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- 1 - カンボジア 

1. 一般事情 

1-1. 面積  18.1万km2 （日本の0.48倍） 

1-2. 人口  1,350万人（2002年央） 

1-3. 首都  プノンペン 93.8万人（99年推定） 

1-4. 人種  カンボジア人（9割以上がクメール系） 

1-5. 公用語  カンボジア語 

1-6. 宗教  仏教（一部少数民族はイスラム教） 

1-7. 地勢等 

 カンボジアは、インドシナ半島の中央やや南西に位置し、北西にタイ、北にラオス、南東にベトナム

と隣接している。中央平原の東寄りをメコン川が北から南に流れ中央平原の西寄りにはトレンサップ湖

（太湖）がある。カンボジアの自然地理を特徴づけているのはこのメコン川と太湖で、湖沼、湿地、浸

水林を潤し、さらに豊富な水を供給してカンボジアの農業を支えている。またカンボジアは森林の国と

もいわれ、特にベトナム、ラオスと国境を接する北部、北東部は深い森林に覆われ、野生動物や原生林

の宝庫となっている。 

気候は熱帯モンスーンに属し一年は大きく雨季（６月～１０月）と乾季（１１月～５月） 

に分けられる。乾季の後半の２月～５月にかけては酷暑となり、日中気温が３５～４０℃にもなる。 

 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体  立憲君主制 

2-2. 元首 ノロドム・シアヌーク国王（1993.9.24即位） 

2-3. 国会 二院制（国民議会及び上院） 

2-4. 政治概況 

カンボジア王国は 1953 年にフランスから独立したが、1970 年には反中親米派のシハヌーク政権と新

中共産勢力 クメール･ルージュ（KR）との間で内戦が始まった。その結果、1975 年に KR が内戦に勝利

し、民主カンボジア政権が樹立された。しかし、同政権下では大量の国民が虐殺された事実がある。 

その後、1979 年ベトナム軍進行で KR 敗走、親下と南無のプノンペン政権擁立。以降、プノンペン政

権と民主カンボジア三派連合（KRに王党派・共和派が加勢）の内戦勃発。1991年に用宅パリ和平協定（92

～93年 我が国初の国連PKO実施）が結ばれた。1993年国連監視下で選挙が実施され、王党派フンシン

ペック党が勝利。新憲法にて王制復活した。ラナリット第一首相（王党派）、フン・セン第二首相（人民

党：元プノンペン政権）の 2 人首相制連立政権が発足された。かし、1997 年 首都プノンペンで両首相

陣営が武力衝突し、第一首相が失脚。1998年総選挙を実施。第一次フン・セン首班連立政権が発足した。 

2003年7月の総選挙後、３ヶ月以上も難航した政権づくりは与党人民党、国王派の民族統一戦線、野

党のサム・レンシー党の３政党が2003年11月連立内閣を発足させることで一度は合意したがその後紛

糾し、漸く総選挙から1年後の04年7月 第二次フン・セン首班連立政権が発足した。 

2004年10月 にはシハヌーク国王引退、シハモニ新国王が即位した。 

2-5. 主要産業 農業（GDPの36％、00年、経済財政省資料） 
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2-6. GDP GDP 約30.9億米ドル（00年、経済財政省資料） 

一人当たりGNP 253米ドル（00年、経済財政省資料） 

2-7. 通貨 リエル 

2-8. 為替レート 1米ドル＝4,000リエル（2004年） 

年末 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 

1US＄＝ 1,873.77 2,187.02 2,301.33 2,864.79 2,780.82 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易（2002年ＩＭＦ資料）  

 貿 易 額 

輸 出 １７．４億ドル(内再輸出1.1億米ドル)  

主要品目 縫製品、木材、ゴム、魚介類、農作物(大豆、とうもろこし等) 

輸 入 ２４．８億米ドル 

主要品目 石油製品、タバコ、金、建設資材、自動車、電気製品 

 対日貿易（2003年財務省資料） 

 貿易額（￥） 主要品目 

輸 出 １０３億円 履物、魚（冷凍）等 

輸 入 ６３億円 モーターサイクル、機械等 

2-10. 経済概況 

97年の7月事変及びアジア経済危機による外国援助や投資、観光収入の減少等により経済が悪化（GDP

成長率は96年の3.5％から98年には1.5％に低下）。新政権は、経済再建を最大の課題として、財政・

森林管理・兵員消滅・行政・社会セクター等の改革に真剣に取り組み、定期的に改革の進捗に関するド

ナー国とのモニタリング会合を開催。99 年には政治的安定の回復とともに経済が好調に推移し、6.7％

のGDP成長率を達成した。2000年も洪水による大きな被害を受けながらも、5.4％の成長率を達成した。  

 

