先住民保護という考え方はほぼ無いと考えられる。 

２－５． その他 
なし。 
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３． 鉱業概況 
３－１． 鉱業の現状と動向の概要 

カンボジアにおける鉱業活動はGDPの0.3%を占めるに過ぎず、その中身も非金属の建設資材、工業原

料などが卓越し、それに僅けな量の貴石･半貴石類および金の小規模～零細採掘が続くと報じられるが、他

の金属資源関係では現在の採掘例は知られていない。 

採掘されている非金属鉱物いずれの生産も、同国の市場規模と同様ごく小規模で低調に推移しており、

統計資料では非金属鉱種の簡単な統計データが公刊されているに留まる。 

カンボジアにおける鉱物資源の埋蔵量に関しては、統計的に確たる資料を取り纏められるに至っていない。 

３－２． 地質鉱床 
（１） 地質概略 

カンボジアは地質的に 3 つの異なる構造からなっている。カンボジア東部では三畳系からジュラ紀前期ラ

イアス統の内湾成浅海堆積岩類が広く分布し、カンボジア西部にはジュラ紀―白亜紀の陸成砂岩が高地を

形成している。それらの間の中央平野には第四紀堆積物が広く分布する。 

カンボジアでは先カンブリア系を 下部とし、 上部の白亜紀まで広がる一連の堆積累層が分布するが、

これらは全て連続した構造運動と火山活動の影響を受けている。それらの内、第三紀累層はカンボジアの

陸域での露出は非常に限られ、シャム湾の海底で厚い層を形成しているが、これが石油･天然ガスの胚胎

層準として期待されている。 

（１－１） 層序 
1） 先カンブリア系 

先カンブリア系の岩石は高変成度の変成岩からなり、カンボジアの北東および北西における基盤を形成

している。 

Ratanakiri 州の 北東には Kontum Massif（コンツム地塊）の延長部分に当たる Bokham 統と呼ばれる

片麻岩、雲母片岩、輝岩、角閃岩から成る高度変成岩類が分布する。 

カンボジア北西部の Pailin 火成岩類の露出は比較的少量で、花崗岩、閃緑片麻岩、角閃岩、斑レイ岩化

した塩基性片麻岩からなるが、Bokham 統との類似性から先カンブリア系と考えられている。カンボジア南

西の Preah 地塊の中心をなす優白オルソナイスもまた、上位のカンブリア紀の珪岩との位置関係から先カ

ンブリア系とされている。 

2） カンブリア系－シルル系 
カンボジアにおけるカンブリア系の存在は、北部で砂質頁岩中から発見･同定されたカンブリア紀三葉虫

類（Blainia aff）で確認され、他の露頭も層序位置と層相の類似性からカンブリア系に分類されている。 
カンボジアのカンブリア紀－シルル紀累層は次の 3 群がある。 

• 下層の緑泥石片岩、絹雲母片岩、石英トルマリン片岩からなる累層群 
• カンボジア中央部および南部（Preah, Tvea Kampot 他）における変成珪岩群 

他に、Battambang 州 Treng 南部の火成岩複合岩体（先カンブリア系?）上の珪岩（Phnom 
TaTheng と Phnom Takean）には、層相類似からカンブリア系とみられるものもある。 

• 上部の、低変成度の珪岩群（the Damrey Romeal Group） 
Kratie-Snoul-Memot 地域におけるカンブリア系とされる変成岩の小露頭のいくつかは、花崗

岩の貫入により変成された三畳紀の微角礫岩である。 



 

  - 38 -

3） デボン系-石炭系 
デボン系-石炭系はカンブリア系－シルル系の上に不整合に載っており、碧玉と放散虫類の層を伴う砂岩、

頁岩、少量のマール、礫岩、石灰岩を含み、非変成の堆積累層の 下部層を形成している。これらは、ペル

ム紀の石灰岩（Poi Pet 南部）や、三畳紀の砂岩（Tadeth 地塊の南東部の外縁麓）に不整合に覆われる。こ

れらの岩石はカンボジアの南部で孤立した小丘を形成、または地下に広く分布し、第四紀の薄い沖積層に

覆われる。デボン系－石炭系は強く褶曲されており、上部は火山および深成活動の影響を受け、その厚さ

は 3,000 m を越える箇所もある。 

4） 上部石炭系－ペルム系 
カンボジアの上部石炭系－ペルム系は 2 タイプの堆積相、即ち縁海成砕屑相と縁海成生物源相からな

る。 

縁海成砕屑相は、砂岩、石灰岩の挟在を伴う頁岩から成り、カンボジアの東部に限定的に分布する。シリ

ーズの年代は、ペルム紀の化石を豊富に含む石灰岩により決定されている。 

一方の縁海成生物源相は、化石に富む白～灰色石灰岩（中部～上部ペルム紀、一部石炭紀）で特徴付

けられ、カンボジアの北部、西部、南部で平野から隆起した孤立丘をなす。下位のデボン系－石炭系などと

の関係は不整合で、場所によってはペルム系を欠く。 

カンボジアのペルム系は火山活動の影響が大きく、Preah Vihear と Stung Treng 高地のペルム系石灰

岩中には安山岩質および粗面岩質の火山および火山－陸源性累層が挟在される。安山岩巨礫はカンボジ

ア南部 Phnom Tuk Meas のペルム紀石灰岩中でも観られる。 

5） 三畳紀 
カンボジアでは、三畳系は海成と亜大陸成の 2 相に識別できる。 

海成の三畳系はカンボジア東部（Kratie, Stung Treng, Ratanakiri）で一般的で、砂質頁岩、石灰化砂岩、

マールからなる。亜大陸相はカンボジア中央部（Rovieng, Srang と Kratie の西部）、西部（Tadeth massif）
の多くの場所に分布する。この相は砂岩および、頁岩とマールが挿入された微角礫岩からなる。 

