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第1部 資源開発環境調査 

1. 一般事情 

1-1. 面積   24 万㎢（日本の 0.63 倍） 

1-2. 人口  552.6 万人(2002 年) 
1-3. 首都  ビエンチャン 人口 64 万人（1999 年） 

1-4. 人種  低地ラオ族 60%、その他計 49 民族 

1-5. 公用語  ラオス語 

1-6. 宗教  仏教 

1-7. 地勢等   

1353 年ランサーン王国として統一。1899 年フランスのインドシナ連邦に編入される。

1953 年 10 月 22 日仏・ラオス条約により完全独立。その後、内戦が繰り返されたが、73
年 2 月「ラオスにおける平和の回復・民族和解に関する協定」が成立。インドシナ情勢急

変に伴い、1975 年 12 月ラオス人民民主共和国が成立した。 
 

2. 政治・経済概要 

2-1. 政体  人民民主共和制 

2-2. 元首  カムタイ・シーパンドーン大統領（ラオス人民革命党議長） 

2-3. 議会  国民議会 一院制  109 名 

サマーン・ヴィニャケート（党政治局員） 

2-4. 政治概況  

人民革命党を指導党とするラオス政権は 1975 年成立以来一貫してカイソーン党議長を

中心とする指導体制が維持されたが、92 年 11 月カイソーン党議長の死去に伴い、カムタ

イ党議長(98 年大統領に就任)、ヌーハック前大統領を中心とする指導体制になった。新指

導部は、引き続き第 4 回党大会（86 年）以降党大会の決議に沿った経済面を主とする諸改

革の方針を踏襲。 
89 年総選挙後の 高人民議会は 91 年 8 月の新憲法制定を含む法体系の整備に専念。同

憲法に基づき 97 年 12 月に第 2 回国民議会総選挙を実施。2003 年 5 月第 5 期第 3 回国民

議会において同憲法が改正され、同年 7 月に公布された。 
 

 

2-5. 主要産業  農林業、木材加工、水力発電 

2-6. GDP  2,017 百万ドル 一人当たり 365 ドル（2002 年） 

2-7. 通貨  キープ（Kip） 

2-8. 為替レート  １US＄＝10,800 キープ （2004/11/ 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 7,600.00 8,8218.00 9,490.00 10,680.00 10,467.00 
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（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易（2002 年） 

 貿易額 主要品目 

輸 出 323 百万 ＄ 電力、木材、縫製品、コーヒー 

輸 入 534 百万 ＄ 燃料、日用品、繊維原料 

 

対日貿易（2002 年） 

 貿易額（＄） 主要品目 

輸 入 2,252 百万 自動車、鉄鋼製品 

輸 出 841 百万 木材 

 

2-10. 経済概況   

75 年以来、計画経済が行き詰まり、86 年に「新経済メカニズム」とよばれる経済改革

に着手、銀行制度･税制・外国投資法の制定、国営企業の民営化等幅広い分野での措置を

通じ、市場経済の導入、開放経済政策の推進中。 
アジア経済危機の際、国内マクロ経済運営のまずさから、高率のインフレ及び為替レー

ト下落に直面。現在は緩やかな回復基調。 
第 7 回党大会(2001 年)において 2020 年までの LLDC 脱却、国民生活水準 3 倍増等を目

指した長期目標を策定。 
外国投資の促進（94 年 6 月 投資法改正） 
 

3. 鉱業概要 

3-1. 鉱産品目別生産量 

 第 3-1 表 ラオスにおける 1999 年 10 月から 2000 年 9 月までの鉱物生産実績 

鉱種 単位 生産量 

輸出用石炭 トン 167,878.23 

国内用石炭 トン 17,785.96 

錫(70%) トン 578.25 

サファイア カラット 802,656.00 

セメント用石灰岩 トン 122,265.47 

建築用石灰岩 トン 15,856.00 

セメント用頁岩 立方メートル 17,031.08 

重晶石 トン 1,400.00 

石膏 トン 137,500.00 

出典：平成15年度アジア産業基盤強化等事業 法制度整備支援調査： 
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ラオスにおける鉱業関連法制度整備支援調査報告書 

 

第 3-2 表 ラオスにおける鉱物資源生産量の推移 

鉱種 単位 1999 2000 2001 2002 2003 
金 t － － － － 5.14 

錫 t 400 400 764 1,076 1,080 

亜鉛 t － － 10,636 498 566 

出典：World Metal Statistics 

 

3-2. 埋蔵量 

ラオス地域における地質調査はフランスの探査技師により19世紀に始まったが、系統的

な調査はベトナムのハノイに設置されたインドシナ地質部局(Service    Geologique 
d’Indochine)の創設後の1889年に始められ、1930年頃までに1:500,000の縮尺でインドシ

ナ全域の有用な地質図が準備された。 
ラオスでは1975年から1990年にかけて幾つかの地区が旧ソ連、チェコスロバキア、及び

ブルガリアの調査でカバーされ、また、国全域は旧ソ連の地質技師により衛星写真

(“Cosmos” photography)を基に地質図化がなされたものの、それは地表踏査確認を欠いた

ことから、かなりのエラーが指摘されている。 
1974年から1988年の期間には、ベトナム・ハノイの地質鉱山局の地質技師がラオス地質

鉱山局地質技師と共同調査を実施して、地質図作成及び地化学探査を系統的に行ったが、

対象地域はラオスの北部と中部の3カ所で1:200,000縮尺のものに留まった。 
このような状況で、ラオスの地質調査と鉱物資源量評価は現在も初期ステージのままで

あり、出版された地図で全土をカバーするものは小縮尺で、また、鉱物資源量評価に関し

ても全土、全鉱種をカバーして議論し得る精査データの取得には至っていない。 
そのため、鉱物資源の潜在的可能性の高さについて異論は無いものの、具体的な資源埋

蔵量の確認に関しては未だごく一部に限られている。 
前述したように新生ラオス創建以来、地質・探鉱調査分野における他国との協力支援や

ラオス自身の調査の結果、ラオス全土で、貴金属、非金属、錫、タングステン、レアメタ

ル、鉄、宝石、貴石・準貴石、工業用鉱物および蒸発岩など約480の鉱床、鉱徴の発見が

なされてきた。また、資源探査では、ラオス政府はエネルギー燃料資源の調査に注力して

きた事からその分野でのデータは比較的厚いものとなっている。それら燃料資源を含む,
既知の資源データから総括されたラオスの鉱物資源として政府が公表している鉱種と鉱

量14(2003年版)は第3-3表の通りである。 
なお、これらの分類基準は旧ソ連のGOSTに準じた物となっており、また、それら各数

値の根拠などに関しては検討の余地も残っているものとみられるが、これが既知ミニマム
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の資源量と考えられ、今後既知鉱床・鉱徴の精査の他、全国をカバーする調査の続行で更

に新たな鉱床や鉱徴の発見と、資源量の増加が期待される。 

 

第 3-3 表 ラオスにおける既知鉱物資源と資源量 

                                                                   (2003 年 DGM) 
鉱 石 鉱 量  

N
o. 