3. 鉱業概要 

3-1. 鉱産品目別生産量 

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、それに僅かな量の貴石･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。 

 

3—2. 埋蔵量 

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。 
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4. 鉱業行政 

4-1. 法律 

カンボジアにおける鉱業に関連する法律として探査、探鉱および採鉱活動を直接間接に規定するもの

に、｢鉱業法｣(2001年)と｢環境保護法｣(1997年)がある。その他に、｢環境影響評価手続に関する準法令｣、

｢環境庁の組織と職務に関する準法令｣があるが、鉱業法の施行細則に関しては予定されている6法令の

内｢ライセンスの発給、期限延期、譲渡手続きと登録に関する準法令｣を除いては未だドラフト又は検討

段階であり施行はされていない。 

4-1-1. 鉱業法   

鉱業法(鉱物資源の管理及び利用に関する法律)は2001年7 月13日に施行され、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、主題別にその抄訳を記す。 

 (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物事業に関係す

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、鉱物事業許可書が必

要とされる(第5条)。 

鉱物事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物事業許可書のカテゴリーは6分類される(第11条)。

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・採石場鉱物事業許可書： 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)の鉱物事業権所有者だけに許可する。

鉱物探査許可書(5)を保持する鉱物事業権所有者は、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。 

 但し、国が大規模プロジェクトとして、当該鉱物事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) 

 又、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
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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)。*0 

鉱物事業許可の手続きは、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物事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･遺産保護区では鉱物事業は禁止される(第8条)。 

 また、国は責務として鉱物資源の管理及び利用に関する法律の規定と手続を実施するために鉱物事業

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)。 

 鉱物事業の権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、実効的な方法で鉱物事業を実施すること。(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。 

 鉱物事業権所有者は、故意と偶然に拘わらず鉱物事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)。*1 

 (環境保護) 

鉱業権者の責務としてに環境の保護が課せられており、具体的には『環境保護及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』が義務づけられている(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
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物事業を実施する。』(第21条(1))ことが要求されている。 

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。』(第23条5項)として明記されている。 

 (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』が義務づけられている(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物事業許可書を交付

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。』(第23条5項)が明記されて挙げられている。 

 (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、事業に関

わ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。 

(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) 

 鉱物事業権所有者は、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。但し、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、鉱物事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ーを国に支払う義務がある(第28条)。 

 前項の鉱物事業権者は、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
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ることが出来る(第29条)。*2 

 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あたり、事前のロイヤルティー支払いを要

求する事が出来る(第30条)。*3 

 鉱物事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ー料率、その支払手続および担当官職務(第23条)は、省庁間宣言によって決定

される(第32条)。 

(罰 則) 

 本法の規定に違反した場合、鉱物事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)。 

 

5. 鉱業関係機関 

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

財政省、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について記す。 

 

5-1. 政府機関 

5-1-1. 工鉱業エネルギー省 (MIME: Ministry of Industry, Mine and Energy) 
工鉱業エネルギー省は、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の本省全体では約700 名の成員であり、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的産業分野全般に亘り、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 1 カンボジア工鉱業エネルギー省組織図 (同省HPより)    

5-1-2. 鉱物資源総局(GDMR: General Department of Mineral Resources) 
鉱物資源総局GDMRは工鉱業エネルギー省傘下で組織され、鉱物資源総局には地質局、鉱物資源局、鉱

物資源開発局の3組織を統合する。総局の成員は地質局の職員が30名の他、鉱物資源局、鉱物資源開発

局も各30名前後で、併せて小計100名程度の人員構成である。その基本的な任務は次の分野に及ぶ。(聴

取情報。公刊情報は得られず) 

（１）石油、天然ガスを除く各種の金属/非金属鉱物資源の調査、保全、利用を監督、促進するための政

策や計画を実施し、法令規則の制定に関して大臣を補佐する。 

（２）鉱業関連データを収集･保管し、統計を行い、鉱業行政に資する。 

（３）鉱業活動に係る許認可関連文書、報告類の審査と検討を実施する。 

（４）鉱業権者の活動を監督、検査し、必要に応じて関係省庁との調整などを実施する。 

5-1-3. カンボジア開発評議会(CDC: Council for the Development of Cambodia) 
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政大臣、副会長は商務大臣と経済財政副大臣、事務局
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長はSok Chenda Sophea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。 

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づけられている。 

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2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。 

5-1-4. 環境省(MOE: Ministry of Environment) 
環境省は、環境保全と公害予防･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。 