これらの地層の大部分は、大陸縁辺起源物質からなる。カンボジアの西部にある Tadeth 地塊ではその

厚さは 1,000m に及ぶ。亜大陸成と海成の両シリーズ共に流紋岩質の凝灰岩が存在することから、三畳紀

には重要な火成活動が生じたことが分かる。 

6） 初期－中期ジュラ紀 
初期－中期ジュラ系は、カンボジア東部の Ratanakiri 州、Mondulkiri 州、Kratie 州、Stung Treng 州と

Preah Vihear 州の大部分を覆い厚さ 2,000 m まで発達した”赤色平原”で代表される。このシリーズは西方

へ向けて薄くなり Rovieng では数百 m に、さらに Stung Sangke の手前では消滅してしまう。この系は礫岩、

緑がかった砂岩、石灰岩、潟起源の海浜成石灰化砂岩層を挟在した赤色砂岩、シルト岩、粘土岩を含む大

陸の砕屑岩よりなる。 

カンボジア西部では、初期－中期ジュラ系累層はわずかに不整合で上位砂岩シリーズと連接している。 

その初期－中期ジュラ系累層は Rovieng と Sisophon の間の多くの場所で、上位砂岩の下底部分で見ら

れ、その細粒砂岩は Angkor 他の多くの寺院建築に利用された。 
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7） 後期ジュラ紀－白亜紀 
後期ジュラ系－白亜系はカンボジア西部（Phnom Kravanh）と北部 （Phnom Dangrek）と中央（Phnom 

Kulen, Phnom Tbeng, Phnom Santuk 他）にある準平原高地と卓状台地（mesa）を形成している。この時

代の累層は、 

堆積性と火山－堆積（混合）性の 2 つの模式層序で特徴付けられる。堆積性累層は大陸起源の砂岩、シ

ルト岩、礫岩から成り、厚さは 2,000m を超える。シリーズ上部の年代は花粉分析により初期白亜紀と決定

されている。 

後期ジュラ系－白亜系の火山堆積層序はカンボジア東部の Stung Treng､Kratie と Ratanakiri だけで発

見されており、基底礫岩、赤色砂岩から、上位の安山岩、少量の石英安山岩を伴う凝灰岩から成る。 

この系の厚さは、ベトナム国境周辺域 800 m にまで達する。 

も重要な火山活動は砂岩の形成期、特にその 上部形成期に起こった。カンボジア西部の Tumor, 
Kchol, Khnong Ay における大規模な流紋岩質地塊はこの時代に属する。カンボジア西部で、流紋岩質お

よび石英安山岩質累層はCardamom砂岩地塊の東側前山を覆い、そこでは上部砂岩内にこれら流紋岩層

が挟在されているのが確認できる。上部砂岩累層の中には、酸性の火山物質を豊富に含むものもある。 

8） 新第三系－更新統 
この時代の堆積物は 1:20 万縮尺のフランス地質図で“古沖積層（The Old Alluvium）”として解釈されて

いた。これらの堆積物は、一般的に海水準 25～150 m のレベルでテレーンや平地を形成している。この系

統の上部は部分的に強くラテライト化されている。この堆積物の上をより若い年代の玄武岩が覆う事から、

その年代は 65 万年前より古いと確認される。Pailin では、“古沖積層”が新第三紀-第四紀の玄武岩に挟ま

れる事から｢古沖積層｣は、初期第四紀と後期鮮新世、つまり 1.5～2Ma のものと位置付けられる。 

新第三系－更新統の累層はカンボジア東部の大盆地の中に認められ、よく発達した礫岩層準の上位粘

土岩やシルト岩からなり、海岸平野堆積相を示している。 

新第三系－更新統の累層は、また、Mekong 川の河谷と Tonle Sap 川地域の地溝を埋めているが、より

若い沖積物に完全に覆われている。首都Phnom Penhでは、上部新第三系累層は厚さ 25-30m の第四紀

沖積土の下でその分布が確認されている。 

新第三系－第四系のもう一つ別のユニットは鮮新世-更新世の玄武岩で、Ratanakiri 州, Mondulkiri 州, 
Kampong Cham 州の玄武岩台地、そして幾分少規模の流出であるが Preah Vihear 州, Pailin 州, Pursat
州, Koh Kong 州の台地も形成している。 

これらは約 100～140m の厚さの玄武岩、アルカリ玄武岩、高アルミナ玄武岩からなる。この玄武岩の年

代は 1.77Ma～2.6Ma まで様々である。Ratanakiri 州の大規模玄武岩台地は堆積性ジルコン鉱床の重要

な源であり、一方、カンボジア西部（Pailin,Samlot,Chamnop,Chhnuon）の小規模玄武岩露頭は、高品質コ

ランダム、ルビー、サファイアの主な源である。 

9） 第四系 
第四系の堆積物はカンボジアに広く分布する。特に Mekong川とTonle Sap川系の広い平地において広

がり、一般的に海水準 0 から 40 m までのレベルを占めている。 

初期第四系は河川と海起源の砂、シルト、粘土岩からなる。 

中期第四系は平野の中で海水準 15m より上の段丘を形成する赤色砂質堆積物から成る。 
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中期-後期第四系はカンボジア北部、南東部、北西部に広がり、中央平野の外側部分に位置するより高