鉱 種 確定鉱量

C1(kt) 

推定鉱量

C2(kt) 

予想鉱量 

P(kt) 

鉱量合計 

(kt) 

備 考 

1 石炭 515,766 30,787 54,920 601,473 16鉱床

2 褐炭 1,499 532 8,326 10,357 7鉱床

3 金(koz) 5 3,200 40 3,245 4鉱床

4 鉄鉱 15,492 12,175 35,000 62,666 4鉱床

5 白鉄鉱・黄鉄鉱 0 136,865 337,916 474,781 

6 錫 6,063 1,515 6,789 21,668 2鉱床

7 銅 681 0 994 1,675 

8 マンガン 0 311 0 311 

9 鉛・亜鉛 0 23 0 23 

10 サファイア 0 0 23,263 23,263 (単位:kct)

11 石膏 7,580 10,555 29,571 47,706 3鉱床

12 粘土 5,444 3,712 72,773 81,929 21鉱床

13 珪砂 3,899 4,091 0 7,989 

14 カリ塩 0 1,384 449,150 450,534 

15 石灰石 13,604 14,638 2,226,282 2,254,524 4鉱床

16 大理石 0 0 1,500 1,500 

17 重晶石 47 51 245 343 3鉱床

18 燐酸塩 13 3 20 36 7鉱床

   出典：平成15年度アジア産業基盤強化等事業  

  法制度整備支援調査：ラオスにおける鉱業関連法制度整備支援調査報告書 
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4. 鉱業行政 

4-1. 鉱業政策 

ラオス政府による市場経済への移行による経済構造改革の政策の中では、天然資源の探

査･開発を含む鉱業分野に対する政策が重要な位置を占めている。中でも、ラオスへの海

外投資呼び込みの増加を目指す分野として鉱物資源開発が政府から注目されている事は

鉱物資源開発と海外投資家の役割がラオス経済開発に重要な役割を担うと認識されてい

る事をよく示している。 
新たな海外投資と鉱業分野の振興を目指す政策の一環として、当局は経済振興関連立法

や投資環境改善などを中心に広範な財政改革を開始している。 
他にも海外企業との JV 事業契約の条件緩和など対外関係の改善を目標とした政策の実

行を通じて鉱業分野への民間投資促進の道が整備されつつある。これらの改革に沿って、

ラオス政府は国際的に活動している鉱山会社などに新たな投資の機会を与えてきている。 
政府による鉱業の位置づけは、ラオス経済を成長させる原動力として鉱業分野の再活性

化をめざし、かつての経済的停滞と政治的不安定によって生じた社会インフラの貧困と経

営指導の衰退を回復することで、その実現を模索している。 
1986 年の初めに政府は中央集中の計画経済から、自由市場原理に裏打ちされた混合経

済モデルへの切り換えを目指した政策改革のパッケージを明らかにしたが、その改革政策

の も重要な部分が新経済機構(New Economy Mechanism)である。 
同国の鉱業分野はこれらの改革により も影響を受けるものの一つであり、それらの多

くは海外投資家を念頭に置いた投資条件の改善と共に特別にデザインされてきている。 
この事実は、鉱業法やその施行令などでの外国投資に係る規定部分から明らかであり、

それらにより、鉱業分野での事業において海外の民間部門が被ってきた手続きの困難さを

合理化し、能率化することを目指している。 
 

新経済メカニズムにおいて、鉱業分野への海外投資招致を指向する手段としては、税法

上の海外投資優遇の振興と管理に係る法律、財務規程、鉱業法及び、製造分野に対する輸

出指向の経済政策が含まれる。 
これらの経済的、法的な改革を鉱業分野で進めるため次の政策が採用された。 
･ 商業探査と新鉱山開発における海外投資の促進 
･ 鉱業分野プロジェクトでの鉱物生産に対して、財政面で奨励策として、権利使用料の

低率化や、所得税率の優先的交渉権などの改善措置 
･ 新鉱業法での鉱区保有保証により、探査での発見鉱物の開発権の自動的取得 
･ 小規模、大規模鉱業免許共に探査及び開発(生産)権の譲渡の確保。 

 
投資法の下では、鉱業分野において 3 種類の事業形態が正式に認可されていて、それら

は次のとおりである:  
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･ 既存の民間または国営企業との契約による共同事業参加: 
  海外の資本を既存の国営、もしくは民間企業体に振り込むことによる海外投資 
･ 新規設立の合弁事業: 国営または地元民間企業との新企業体創立による合弁事業 
･ 民間企業による事業: 100%までの海外初期投資による民間事業 

 
全体的にみて、ラオスはその鉱物分野の制度拡充に関して評価は良いものと見られる。 
鉱業分野が拡大する可能性として有利な要素としては、東南アジア型の高度経済成長の

入口にいること、経済が成長すれば、同国の鉱物産品需給･流通や海外資本･専門技術に対

する各潜在的な市場を提供し得ることなどが挙げられる。 
しかし、外資に対してラオスの鉱業分野に関する潜在的な可能性を理解させ、海外投資

を惹き付けるには、未だ同国への多国籍企業の参入や入国、法人設立などに関して残され

た幾つかの障害を取り除く必要がある。 
ラオスは陸封国であるため、海上輸送へのアクセスと海外市場との接続には、参入鉱山

会社にとってインフラ投資の上乗せが追加的に要求されるのが現状である。 
また、将来の障害としては、 新技術と、現代鉱業のコンセプト及び操業に精通した熟

練労働者をラオス国内から採用できない可能性が高いことが懸念される。 
 

近の経済･財政改革に従って、同国への海外投資の流れは増加してきている。 
1988 年から 1999 年までの計 20 の海外鉱山会社が探査契約もしくは合弁事業契約に署