5-1-5. 労働職業訓練省 (MOLAVT: Ministry of Labor and Vocational Training) 
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。 

5-1-6. 経済財政省 (MOEAF: Ministry of Economy and Finance) 
経済財政省では、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。 

5-1-7. 商務省 (MOC: Ministry of Commerce) 
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。 

 

 

6. 投資環境 

6-1. 外資法 

外国投資に関連した法令としては、｢カンボジア王国投資法｣（1994年）9章26条や、同施行細則(｢カ

ンボジア王国投資法の実施に関する1997 年12月29日付副行政令(No.88 ANKR.BK)｣)（1997 年）10章

29条、およびその改正副政令(｢カンボジア王国投資法の実施に関する1997年12月29日付副行政令No.88 



 

- 9 - カンボジア 

ANKR.BKの改正に関する副政令｣)（1999年）5条が施行されている。 

さらに、カンボジアに対する投資活動に関して責任を有するカンボジア政府の｢ 高機関｣となってい

るカンボジア開発評議会(CDC)に係る諸法律、制令が別途施行されている。 

その他の外国投資に関連した法律としては商法、税法、労働法などとその関連法規が、具体的なプロジ

ェクトが開始されてからは会計、税務、雇用などの面でそれぞれ関係してくることになる。 

6-1-1. 外国投資法および施行細則 

カンボジア王国投資法は、カンボジア国民並びに外国投資家がカンボジア国内で投資することを奨励

するため、1994年8月05日に発布され、施行された。 

 第1章の総則において、カンボジアでの投資は自然人、法人を問わず、第2章でその管轄機関はカン

ボジア評議会(CDC)の内、カンボジア投資委員会があたることが規定され、第3章で投資の申請手続きは

カンボジア評議会宛てに提出が必要とされ、その可否の通知は45日以内になされる事が定められている。 

第4章の｢投資の保証｣では、土地所有を除く投資家の差別禁止(第8条)、国有化政策の禁止(第9条)、

事前承認無しの価格統制の禁止(第10条)、外貨購入･送金の保証(第11条)などを定めている。 

 

6-2. 通関 

6-2-1. 輸入関税 

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。 

6-2-2. 輸出関税 

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。 

6-2-3. 投資優遇措置 

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。 

・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 

 

6-3. 金融 

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。 
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6-4. 労働 

6-4-1. 労働法 

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 

6-4-2. 外国人の労働 

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  

 

6-5. 治安 

6-5-1. 概況 

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2004 年でちょうど11 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、国内治安は改善されてきている。 

6-5-2. 地雷・不発弾 

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
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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図2に示す。 
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6-6. 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。 

 

6-7. 電力 

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。 

 

7. 地質・鉱床概略 

7-1. 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。 

7-1-1. 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、カンボジアの北東及び北西における基盤を形成

している。 

 Ratanakiri州の 北東にはコンツム地塊(Kontum Massif)の延長部分にあたる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。 
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・ 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 

・カンボジア中央部及び南部(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 

（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、上部は火山及び深成活動の影響を受け、

その厚さは3,000m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)で特徴づけ

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

岩中には安山岩質及び粗面岩質の火山及び火山－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。この相は砂岩及び、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2,000mまで発達した”赤色平原”で代表される。このシリー
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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Ankor他の多くの寺院建築に利用された。 

（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づけられる。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。シリーズの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側の近くで800m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、流紋岩質及

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25-150m 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のものと位置づけられる。 

 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河の河谷と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 Pen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 Viheasr 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
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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40m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。 

 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200m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、且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 終にあたる 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。 

7-1-2.  火成活動 

（１）貫入岩 

 カンボジアの主要な貫入岩類は次にあげた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及び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)及び多くの小バソリスを形成し

た。Stung TrengとRatanakiriの斑レイ岩質及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花崗岩及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 州及び沿岸の島(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、カンボジア西部及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
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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。 

7-1-3. カンボジアの地質構造及び構造発達史 

 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 及び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、カンボジア東部及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。 

 

7-2. 地質構造図 

 

図 3 カンボジア地質図（鉱山局） 
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7-3. 主要鉱床分布図 

 

図 4 カンボジア鉱産図 (鉱山局) 

8. 鉱床および鉱山概要 

鉱物資源調査はフランスのBRGMなどの調査が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及びその周辺

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 200Km

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110Km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95Km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
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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。 
 

 資料は古いが須藤定久、神谷雅晴、平野英雄（1996）から引用する。 

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。 

 
図 5 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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9. 新規鉱山開発状況 

未詳 

 

10. 探査状況 

未詳 

 

11. 製錬所概要 

未詳 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

  なし 
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