い起伏地形を造って露出していて砂利、円礫、砂、粘土から成る。このユニットは Battambang 地域では約

200 m の厚さになる。 

完新統は海岸平野と中央平野、および小さな中山形谷（upland valley）に分布し、湖、川、海岸/海浜、浅

海起源の 近の堆積物による。堆積物は有機物の遺骸を含む灰色のシルト、砂、粘土からなる。その厚さ

は非常に薄く、かつ、しばしば途切れているため、下位のより古い累層が地表に表れている。 

層序分類の 終に当たる（ 新の）ものとしては、砂岩地塊と花崗岩地塊（Koulen, Dangrek, Kravanh, 
Kchol）の近くに見られる、古期と新期の沖積層を部分的に覆う風化残留砂の累層がこれに属する。 

（１－２） 火成活動 
1） 貫入岩 

カンボジアの主要な貫入岩類は、次に挙げた４時期の花崗岩類貫入活動に区分できる。 
• 先ヘルシニア造山期もしくは初期－中期古生代の花崗岩類の活動 

これに属するのは Kampot から約 40km 北にある Preah 地塊と Pailin および Bokham の花崗

閃緑岩である。 
• ヘルシニア造山期もしくは二畳紀－三畳紀に生じた活動 

これらの活動はカンボジア北東部に分布する Bokham の花崗岩（227Ma）および多くの小バソ

リスを形成した。Stung Treng と Ratanakiri の斑レイ岩質および閃緑岩質貫入岩もこの時期の

相に属する。 
• 後期三畳紀－黒ジュラ世（Liassic）の閃緑岩－花崗閃緑岩の活動 

これらは Knong Ay, Phnom Lung 花崗岩およびそれらの付帯物とカンボジアの北部、東部

（Klek Klak, Snuol, Kdol, Ochhung）の花崗閃緑岩を形成し、それらの放射性年代は 64～

172Ma である。 
• 白亜紀－古第三紀に生じた活動 

これらは Ba Phnom の高アルミナ花崗岩、Phnom Bayang の花崗岩、Bamnak type の斑レイ

岩から閃緑岩の中性岩を形成した。 

2） 火成岩 
カンボジアに分布する火成岩は、流紋岩－石英安山岩類、安山岩、玄武岩である。 

流紋岩の年代は、カンブリア紀－シルル紀～白亜紀までと幅が広く、その時代と分布は次のとおりである。

カンブリア紀－シルル紀の流紋岩は Preah 地塊の珪岩の下部に見いだされる。ペルム紀以前の流紋岩は

カンボジア南部の Kampot 州および沿岸の島（coastal islands）に広く分布する。ペルム紀－三畳紀の流紋

岩礫は、ジュラ紀の赤色平原（red terrain）の基底礫岩中に見られる。白亜紀の流紋岩は地表に露出してお

り、カンボジア西部および北部を広く覆っている。 

安山岩質の火山活動は、主なものとして Preah Vihear 高地でのペルム紀の活動と、それに次ぐものとし

てジュラ紀－白亜紀に Kratie と Stung Treng 地域で生じたものがある。 

時代的に新しいユニットとしては、新第三紀と第四紀の玄武岩があり、カンボジア東部と中央部で広大な

台地を形成している。 

（１－３） カンボジアの地質構造および構造発達史 
カンボジアはインドシナ台地の一部で、この台地は後期三畳紀に生じた造山運動により圧密され、隆起し
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た Indosinian として知られる大陸地殻の地塊である。 

ジュラ紀から古代三紀までに、沈んだ地域（immerged area）は侵食され、陸上堆積物を形成した。新第

三紀における、 近のテクトニック・イベントにより今日の地理学的な形状がつくられた。 

カンボジアには次の４つの主な構造期がある。 

① カレドニア造山運動により Pailin および Bokham のカンブリア紀－シルル紀累層が強く変成された。 

② インドシナ造山運動は４つの小さな構造期に分ける事が出来る。それらは、第１段階のデボン紀－石

炭紀シリーズの褶曲、第２段階のペルム系と三畳系の不整合形成、第３段階の中期三畳紀に 高潮

に達した三畳紀シリーズの褶曲で、第４段階はカンボジア西部の浸没/沈降（immersion）である。 

③ 第三紀と第四紀の造山運動は白亜紀中期に始まり、第四紀初期に終了した。この造山運動により、

Tonle Sap 湖が占めている中央盆地をおそらく沈降させ、カンボジア東部および南部中央にある台地

を形成した玄武岩の噴出を引き起こしたと考えられている。 

④ その後のネオテクトニクス運動は沈降谷（submerged valleys）と沈降平野（submerged plain）を形成

したが、それらは、カンボジア西部の沿岸で明瞭に観察される。 

（２） 地質構造図 
カンボジアの地質構造図を示す。 

 

図 6： カンボジア地質図（鉱山局） 
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（３） 主要鉱床分布図 
カンボジアの鉱産図を示す。 

 