名したが、これらの内には豪州、米国、マレーシア、ニュージーランド、台湾、ロシア、

韓国、北朝鮮、中国、タイ及びベトナムが含まれる。ラオス当局はこれらの契約により鉱

業分野の拡充と発展の新たな時代が始まることを願っている。 
 

これらの鉱業活動は計画･共同委員会と工業省傘下の地質鉱山局(DGM)を中心に統制さ

れ、また探査、探鉱及び鉱業免許の発行も DGM が中心的な役割を担う。 
1997 年 5 月 31 日に採用した鉱業法によれば、地質鉱山局は、地質図作成調査、鉱物探

査に主要な役割を果たす他、他国政府や機関、国際的な組織、および民間の鉱山会社など

から要求される地球科学関連サービスの提供においても主要な役割を有することになっ

ている。 
DGM はまたすべての鉱業契約の交渉とすべての探査許可･採掘許可の発行について工

業省を補佐し、関係官庁との調整を行う。 
 

新鉱業法には鉱物の定義と鉱物資源の所有権についてが含まれているが、その下ですべ

ての鉱業採掘と鉱物探査が実施されることとなる。 
国は、海外や国内組織による開発と鉱物資源の管理を能率的に促進する政策に従い、且

つ環境保護のガイドラインと密に連携した政策を確保しようとしている。 
鉱業活動の許可･管理･監督に関する国から地方までの各レベルの管理組織としては、工

業省、外国投資･管理委員会、県、都市/地方自治体および村落などがある。 
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採掘/探査の認可は先ず中央政府当局により付与される。鉱業法は投資家に彼らの投資の

安全性を保証するようにデザインされた枠組みとなっている。 
 

国営公社、国営企業および民間企業によるすべての鉱業活動は地質鉱山局経由で工業省

により規制されるシステムとなっている。 
 

地質鉱山局(DGM)がその活動として特に注力しているのは次の分野である:  
･ 1:200,000 地質図の作成 
･ 燃料鉱物(石炭)の探査 
･ 工業原料鉱物の探査、特に建設資材 
･ 農林および肥料生産の原料物質と密接に関係した地質探査とそれら鉱物の生産 
･ DGM スタッフで、環境規制や管理、リモートセンシング、環境影響評価、地質調査、

鉱物調査の訓練を受けた専門家の増強 
･ 地元および海外の会社から鉱物探査、鉱業採掘の投資の促進 
･ 他国からの共同事業、支援で財政的･技術的経験提供の可能性のあるもの 

 
4-2. 関係法令 

ラオス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

定するものとしては、｢鉱業法｣(1997 年)、｢環境保護法｣(1999 年)がある。その他に、｢鉱

業法施行細則｣、｢鉱業部門における環境保護規則｣、および｢環境アセスメント規則｣があ

るが、｢環境保護施行令｣はまだドラフト段階で公表されているものの施行はされていない。 
 

｢鉱業法｣（Mining Law）については、1997 年に近隣諸国の鉱業法も参考にして大幅に

改訂された新鉱業法が発布され、同施行令も同年発効した。 
｢環境保護法｣は環境の管理･監視･復元･保護の枠組みを提供するものである。｢環境保護

法の施行令｣は現在ドラフトが完成した段階であり、さらに UNDP 専門家などによる追加

条項も検討の上、2004 年を目処に 終案が取りまとめられる予定になっている。 
更に、環境庁は環境保護に関して各省庁の所管する工業分野での環境保護に関する規則

の制定を要請しているが、DGM はこれに応えて｢鉱業部門における環境保護令｣も既に定

めている。 

 
4-2-1. 鉱業法 

鉱業法は 1997 年 4 月 12 日に施行され、鉱業政策の根幹をなすもので 8 章 63 条から成

る。この法律において『鉱物資源は、国民の生活向上を図るために保全･探査･採掘および

処理がなされるべきである』と鉱業法の目的が明示され、また環境保全が地元住民の利益

として、鉱業従事者の利益と並んで強調されている。以下、主題別にその抄訳を記す。 
 

 



 

- 8 - ラオス 

・環境保護 
第 5 条では、鉱業権者に環境の保全義務が課せられており、更に第 6 条では国家の義務

として地元民の利益保護が、権者の利益保護と並んで明記されている。 
鉱山開発許可申請に当たっては環境影響評価の提出(第23条)とその内容(第 31条及び同

第 1 項)が義務づけられており、採掘権申請では、環境･生態への影響を 小限にする経済

社会計画が要求されている。 
採掘操業では住民と環境を守るための廃水処理(第 40 条)が特に規定されている。 
閉山後も環境や国家の安全または講習に重大なインパクトを与えない事の保証(第 42 条

第 4 項)も義務づけられ、それらの技術が国際基準に見合っているべきこと(第 45 条)、更

にそれらの保全を保証する維持基金(第 47 条第 4 項)が要求されている。 
国及び地域自治体側に要求される監視項目としても環境インパクトの 小化(第 53 条第

6 項)が明示され、廃水処理、有害物質排出を含む環境保全の未履行は鉱業法違反(第 59 条

第 6 項)と規定している。 
 

・職業安全と労働衛生 
職業安全(保安)と安全衛生に係わる保障は、環境保護法、労働法とも連携していて、相

互に類似した規定を有する。 
鉱業権者の義務として『ラオス人労働者の訓練及び技能開発を行うとともに、福利、健

康及び安全を保証すること』(第 42 条第 6 項)が規定される。 
鉱業活動では、『安全及び環境保全を確保する観点から国際基準に見合った技術が要求

され、且つ関連当局の承認が必要』(第 45 条)とされている。 
更に国側各機関に対する監視と視察の義務項目として、『鉱山保安及び(ラオスの法律に

準拠した)健康プランに適合しているか』(第 53 条第 5 項)が明記されて挙げられている。 
 

・社会経済的影響への対処 
国の責務として、鉱山開発対象に不適切な有害･危険な地域に関する広報と対処の義務

が第 17 条の｢危険地域｣で規定され『国民の健康と安全を確保する』事が謳われている。 
 

鉱業権者には、第 32 条で採掘権取得の条件として、効率的な鉱業活動とともに、『環

境・生態への影響を 小限に出来る、経済社会計画の説明』(同第 3 項)が要求されている。 
操業前の F/S 評価では、『鉱山周辺地域社会へ与えるマイナス面のインパクトの予測評