図 7： カンボジア鉱産図 （鉱山局） 

（４） 鉱床および鉱山概要 
鉱物資源調査は、フランスの BRGM などによる調査が 1980 年代に行われたが、まだ十分ではない。 

カンボジアにおける、金属鉱床の鉱化作用は主に次の 4 期に分けられる。 
① 石炭紀以前（先インドシナ期） 

古生代後期および時代未詳の基盤岩中の花崗岩類に伴う金鉱化作用およびその周辺の漂砂鉱床 
② 石炭紀～三畳紀（インドシナ期） 

酸性～中性貫入岩類に伴う金・銅・鉛・亜鉛鉱化作用 
③ ジュラ紀～第三紀 

中部～西部の酸性火成活動に伴う熱水鉱化作用による金・銅・鉛・亜鉛・錫・タングステン・アンチモン 
④ 第四紀 

金・錫の砂鉱床およびボーキサイト 

具体的には、銅の鉱化作用はインドシナ造山帯中にいくつか知られ、そのうちプノンペン北 200 km に位

置する Rovieng 近くの銅鉱徴地は、インドシナ期（石炭紀から三畳紀）安山岩に伴われている。 

鉛・亜鉛はプノンペン西北西 110 km の Samrong 近くに鉱脈鉱床が発見されている。ジュラ紀の花崗岩

に伴われた方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱を主とした鉱床である。 

錫はプノンペンの西 95 km の Knog Ay 地域でグライゼン化したマイクログラニット、アプライト中の石英

脈に初生錫鉱床の鉱徴が発見されている。 

採掘されている鉱物としては、貴石（サファイア、ルビー、ジルコン）、リン鉱石、塩、建設材料（粘土、砂

利）が若干量あるに過ぎない。 
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前期古生代の鉱化作用 

インドシナ地塊と南中国地塊とが衝突した時代であったと思われ、両者の境界はマー川に

沿う構造帯付近である。その両側、すなわちベトナム中部～カンボジア北部にかけての地域

で火成活動が起こり、それに伴って鉱床が形成された。 

後期古生代‐前期中生代（インドシナ期） 

この時代も、インドシナ地塊と南中国地塊とが衝突を繰り返した時代であったと思われるが、両

者の境界はやや北側に移動し、ダー川に沿う構造帯付近であったと考えられる。その両側、すな

わちベトナム北部～カンボジア北部にかけての地域では多くの鉱床が形成された。 

一方、シャンタイ地塊との間においても、両者の衝突により火成活動が生じ、これに伴って、

カンボジアからタイにかけても多くの鉱床が形成された。 

主な鉱床は、ニッケル、銅、鉄、石綿、滑石、ろう石などである。 

後期中生代‐古第三紀 

この次期もインドシナ地塊と南中国地塊とが衝突を繰り返した時代であり、両者の境界は前

の鉱化期同様にダー川に沿う構造帯付近と考えられる。その両側、すなわちベトナム北部～

カンボジア北部にかけての地域では多くの鉱床が形成された。また、ベトナム南部では、東か

ら潜り込むプレートの影響で火成作用が起こり、これに伴う鉱化作用も知られている。 
（須藤定久、神谷雅晴、平野英雄（1996）から引用） 

 

 

図 8 インドシナ地域の鉱化作用 （鉱化作用の相対的強度） La Thac Xinh （1981）を修正・加筆 
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（５） 州別鉱物資源一覧 
 