価を含む』こと(第 29 条)が環境影響評価、経済性評価に加えて求められている。 
このようにして始まる鉱業活動に対しては、第 42 条第 4 項で、『鉱山操業にかかる土

地の管理と保全を行い、閉山後に土地を回復させ、環境、国家の安全または公衆に重大な

インパクトを与えないことを保証し、地元または公衆の生命や財産に損害を与えた場合は

適切な保証を行う』義務が規定されている。 
更に、これらを着実に実施できるように、鉱業権者には『適切な維持基金を設置』(第

47 条｢補償｣)して次の各項に対処する事が求められている。 
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1.鉱業地域から住民を移転させ、住民の生活を保証すること。 
2.土地、建物あるいは農作物への損害の補償。 
3.土地の買い取りによる補償。 
これら三点が｢環境の保全｣と共に補償条項に明記(同条第 1～3 項)され、同第 5 項の｢鉱

山地域の原状回復｣と並び鉱業活動に伴う社会経済的な影響の 小化を図るべく規定され

ている。 
 

一方、管理する側に関しては第 6 章｢管理および鉱山視察｣の中で中央省庁から県･郡･特

別区･村当局に至る権限と義務(第 48 条～54 条)が定められ、 末端の行政単位で、鉱業活

動の実際の場となる村に関しては、鉱業活動モニターで次の点が規定されている(第 52 条)。 
1.村内の専業及び兼業手工業的鉱業活動のモニターリング及び監督の義務。 
2.地元社会、地元権利、伝統や習慣にインパクトを与える鉱業活動に関する報告。 
3.村内での鉱徴についてのモニターと報告。 
4.村内の鉱業活動に対する便宜供与。 
5.村内の治安に関する関係機関との調整。 
6.規則に従った、兼業手工業的鉱業活動の監督。 
これらの条項とほぼ相似な県･郡･特別区当局の権限と義務も、各行政レベルにおける社

会経済的なインパクトの低減と鉱業活動の有効活用を図るものである。 
 

・許可 
ラオス鉱業法が規定する鉱物の種類はいわゆる地下資源の内、地下水、石油･天然ガス

を除く金属･非金属鉱物資源全般であり、これらはラオスでは土地と共に基本的に国の財

産とみなされている。 
ラオスにおける鉱業投資は(1).国家単独投資、(2).国家と国内外国パートナーの共同投資、

(3).国内の共同または個人民間投資の 3 種類に分類される。 
鉱業許可は概査許可、探査許可、採掘許可および加工･販売許可に分かれ、それぞれ(1).

機械化鉱山操業(大･中･小規模操業)、(2).専業手工業的鉱業活動、(3).兼業手工業的鉱業活

動に区分される。 
以下、主に機械化鉱山操業に係る許可手続きなどにつき記す。その申請窓口は DGM と

なる。 
概査許可(野外観察調査)は、原則 2 年以内の期間の許可で 2 回各 1 年以内の延長申請が

可能である。 
探査許可(地質精査､トレンチ･試錐･地球物理･地化学の各調査)は、期間 3 年以内で 2 回

各 2 年以内の延長申請が可能である。鉱区放棄に当たっては全調査データの提出が必要と

される。 
採掘許可は F/S および環境影響評価などと共に申請する必要がある。F/S 期間は 1 年以

内(追加延長 1 回 1 年以内が可能)で、採掘許可の期間は 30 年以内で 2 回各 10 年以内の延
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長申請が可能である。 
以上により付与された各鉱業権は、権者の排他的、固有の権利であり、適法に維持され

ている限りはラオス政府から保護され、許可申請により譲渡し得る。 
なお、採掘起業に当たっては政府が出資･参加することと規定されているが、その出資

上限については鉱業法には明記されていない。 
採掘に伴う電力･水･土地など生産財の利用に関しては関連法規に基づき個別契約が必

要とされる。また、採掘後の鉱物処理･加工および販売に関しても関係省庁の許可を必要

とする。鉱業活動ではこの手続きは工業省に対して行われ、関係省庁間の調整がなされる

こととなる。 
また、採掘後の鉱業権消滅に当たっては鉱業権者は鉱区の原状回復義務と共に、鉱山機

械･施設を含む全鉱山資産をラオス政府に無償譲渡することと規定されているがこれは大

きな問題を含んでいる。 
 

・鉱業法の執行 
鉱業法に係る上記の責任と権限を果たすべく、地質鉱山局及び工業省、同地方事務所、

県･郡･村各当局並びに関係省庁は連携して、鉱業活動に係る許認可など行政手続き、現地

活動に係る支援、指導、検査、監督、保護など各分担分野･レベルでの行政実務を執行す

る。 

 
4-2-2. 鉱業法施行細則 

鉱業法執行に関するガイドラインである鉱業法施行細則は、7 章 19 条からなり、1997
年に公布されている。以下にその概要を記す。 
 

第Ⅰ章 2 条の一般規定では施行令の目的が鉱業事業の管理、監視と促進に関する制度で

ある事を規定し、更にと鉱業の定義を規定する。 
 

第Ⅱ章 2 条で、鉱業の種類と規模を定義し、金属鉱物では大･中･小の各規模は鉱山寿命

20 年、10 年及び 5,000 万、1,000 万米ドルの投資規模で区分される。非金属鉱物･石炭で

は各々15 年、7 年の鉱山寿命、2,000 万ドル、1,000 万ドルの投資規模で区分される。 

 
第Ⅲ章 2 条では鉱業事業手続の許可について規定する。 
① 外国投資家の申請では、ラオス計画・協力委員会に外国投資免許申請書および外国

投資家の技術･専門･財務状況証明書と関連書類の提出が要求される。 
② この免許交付により(1).駐在員事務所設置、(2).現地調査・踏査、(3).一般的調査・探