州 産出資源 州内産出地 

石灰岩 Sisophon Banteay Meanchey 州 

リン酸塩 Phnom Bat、Phnom ChunChean、Phnom 
banteay neang 、 Phnom thom Prasat 、

Phnom Toch 

石灰岩 battambang、Phnom Sampov 

金鉱 Thmor Meas 

鉄鉱 Phnom preuk 

リン酸塩 Phnom Sampov 

アルミニウム鉱 Battambang 

Battambang 州 

貴石 Borann、Somlot、Anlong krobao 

金 Rumchek Kampong Cham 州 

土 Prek Kork 

土 Andong Russey、Phum Trok Kampong Chhnang 州 

花崗岩 Thmor Meas 

鉛、銅、亜鉛 Samroang、Knong Ek 

銀 Samroang 

亜鉛 Knong Ek 

スズ Knong Ek 

タングステン Knong Ek 

Kampong Speu 州 

石灰石 Phnom Chas 

土 Prasat Andaet Kampong Thom 州 

金 Phnom Chy、Kroyea 

石灰石 Kampot1 、 Kampot2 、 West Touk Meas 、

East Touk Meas 

グラファイト Phum Sar、Koh Sras、Phnom Chakrei 

金 Phnom Loak 

鉄鉱 Kampot 

Kampot 州 

リン酸塩 Phnom Thom、Phnom Kamraong、Phnom 
Bat、Phnom Laarng 

Kandal 州 モリブデン Phnom Baset 

Koh Kong 州 白砂 Sroload 、 Phum Kropae 、 Phum Loang 、

Chroy Svay、Stung Thmor、Peam Rieng、

Keo Phos、Chhker Proset 3 

鉛、銅、亜鉛 O Kreak Kroak、Kroch Chhma 

花崗岩 Svaychras 

金 Otrang、Svay Chhrm、Srae Cha 

Kratié 州 

貴石 Rumpok 
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州 産出資源 州内産出地 

鉛、銅、亜鉛 O Chhrung 

花崗岩 Laok、Namreu 

金 Memong、Opy、Antrong 

Mondulkiri 州 

アルミニウム O Chhrung 

Phnom Penh 市 ― ― 

モリブデン Phnom Tbong 

鉛、銅、亜鉛 Phnom Pael、Rumdeng、Phnom Daek 

金 Phnom Leung、Rumdeng、Phnom Daek 

鉄鉱山 Phnom Leung、Rumdeng、Phnom Kbol、
Phnom Prolean、Phnom Daek 

貴石 Phnom Chhnung、Phnom Thmei1、Phnom 
Thmei2 

石炭 Roveang 

大理石 Kompong Srolot1、Kompong Srolot2 

Preah Vihear 州 

マンガン Phnom Daek3、Chhaeb1、Chhaeb2 

Prey Veng 州 ― ― 

土 Phum Trosek 

リン酸塩 Phum Chheam 

アンチモン Srae Peang 

クロム Srae Peang 

Pursat 州 

パゴダイト 
（大理石） 

Ta Sai 

鉛、銅、亜鉛 Banh Chey、Lumphat、Borkeo 

金 Boh Kang、Veung Sai、Phnom Baang 

Ratanakiri 州 

貴石 Chumrom Bei Srok 

土 Phnom Kraom Siem Reap 州 

花崗岩 Phnom Kchong 

Sihanoukville 州 白砂 Teuk Sab、O Tres、O Chhrov 

土 San Ang 

鉄鉱 Anlong Chy、Stung Treng、San Ang、Svang

パゴダイト（大

理石） 
Chamka Ko 

貴石 Kheun 

石炭 Trat、Vuong Nhung 

Stung Treng 州 

苦灰石 Charavann 

Svay Rieng 州 ― ― 

Takéo 州 モリブデン Phnom Din 
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州 産出資源 州内産出地 

パゴダイト 
（大理石） 

Kompong Khsach 

白砂 Tran Khna 

花崗岩 Prek Rumdeng 

銀 Borsaptrop、Phnom Kombao 

金 Borsaptrop、Phnom Kombao 

Oddar Meancheay 州 

鉄 Kbal Stung 、 Phnom Rumdaeng 、 Phnom 
Snol 

Kep 州 ― ― 

金 Pailin Pailin 州 

貴石 Pailin、Daeklaeng Pedaem 

３－３． 鉱業の当該国経済における位置付け 
鉱物資源の調査や鉱業案件は、カンボジアにおいてようやく端緒についたばかりであり、国民総生産に

占める割合は現状、決して大きいとはいえない。 

だが、ボーキサイト、石炭、鉄鉱石、銅、金、石灰石等、豊富な鉱物資源が期待されるカンボジアでは、複

数の探鉱案件が現在実施中である。 

日本からも、JICA 鉱業振興マスタープラン調査（2008/8～2010/8）として積極的に二国間協力が行われ

ているところである。 

カンボジア政府は、天然ガス、石炭、ボーキサイト等の資源開発にも関心を持っている。三菱商事と BHP 
Billiton（英豪系）によりボーキサイト採掘・アルミ生産の調査が行われている。 

資源がキーワードとなるといわれる 21 世紀国際情勢の文脈からも、カンボジア政府による鉱業への期待

感は高いといえよう。 

３－４． 鉱業行政機関 
カンボジアにおいて鉱業に直接関係する組織は鉱物資源総局（GDMR: General Department of Mineral 

Resources）であり、これは工鉱業エネルギー省の傘下にある。他に環境省も鉱業に関して密接な管理監

督上の地位を占め、また、外資による鉱業活動では、カンボジア開発評議会（CDC: Council for the 
Development of Cambodia）による外資事業の許認可と契約締結がカンボジア国内での事業活動の前提

となる。他に探査、採掘活動の段階では、雇用の関係から労働職業訓練省、税務の関係では商務省、経済

財務省、さらに水資源･森林利用などの面では水資源気象省、農業林業漁業省などが関係することとなる。 

以下、それらの内の主な関係先政府機関について記す。 
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（１） 工鉱業エネルギー省（MIME: Ministry of Industry, Mines and Energy） 
• 所在地： No 45 Norodom Blvd., Phnom Penh 
• 電話： 023 211 751 
• Fax： 023 428 263  
• E-mail： info@mime.gov.kh 
• ウェブサイト： http://www.mime.gov.kh/  

工鉱業エネルギー省は、1996 年 1 月 24 日に公布された「工鉱業エネルギー省の設立に関する法律」に

基づいて設立され、大臣官房室、工業総局、鉱物資源総局、エネルギー総局、監査総局、総務部、人事局

部、財務部、法務部および地方支局から構成されている。 

鉱業に関しては、工鉱業エネルギー省は鉱物資源総局およびエネルギー総局の上位組織として、よりマ

クロに国内天然資源の管理と有効利用、環境整合的な開発などで政策的に地質･鉱業活動を広く管理･監

督する。 

工鉱業エネルギー省本省全体の職員数は約 700 名であり、この他に各州、主要都市などの出先にもス

タッフが駐在あるいは任命されている。 

工鉱業エネルギー省の任務に係る印刷情報は公表されているサイトでは入手できなかったが、鉱物資源

総局の上位組織として、鉱業だけでなく工業分野全般に亘り、政策策定からその施行、管理を広く行う行政

機関として組織されている。 

鉱業分野に関しては、傘下の鉱物資源総局と連携して、マクロ政策面から鉱業活動を推進すると共に、

関連工業分野に対してもその波及効果を及ぼすべく各種の政策の策定と運用を図っている。 
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図 9： カンボジア工鉱業エネルギー省組織図 （同省ウェブサイトより） 

（２） 鉱物資源総局（GDMR: General Department of Mineral Resources） 
• 所在地： No 45 Norodom Blvd., Phnom Penh 
• 電話： 012 996 517 / 023 210 811 
• Fax： 023 362 989 / 023 428 263  
• E-mail： dgm@camnet.com.kh 
• ウェブサイト： http://www.mime.gov.kh/ （工鉱業エネルギー省） 
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鉱物資源総局 GDMR は工鉱業エネルギー省傘下で組織され、その基本的な任務は「工鉱業エネルギ