査、(4).F/S 調査と環境/社会影響アセスメントの完成が可能となる。 
③ 但し、概査、探査、採鉱などの免許発行は DGM であり、これらとは別の手続きと

審査となり、更に会社登記は別途商業・金融当局に申請し審査を受ける必要がある。 
④ 国内投資家も商業・金融当局に会社登記を申請し現地調査・探査、一般的調査・探
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査、F/S 調査および環境/社会アセスメントの申請を工業手工業省に提出し、更に工

業省に対して鉱業免許申請を提出する必要がある。 
 

第Ⅳ章 7 条は鉱物資源に対する投資を規定するが、その主なものは次の通りである。 
① 機械化商業採掘活動ではその管理は工業省がその管理水準を決定する義務を負う。 
② 外国投資家は、鉱物探査生産契約を締結し、国内投資家も中・大規模の希有・希少

鉱物採掘では鉱物探査生産契約を工業省を窓口として関係省庁と調整し締結する必

要がある。 
③ 政府は黒字プロジェクトに対して合弁会社設立交渉を通じ鉱業事業に参加し、持分

に従い共同投資をして、合弁会社の株式を購入する優先権を有するとされる。 
④ 工業省は、鉱業指針を起草し、取引・鉱物輸出入許可規則の起草に関係当局と協力

する。 
⑤ 鉱業の内、専門・パートタイム鉱業従事者に関する規則の制定は商務省が行う。 
⑥ 環境影響アセスメント指針と F/S 調査に関する指針は商務省が起草する。 
⑦ 鉱業免許満了返上の場合、鉱業権者は全鉱業利権を政府に返上し、政府が資産を引

き受けない場合は環境影響を緩和し、自然景観を保全しつつ資産撤去する義務があ

る。 
⑧ 鉱業権者は労働者の福祉・衛生・安全の他、鉱業衛生・安全研修などの義務を負う。 
⑨ 安全・環境保護の実効的保証のため、国際基準に整合的な採掘基準を工業省が決定

する。 
 

第Ⅴ章 2 条の鉱山検査では、中央･地方で各々2 つの異なる水準の(常置･特別)鉱山監

視・検査委員会が工業省により任命されること、と本施行令発効前の契約処理につき規定

する。 

 
第Ⅵ章 2 条は施行令執行者の表彰と違反者の教育、制裁、処罰を定めている。 

 

第Ⅶ章 2 条で 終規定として、その施行と発行日が規定される。 

 
4-2-3. 鉱業関連の環境法・環境政策 
 

・環境保護に関する法規 
ラオスの環境保護法は、1999 年 4 月に制定、施行された。2000 年 10 月には環境アセ

スメント規則、2001 年６月に施行令が公布され、2002 年 2 月には国家環境委員会が設置

されている。環境に関係するその他の法令は以下の通りである。 
 憲法（1991）、森林法（1996）、水資源法（1996）、電源法（1997）、土地法（1997）、

鉱業法（1997）、道路法（1999）。 
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4-2-4. 環境保護法  

鉱業と密接に関係している環境保護に関しては環境保護法が 1999 年 4 月 26 日に施行

されており、その概要は次の通りで、9 章 51 条から成る。 
 

第１章「一般規定」： 
6 条から成り、環境の定義、環境保護の基本原則に関して規定している。環境保護に関

する国際関係と国際協力も含む。 
第 2 章「環境悪化の防止」: 

13 条から成り、環境影響アセスメント、資源の保護、開発および利用、災害の防止お

よび撲滅に関して行政機関、団体および個人の責任を規定している。 
第 3 章「汚染防止」： 

4 条から成り、汚染の定義し、汚染制御について規定している。 
第 4 章「環境の緩和および復元」： 

6 条から成り、環境の緩和、環境の復元を定義し、それらの義務を規定している。 
第 5 章「環境保護基金」： 

3 条から成り、基金の調達源、基金の利用について規定している。 
第 6 章「環境に関する国際関係および国際協力」: 

2 条から成り、国際関係および国際協力、環境に関する国際紛争の解決について規定し

ている。 
第 7 章「環境管理・監視」: 

8 条から成り、環境管理・監視に関する科学技術環境庁、地方自治体の権利・義務、環

境検査について規定している。 
第 8 章「表彰および制裁」: 

7 条から成り、団体および個人の環境保護への功績に対する賞と違反した際の罰金政策

を規定している。 
第 9 章「 終規定」： 

2 条から成り、公布日からこの法が発効する事を規定している。 

 
環境保護法の制定に続き、環境アセスメント規則が 2000 年 10 月 3 日付けで公布され

ている。規則は 4 編 20 条から成り、環境アセスメントの手続きおよび過程、プロジェク

トの審査、報告書の様式を定めている。 
環境保護法施行令が 2001 年 6 月４日に公布され、施行令は 8 章 26 条から成り、環境

保護法の一貫した施行を目指し、環境影響アセスメント、汚染・災害制御、環境の保護、

環境悪化の防止および復元に関する規則を発するよう関係行政機関に指示している。 
 

環境保護法第 14 条では自然資源の開発と利用を管理するための対策を規定している。 
自然資源の開発、輸送、保管、製造および/または利用に従事する人と団体は、土壌、森
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林、水、水資源、採鉱および農業に関する法律ならびに他の関連規則と法律を厳格に順守

しなければならない。 
環境保護法 23 条では、環境基準を定める項目を規定している。 
すべてのレベルにおける環境管理・監視班は、その役割と責務に従い関係部門と調整し

て環境保護と汚染制御のために、規則を発して環境基準を定めなければならない。 
あらゆる種類の活動に従事する人と団体は、水、土壌、大気、廃棄物、化学物質、放射

性物質、振動、騒音、光、変色および臭気による汚染を厳格に防御しかつ制御しなければ

ならない。 
 

環境保護法は、制定されてからまだ年数も浅く、廃水、煤煙、におい、放射能、振動、

騒音等の環境基準に関する細則は現在作成中である。 

 
5. 鉱業関係機関 

5-1. 政府機関 

ラオスにおいて鉱業に直接関係する組織は地質鉱山局であり、工業省の傘下にあるが、

他に首相府･科学技術環境庁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、計画協力委員会による許認可と契約締結がそれら国内鉱業活動の前

提となる。他に探査、採掘活動の段階では、労働･社会福祉省、商務省、財務省が関係す

ることとなる。以下、それらの概要について記す。 
 

地質鉱山局 (DGM: Department of Geology and Mines) 
地質鉱山局は工業省(下記)傘下の組織として 1990 年に機構改革により、それまでの人