ー省の組織と機能に関する政令」第 12 条に定められており、次の分野に及ぶ。 
• 地質・鉱物資源開発を準備・管理する。 
• 地質・鉱物資源活動を推進する。 
• 調査・探査活動にインセンティブを提供し、大理石・砂・建設用石材の開発可能性を評価す

る。 
• 地質調査を実行・促進する。 

また同政令により、鉱物資源総局は鉱物資源局・地質局・鉱物開発局の 3 つの下部組織を統合する。 

鉱物資源局の任務は同政令第 13 条に次のとおり定められている。 
• 大理石・砂・その他建設用石材等の鉱物資源の調査・探査・評価・採掘・処理・精製・市場化

活動を、経済的・労働安全・環境保護の観点から効果的に管理する方式・手段を研究する。 
• 全国の大理石・その他建設用石材等の鉱物資源の探査・評価・採掘に関する法令を実施す

る。 
• 調査・探査・評価を実施して鉱物資源・建設用石材の量と質を決定し、目録を作成する。 
• 大理石・砂・建設用資材等の鉱物資源の探査・採掘を行う計画を研究し、これに助言を与え

る。 
• 法令・鉱物探査・採掘契約書の実施を管理・命令・監視する。 

地質局の任務は同政令第 14 条に次のとおり定められている。 
• 地質調査に関する法令を実施する。 
• 地質学・構造地質学・地球化学を研究する。 
• 鉱物の価値を評価し、地図を作成する。 
• 石油・天然ガスを除く地質情報の収集・保全・管理・活用・交換・販売を行う。 
• カンボジア各地の地質情報を総合し、商業・観光・土地管理利用の観点から、鉱物資源の可

能性を決定する。 
• 地質調査を推進し、地質・鉱物資源地図を編纂する。 
• 鉱物資源利用・環境保護・自然災害防止に関する地質学的知見を啓蒙する。 

鉱物開発局の任務は同政令第 15 条に次のとおり定められている。 
• 全国の鉱物資源・地質開発に関する政策を策定する。 
• 地質調査・鉱物資源探査・評価・採掘に関する法令・投資契約を策定する。 
• 大理石・建設用石材等の鉱物資源情報の収集・分析計画を、他省・国際社会との協力のもと

提示・実施する。 
• 関連各局と協力して、地質・鉱物資源分野に資するために必要な専門分野の人的資源を育

成する。 

（３） カンボジア開発評議会（CDC: Council for the Development of Cambodia） 
• 所在地： Sisowath Quay, Wat Phnom, Phnom Penh 
• 電話： 023 981 154 / 023 981 167 
• Fax： 023 428 426 / 023 981 161  
• E-mail： kanelleheang@yahoo.com （CRDB） 
• ウェブサイト： http://www.cdc-crdb.gov.kh/  
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カンボジア評議会は首相直属の機関で、カンボジアの復興開発に係る国際支援や外国･内国投資の促

進を図る観点からそれらの調整、審査と許認可などを一括して管轄する責務を担っている機関である。 

会長はフン・セン首相で、第一副会長が経済財務大臣、副会長は商務大臣と経済財務副大臣、事務局長

は Chhieng Yanara 氏である。 

組織としては、CIB（カンボジア投資委員会）と CRDB（カンボジア復興開発/協力事業委員会）の 2 委員

会と事務局から構成される。 

 

図 10： CDC 組織図 

投資委員会は外国企業およびカンボジア国内企業が投資を実施する際のワン・ストップ・サービスを行い、

投資に関係した情報提供、分析･評価、認可手続き、関税･内国諸税の減免措置、外国人労働者のビザ･労

働許可業務、事業所登録などを一括して実施する機関と位置付けられている。 

カンボジア復興開発/協力事業委員会は、カンボジアに対する二 国間もしくは多国間の支援事業を調整、

統括する機能を有する。 
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（４） 環境省（MOE: Ministry of Environment） 
• 所在地： No 48, Sihanouk Blvd., Phnom Penh 
• 電話： 023 427 894 
• Fax： 023 212 540 
• E-mail： moe-cabinet@camnet.com.kh 
• ウェブサイト： http://www.camnet.com.kh/moe/  

環境省は、環境保全と公害防止･除去に係る各種役割を担う。 

鉱業プロジェクトの許可については、外資の場合、CDC による事業許可の後、鉱業活動に関しては

GDMR に探査･採掘の各許可を申請することとなるが、この過程で環境省による初期環境影響評価など環

境保全の面からの審査が行われ、これらすべてがクリアされる必要がある。 

環境保護に関しては、既に｢環境保護法｣や｢環境影響評価手続に係る準法令｣が発布されていて、保全、

管理業務が遂行されている。 

環境省の職務としては、カンボジアにおける持続可能な発展を保障することを目的としている。 

（５） 労働職業訓練省（MOLAVT: Ministry of Labor and Vocational Training） 
• 所在地： No 3, Russian Federation Blvd., Khan Toul Kok, Phnom Penh 
• 電話： 012 819 679 / 023 884 375 
• Fax： 023 884 376 
• E-mail： mlvt.gov@camnitel.com 
• ウェブサイト：  

http://www.cambodia.gov.kh/unisql1/egov/english/ministry.detail.html?link=14  

カンボジアにおける外資の事業ではカンボジア人の優先的雇用が原則であり、採用後の職能訓練や研

修並びに労働衛生と保安の確保が要求されており、外国人の雇用は国内技術者の不在などやむを得ない

場合に限り例外的･過渡的措置として申請の上で認めらる。これら外国人雇用についても、カンボジア人技

術者の教育と養成を続け、順次代替を行っていく必要がある。 

労働職業訓練省は、これら被雇用者の雇用･労働条件、福利厚生、年金基金積み立てなどでの管理･監

督を行うこととなる。 

（６） 経済財務省（MOEAF: Ministry of Economy and Finance） 
• 所在地： No 60, Street Daun Penh（St. 92）, Khan Daun Penh, Phnom Penh  