員約 600 名から大幅に人員を削減して新組織として発足し、総員約 80 名(地質技師 40 名、

スタッフ 30 名、その他 10 名)である。 
その基本的な任務として、次の事項が定められている。 
1. 国内における石油、天然ガスおよび地下水を含む各種の金属資源の研究、探査、抽出

と製錬を監督し促進するために、政策および計画の実施、また規則、条例および法

律の制定において工業大臣を補佐する筆頭の役割を果たす。 
2. データ収集･文書保管の目的で､地質及び鉱山の野外現地データを調査､収集する。 
3. 契約文書、設立要求文書、活動状況報告、地質および鉱山コンサルタントを含む、地

質･鉱業活動の認可延長ドキュメントなどの調査と検討をする。 
4. 工業･手工芸分野の法律および条例遵守を保証する会社間の契約および協定を検討し、

組織し、監督し、検査する。 
 

これらの基本的な任務に従い、同国内での地質(および物探･地化学探査他)調査、地質図

幅の作成、鉱床調査とその解析を行い公刊サービスを内外官民に提供する他、鉱業探査、

開発に関してその手続きと調整を関係各省庁部局と整合的に進め、鉱物資源開発と管理の

効率化、且つ環境保護のガイドラインと密接した政策に従い、統括的にラオスにおける鉱
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業活動の促進を図っている。 第Ⅲ-3 図にラオス地質鉱山局の組織図を示す。 
 

1997 年 5 月 31 日付けの鉱業法では、地質鉱山局(DGM)は、地質図作成調査、鉱物探査

に主要な役割を果たす他、他国政府や機関、国際的な組織、および民間の鉱山会社などか

ら要求される地球科学関連サービスの提供においても主要な役割を有する。 
また、DGM はすべての鉱業契約交渉とすべての探査許可･採掘許可の発行について工業

省を補佐し、海外や国内組織による開発と鉱物資源の管理が能率的となるよう促進する政

策に従い、且つ環境保護のガイドラインと密接した政策を確保する責務を有する。 
このため、許認可行政に加え、鉱業分野の各活動の指導･監督･検査の執行、更にラオス

鉱業における関連情報収集と科学技術の研究開発にも関与している。 

 

 
第 5-1 図 ラオス地質鉱山局(DGM)組織図 

 
 

工業(･手工業)省 (MOIH: Ministry of Industry and Handicrafts) 

工業省は、大臣官房室、総務局、工業･手工業局、地質･鉱山局、電力局、地方工業･手

工業局から構成されている。 

鉱業に関しては、工業省は地質鉱山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。

その他の部局も含めて工業省の主要な任務としては次のように定められている。 
 

1. 工業および手工芸分野における活動に関する党と政府の政策計画の実行。 即ち、
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詳細計画およびプロジェクトを展開し、工業と手工芸分野の開発に関係する法律、

条例を執行すること。 

2. 計画、プロジェクト、政策および条例の策定を支援するために工業および手工芸活

動の統計データ・ベースの収集を組織化し、また、開発すること。 

3. 中央政府･全国レベルで広い総括的な管理を提供すること、また、地方レベルは工

業･手工芸分野の技術部門と事業製造部門から成るため、法律内でそれらの成功を

保証すること。 

4. 党の指令、政策および計画、国が発布した政策と法律の履行に関して上記項目 2と

3で言及された全ての組織の活動を追跡支援し監督すること。 即ち、当該分野の法

律と条令で規定された任務および権利に従ったプロジェクト計画と予算の履行。 

5. 当省の作業手続き、運営と管理のシステム、また人事管理のシステム、さらにその

職員の監督について策定し、公布すること。 

6. 関係先の省、組織および地方と調整し、必要な手段を取ること、および、消費材の

生産促進、商品の輸出、また国内での生産と手芸業保護のための政策を確立するこ

と。 

7. 公務員の訓練により、政策遂行能力、経済的･技術的専門能力および技術の向上を

図り、消費者支援と製品輸出の促進、および国内経済の保護に関するニーズにすべ

ての行政レベルで対処できるようにすること。 

  公務員を補充、任命/起用、監督、保護し、さらに政府の政策と条例に従って彼ら

が正当な社会保障給付金を受け取ることを保証すること。 

8. 政府が規定した行動指針に従って、工業･手工芸における援助および協力を求めて

外国政府および様々な国際的機構との調整を行うこと。 
 

工業省は以上の任務に従い、新経済メカニズムで重要な位置を占める鉱業分野に関して、

傘下の地質･鉱山局と連携し、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。 

 
内国外国投資振興局 (DDFI: Department of Domestic And Foreign Investment) 

 内国外国投資振興局 (DDFI) は計画共同委員会の下で外資による投資の促進を図る観

点から、その審査と許認可を行う窓口となっている。 

1994 年に成立した新外国投資法は、投資側の権利や資本を守る内容となっており、投資

家の利益をラオスから自国へ持ち帰ることも認められている。ラオス政府との合弁や 100%

外国企業による投資も認められている。投資に必要な機械の輸入関税は既に 1%と低率であ

るが、今後更に改善して 0～1%に削減する方向で準備中との事である。また、鉱山開発に

かかる利潤税は 20～30%、ロイヤルティは 2～5%とされている。 

ラオスのインセンティブは賃金が安いこと( 低賃金 10 ドル/月)と、鉱物資源を始めと
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する天然資源が豊富である点である。ラオス政府は、採掘だけでなく国内で製錬等の加工

を行い、より付加価値の高い輸出の増加を推奨しており、その観点から外資による鉱業プ

ロジェクトの招致を期待している。 

 

計画協力委員会(CPC: Committee for Planning and Cooperation) 

計画委員会は外国投資活動全般に関する許可、監督、調整、行政指導などの権限を有す

る。CPC は外国投資活動を管理する法律･法令を作成し、外資活動に係わる問題について関

係省庁および地方自治体の指導と調整を行い、投資免許の発行から、外資の活動モニタリ

ング、監督、指導に至る全ての事項を掌握する。(詳細は投資環境の項を参照) 

 

科学技術環境庁(首相府) (STEA: The Science, Technology and Envirinment Agency) 