（Street Preah Ang Eng 通りと Preah Kosamak 通りの角） 
• 電話： 023 428 960 / 023 428 634 
• Fax： 023 427 798 / 023 430 960 
• E-mail： efi@camnet.com.kh 
• ウェブサイト： http://www.mef.gov.kh/  

経済財務省では、国税局が外資活動に対して徴税業務を実施する他、関税局、税務局などが輸出入、徴

税、土地･資産貸借などの業務で管理監督を行う。 
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（７） 商務省（MOC: Ministry of Commerce） 
• 所在地： No 20 A-B Norodom Blvd., Phnom Penh 
• 電話： 023 212 215 
• Fax： 023 426 396 
• E-mail：  

praknork@everyday.com.kh （Export Promotion Dept.） 
wtooffice@camnet.com.kh （ASEAN and International Org. Dept.） 
itd@gocambodia.com （Internal Trade Dept.） 
camcontrol@gocambodia.com （CAMCONTROL Dept.） 

• ウェブサイト： http://www.moc.gov.kh/  

商務省では、外国貿易局が輸出入に係る業務全般を管理･監督することとなる。なお、現在通関業務と二

重の手続･徴税が行われていることが問題となっている。 

３－５． 鉱業政策・鉱業公社 
カンボジアの鉱業政策は、上述の工鉱業エネルギー省傘下の鉱物資源総局（GDMR）において策定・実

施されることになっている。別途鉱業公社の類はない。 

３－６． 探鉱状況・探鉱プロジェクト 
具体的な、プロジェクト情報は不明である。現在、工鉱業エネルギー省が公表している探鉱・採掘会社は

以下のとおり。 
[Gold Exploration Companies] 
 
1）. Sun Trading Co. Ltd （from Republic of Korea） - licensed to explore gold in Memot area in 

Kampong Cham province; 
Sun Trading Co. Ltd. 
Contact person: 
#6A Street 221, Sangkat Phsar Depo 
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-12-869 975 
Fax. （855）-23-362 756 
 
2） Delcom Cambodia Pte., Ltd. （from Malaysia） - awarded Phnom Dek area in Preah Vihear 

province; 
Delcom Cambodia Pte. Ltd. 
Contact person: 
#26, Street 604, Sangkat Boeung Kak 
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-16-814 731 
Fax. （855）-23-361 294 
 
3） Wang Fa Investment Group Cambodia Co. Ltd. （from China） - awarded Pou Chuleu area in 

Mondulkiri province; 
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Wan Fa Investment Group Cambodia Co. Ltd. 
Contact person: 
#113 AB, Street 130, Sangkat Phsar Chas 
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-12-606 257 
 
4） Neoneer （Cambodia） Co., Ltd. （from Republic of Korea） - awarded Phnom Chi area in 

Kampong Thom province and Andong Bor area in Battambang; 
Neoneer （Cambodia） Co., Ltd. 
Contact person: Mr. Hong, Sung Woo, Vice-President 
# 200, Street 23, Sangkat Tek Thla 
Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-23-995053 
 
5） Angkor Wat Cement Ltd. （local company） - awarded Phnom Ke area in Preah Vihear province; 

and 
Angkor Wat Cement Ltd. 
Contact person: Mr. Nang Sothy 
#18, Russian Federation Blvd., 
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-23-427 333/883 311 
Fax. （855）-23-362 212 
 
6） Oksan （Cambodia） Inc. （from Republic of Korea） - awarded Antrong area in Mondulkiri 

province. 
Oksan （Cambodia） Inc. 
Contact person: Mr. Park Wujin, President 
# 104, Street 472/135, Sangkat Toul Tumpoung 
Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia 
Tel./Fax. 855-23-801 217 
Email. oksanmine@camnet.com.kh 
 
[ Coal Exploration companies] 
 
1） Angkor Wat Cement Ltd. - licensed to explore coal in Voeun Nhung-Dalat area in Stung Treng 

province. 
Angkor Wat Cement Ltd. 
Contact person: Mr. Nang Sothy 
#18, Russian Federation Blvd., 
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-23-427 333/883 311 
Fax. （855）-23-362 212 
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[ Limestone Exploitation Companies] 
 
1） Asia Cement Ind., Ltd., （local company） - awarded East Touk Meas area in Kampot province; 
Asia Cement Ind., Ltd. 
Contact person: 
#18, Russian Federation Blvd., 
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-23-427 333/883 311 
Fax. （855）-23-362 212 
 
2） Khaou Chuly Co., Ltd. （local company） - awarded West Touk Meas area in Kampot province; 
Khaou Chuly Co., Ltd. 
Contact person: 
#15, Street 306, Sangkat Boeug Keng Kang-1 
Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-23-218 080 
Fax. （855）-23-217 036 
 
3） Thai Boon Roong Cement Co., Ltd. （local company） - awarded Phnom Laang area in Kampot 

province; 
Thai Boon Roong Cement Co., Ltd. 
Contact person: 
#294, Maos Tse Tong, Blvd., Sangkat Phsar Dam Kor 
Khan Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-23-424 155 
Fax. （855）-23-424 133 
 
4） Golden Angkor Cement Ltd. （from China） - awarded Kampong Trach area in Kampot province. 
Golden Angkor Cement Ltd. 
Contact person: Mr. Kao Eak 
#77E1, Street 110 （Preah Ang Doung） 
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-12-812 897/ 733 803 
 
5） Cambodia-Chakrey Ting Cement Company （local company） has been licensed in May 2003 to 

quarry limestone in Bos Dambang area, Kampot province under the terms and conditions of the 
limestone agreement to supply its cement factory. 