科学技術環境庁は首相府の中に置かれ、環境保全と公害予防･除去に係る役割を担う。 

鉱業プロジェクトの許可については、外資の場合、先ずラオス国内での企業活動は DDFI

による許可が必要とされ、次に鉱業活動に関しては DGM が探査･採掘の各許可を検討する

こととなるが、この過程で更に環境庁による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て許可が出されない場合にはプロジェクトを開始する

ことができない。 

環境保護法は既に発布されているが、その施行細則は現在準備中であり、UNDP の協力を

得て作成中で、環境･法律両専門家によるドラフトは完成しているが、施行には至ってい

ない。 

今後、更に経済活動の社会に対する影響を規制した規則と、経済活動のための移住に関

する規則を検討し、2004 年までに策定する予定となっている。 

 

労働･社会福祉省 (MOLSW: Ministry of Labour and Social Welfare) 

ラオスにおける外資の事業ではラオス人の優先的雇用が原則であり、採用後の職能訓練

や研修が要求されており、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、ラオス人

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。 

労働福祉省は、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。 

 
財務省 (MOF: Ministry of Finance) 

財務省では、金融監督局、国有財産管理局がラオス政府と外資との合弁事業に関して財

務と資産状況の監督を実施する他、外資の活動に関しては関税局、税務局、地籍･住宅施

設局などが輸出入、徴税、土地･資産貸借などの業務で管理監督を行うべく規定されてい

る。 
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また、具体的な手続きとして、外資はラオス国内での活動許可を取得した後に、財務省

から直接投資許可と営業許可(両者の Tax Regulation 証明)を取得し、毎年更新すること

が要求される。 

 
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。 

5-2. 公営機関 

ラオス人民民主共和国国立銀行 (The State Bank of the Lao PDR) 

鉱山操業に当たっては、国立銀行により公布された規則に従い、事業の保証をする基金の

設置が必要とされる。 

 

6. 投資環境 

内陸国として、特に立ち後れてハンディキャップとなっていた社会インフラの整備に関

してはここ数年の内に交通インフラや通信インフラは大幅な改善が期待される。 

交通インフラとしては、インドシナ東西回廊と呼ばれる、タイからベトナムまでの幹線

道路がラオス国内では国道9号線を経由して整備されており、それと直交してラオスを南

北に縦断する国道13号線も改修が進んでいる。 

また、通信インフラに関しても国内通信幹線網の整備計画が進みつつある。 
 

ラオスは、地勢的にタイ、ベトナム、カンボジア、ミャンマー、中国に囲まれ、また経

済規模も小さいため、ある面ではこれら隣国はラオスへの経済的脅威であるが、一方で、

ラオスを足がかりにした周辺諸国の経済戦略がラオス自身の経済発展にも寄与している

という、商機と事業の場提供の面でも新たなポテンシャルを有する一面もある。例えば、

EU向けラオス特恵関税の恩恵を利用したタイ企業進出による輸出や、タイに進出できない

中国企業のラオス進出･地元生産によるタイ向け輸出などの事例が増加していることもそ

の可能性を実証しており、大メコン流域経済圏という新たな視点も、外国資本の投資先検

討でラオスが一つの戦略的な意味を持ってくると考えられる。 
 

こうした外資直接投資を奨励するため、ラオス政府はサヴァナケットなど主要な国境近

傍地域5カ所で経済特別区の計画を打ち出し、輸出産業の育成と外国投資導入をさらに効

率的に進めていく方針を示している。この計画の一部はJICAによる開発調査も終えており、

予定されているこのシステムでの行政手続きの簡素化や税制面その他での優遇措置が外

資のラオス進出を促進することが期待されている。 

これらの優遇措置は、既存税制や許認可手続きなどの外資奨励措置に上乗せされるもの

であり、重ねて申請･利用することで投資には有利に作用し、ラオスへの外国投資を現状

よりさらに有利な環境の醸成に寄与してゆくものと見られる。 
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6-1. 外資法 

外国投資に関連した法令としては、改正ラオス外国投資奨励管理法（1994年）、改正ラ

オス外国投資奨励管理法施行細則（2001年）、優遇措置に関する大統領令(2003年)、中央

及び地方レベルでの投資管理・外国協力・国内投資委員会の役割・責任・権利に関する首

相令(2003年)、事業法(1994年)、関税法(1994年)および、改正・ラオス労働法（1994年）

 がある。 

・外国投資奨励管理法 

 改正ラオス外国投資奨励管理法は、外国投資家がラオスに投資することを奨励す

るため、1994年4月21日に大統領令第23号により発布、同年6月20日より施行された。 

 第1章の総則において、ラオス人民民主共和国は、法律および規則の遵守、互恵

の精神に則り、外国の各投資家がラオスに投資することを奨励する(第1条)こと、

外国投資家の投資分野の規定(第2条: 合法的な全ての経済活動分野に対する投資

とそれにより設立された企業の操業)および、外国投資家の財産や投資の保護と、

徴用･没収･国有化の禁止(若しくは万一の補償)(第3条)とが規定されている。 
 

・外国投資形態と操業期間 

 外国投資家はラオスにおいて下記のいずれかの形態で投資を行うことができる。 
 

(1) 1人もしくは2人以上のラオス投資家との合弁事業 (Joint Venture) 

 ここでいうラオス投資家にはラオス政府及び関係機関も含まれる。 

 また、合弁事業の組織、経営管理、企業活動ならびに当事者間の関係については、

当事者間契約と、ラオスの法律･規則に基づき「合弁事業提携約款」を作成し、遵

守しなければならない。 

 更に、合弁事業では外国投資家は、株式投資総額の30パーセント以上を保有する

必要があるほか、 低登録資本は10万ドルで、投下資本は、ラオス通貨に換金され

なければならない。このライセンス有効期限は20年で、延長可能である。 
 

(2) 完全所有外国企業 (Wholly Foreign-Owned Enterprise) 

 これはラオスに登録･設立された外国投資で、新会社若しくは外国企業支店ある

いは代表部の形となる。この外国企業子会社または代表部としての外国投資は、ラ

オスの法律･規則に則り、「外国投資管理委員会」(FIMC)の承認を受けた「提携約

款」をもたねばならない。その 低登録資本は10万ドルで、ライセンス有効期間は

15年、延長も可能と規定されている。 

(共に首相政令第46号｢ラオス外国投資奨励管理法施行細則｣第21条他による) 
 