Cambodia-Chakrey Ting Cement Company 
Contact person:  
# , Street , Sangkar 
Khan , Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855） 
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[ Phosphate Fertilizer Production Companies] 
 
1） Malaysia Royal Phosphate Ltd - awarded Tatung area in Kampot province to exploit phosphate 

rocks to supply its phosphate fertilizer factory. 
Malaysia Royal Phosphate Ltd. 
Contact person: Mr. Nang Sothy 
#18, Russian Federation Blvd., 
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
Tel. （855）-23-427 333/883 311 
Fax. （855）-23-362 212 
 
[ Stones Production Companies] 
 
1） Paul Cham Group Co. Ltd. - licensed to exploit and produce slides of granite in Mondulkiri 

province. 
Paul Cham Group Co. Ltd. 
Contact person: Mrs. Nguyen Thi Cham 
#21, Street 222, Sangkat Boeung Raing 
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 
Tel./ Fax （855）-23-986 660 
 
2） T.T.Y TITHY MEXCO LTD. - licensed to exploit and produce slides of granite in Ratanakiri 

province. 
T.T.Y RITHY MEXCO., LTD. 
Contact person: Mr. Leng Rithy 
#97E1, Street Preah Sihanouk 
Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia 
Tel./Fax. （855）-23-214 513 

３－７． 鉱業生産状況・生産プロジェクト 
鉱業関連生産施設に関しての情報は不明であった。なお、工鉱業エネルギー省が発表している年次統計

資料「Statistic of Small Industry and Handicrafts」によれば、2002 年から 2005 年に至るまで毎年、Basic 
Metal industries（ISIC コード 37）にかかる生産量は企業数・生産量・投資額・労働者数・許可証発行数・生

産額すべて 0 とされている。 

３－８． 鉱業を取り巻く社会事情 
（１） 地域住民問題 

ほとんどの記録が破棄されたポル・ポト時代を経て、内戦終結後間もないこともあり、土地所有権の整備

が行なわれていないことから、開発に関連し、開発企業と地域住民との紛争が頻繁に報じられるようになっ

てきている。 
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（２） 環境問題 
カンボジアでは、鉱業の発展がまだ緒に就いたばかりであることから、環境問題は顕著になっていない

が、将来的には留意する必要があると考えられる。 

３－９． その他鉱業関連特記事項 

（１） 治安 
カンボジアの内戦に終止符を打ち、選挙に基づく議会制民主主義国家として再生させることをめざした国

連カンボジア暫定統治機構（UNTAC） の活動終了から 2009 年で 16 年になる。UNTAC 当時、 後まで

武装解除や選挙協力を拒んでいたクメール・ルージュ（旧ポル・ポト派） は、新政権発足後に非合法化され

た後、幹部の死亡や投降などで事実上消滅し、国内治安は大きく改善された。 

（２） 地雷 
カンボジアでは、北西部を中心として広い範囲に内戦時に埋設された地雷が除去されずに残っており、そ

の数は数百万個と報告されている。また南東部にはベトナム戦争時代の不発弾が多数残っている。これら

地雷による被害は年々減少してきているが、それでも毎年１千人近くの被災者が出ている。その対策として、

地雷･不発弾の調査が各国の協力を得て、カンボジア政府と CMAC その他の団体により強力に進められ

ており、ここ数年でかなりの精度でその危険地区分布が明らかにされてきた。その除去作業に関してもこの

処急速に進展しており、特にカンボジア国軍の特殊部隊による地雷･不発弾の除去作業は、諸外国からの

支援や NGO 諸団体の活動と共に治安状況の好転に大きく寄与している。 

さらに、海外投資関連としては、当該プロジェクトの事業エリア確定と共にカンボジア側への地雷･不発弾

除去の申請および優先的除去作業（何れも無料）の制度が始動しており、他のエリアよりも優先的に除去･

安全化が図られるようになっている事は、特に地方山間地域などでの事業活動が一般的である鉱業関連分

野にとっては非常に好ましい事といえる。 

未処理地雷および不発弾の分布地区図面を示す。 
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図 11： カンボジア地雷・不発弾危険地域図 
出典：CMAC （Cambodia Mine Action Center）（2004） 
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（３） 交通 
交通インフラとしては、タイからカンボジアを経てベトナムまでの幹線道路（アジア･ハイウェイ/インドシナ

東西回廊とも）がカンボジア国内でも整備されつつあり、カンボジアの外港であるシアヌーク･ビル港とプノン

ペンを結びラオス南部に連なる国道 7 号線など幹線道路の整備･改修も進んでいる。 

（４） 電化 

カンボジア国の電化率は近隣諸国に比べても非常に低く、人口の大多数は薪や木炭などの伝統的なエ

ネルギー資源を使用している状況である。内戦などの影響により、送電設備の老朽化、技術者の不足など

多くの問題を抱えている。電力供給設備をドナーの支援等により整備してきているものの、電力供給システ

ムは依然として脆弱であり、電力供給信頼度、安定性は低い。しかし、近年、電力需要は急激に増加してき

ており、今後更なる需要の拡大に見合うエネルギー供給能力の拡大、維持管理技術の向上が求められて

いる。 
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