 これら何れの場合でも、外国投資では法人設立ならびに登記を、ラオス｢商法｣

の諸規定に準じて行うことが要求される。 
 

・外国投資奨励分野と制限分野 
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 ラオス政府はほぼ全ての分野における外国投資を歓迎している。さらに投資が奨

励される分野については広範囲な投資優遇措置を定めていて、その対象は農業から

各種製造業、サービス業までISICコードで69分野に及び、鉱業関連としては、【原

料金属の製造】分野で鋼鉄棒の製造、原料貴金属および非鉄金属の製造、鉄および

鉄鋼の鋳造、非鉄金属の鋳造が挙げられている。 

 鉱業そのものは｢条件付き外国投資許可分野｣に分類されており、石炭の採掘、原

油･天然ガスの抽出、鉄鉱石･非鉄金属･ウランとトリウム･化学鉱物･岩塩･その他の

鉱物採掘および採石までISICコード12種に区分されている。これらは何れもラオス

政府との協定を締結する必要が有り、採掘後の加工も義務づけられている。 

 但し、地下資源は再生不能な国の資産という観点から条件付き外国投資許可分野

として分類されてはいるが、鉱業はラオスの今後の経済発展に大きく寄与しうる事

が期待されているため、鉱業活動に係る輸出入や操業などの各局面について投資奨

励分野と同様に様々な優遇措置が設定されている。 

 一方、国家安全保障や自然環境、公衆衛生、ラオス文化への悪影響、法律･規則

に抵触するなど、国としての存立の根幹に係わる分野については｢外国投資不許可｣

のに分類されている。 

・外国投資優遇政策 

 ラオスに対する外国投資への優遇措置としては、関税率、その他各種税率の減免

が定められている。それらの概要は次のとおりである。 

 関税の面では、外国投資によるプロジェクトに対しては関税特権が定められてお

り、その建設や操業用の設備･機械類、輸送機器(何れもラオス国内で入手不能なも

の)の輸入関税が1%とごく低率に設定されている。 さらにそれらに関しては売上

税と物品税が免除される。 また、外資プロジェクトでラオス国内での加工後に再

輸出される原材料や中間材料の輸入については輸入関税が免除されている。 

 利潤税に関しては、ラオス国内企業に対しては税率35%であるが、外国投資企業

に対する税率は一律20%と低率な恩典が設定されている。ただし、企業利潤が無い

場合にも総売上高に対して賦課される｢ 低税｣(Minimum tax)1%は支払う必要があ

る。 

 ラオスにおける配当金や利子、ロイヤリティ、手数料に対する源泉課税は10%で

あり、外国人居住者の所得税は10%と設定されている。 

 その他、ラオスの社会･経済的な発展に寄与すると認められた大規模プロジェク

トでは、政府との交渉により法人税減免の道が用意されている。 

 また、原材料や中間材料の輸入が、それまでラオスが行ってきた輸入の代替と認

められた場合には輸入税の減免に係る交渉の道も用意されている。 
 

・外国投資申請手続き 
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 上記のように、外国投資では合弁事業の資本金は総投資額の30%以上と 低投資

比率が定められており、外国直接投資による事業はすべて認可が必要である。 

 それらの具体的な流れについては、投資形態や、投資規模、および外国投資奨励

分野、条件付き外国投資分野などで異なるが、鉱業投資について説明する。 
 

  鉱業活動では、｢条件付き投資許可分野｣に分類され、且つ排他的な鉱区申請と

許可を必要とすることから、ラオスの外国投資区分では、｢利権要請もしくは天然

資源に関する採掘権要請を伴う場合｣に該当する。 
 

 この場合、外国投資の申請は、(a)資本額1,000万ドル以上と(b)それ未満の各プ

ロジェクトで承認手続きが異なるが、何れも外国投資奨励管理局(DDFI)がその申請

窓口となる。 
 

 (a)資本額1,000万ドル以上のプロジェクトでは、DDFIは投資申請ファイルの受理

後3日以内(以下何れも稼働日)に、関連省庁･部署･県当局に技術的意見聴取のため

申請ファイルを送付し、関連部署はその意見を20日以内にDDFIに文書で回答(無回

答は暗黙の了解と解釈)する。 

 DDFIは、関連部署からの技術的意見を検討し、10日以内に外国投資･協力･国内投

資管理委員会(CIC)に対して、申請投資プロジェクトの推薦根拠を示し、原則承認

を下す。 

 CICが原則承認を下せば、DDFIは30日以内にラオス政府に対し検討するよう同委

員会の決定を伝える。DDFIは日以内に海外投資家にその決定を伝え、続いて以下の

手続きを行う。 

 ここから先の手続きは(b)1,000万ドル未満の鉱業プロジェクトと共通となる。 
 

 外国投資家は、協定 終草稿案や了解覚書などの関連書類について議論するため

にCICに出向くよう要請される。但し、銀行保証書の提出は必要とされない。 

 DDFIは外CICに検討資料として上記書類を提出し、CICと外国投資家とが交渉に入

るように準備する。その交渉で合意に達した後、CICはラオス政府に対しその交渉

結果を報告し、書類に調印する承認を求め、これによりラオス政府と外国投資家の

協定、了解覚え書きが調印される。 
 

 調印後は、これらの書類が投資プロジェクト管理･推進の依拠資料として利用さ

れる。 

 なお、鉱業プロジェクトや水力発電もしくはリースや土地の利権を要請するプロ

ジェクトには、それぞれ鉱業法、電力事業法、土地法など関連法規の遵守が義務づ

けられる。 

   以上の大規模プロジェクトについて、その手続きの流れを第6-1図に示す。 
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 この一連の手続でライセンス許可を得て、外国投資家は引き続き、駐在員事務所

または支店の開設を申請し、ラオスでの事業活動の拠点とする。なお、支店は100%

外資企業の銀行ほか、金融･保険会社、国際コンサルタント、外国航空会社に限定

されるため、鉱業の場合は、国際コンサルタントなどによる事業をを除き、駐在員

事務所の設立手続きをDDFIに対して申請することとなる。 

 駐在員事務所は、親会社の管理下で情報収集や調査、協定や契約の書類準備･認

可申請、およびその実施状況モニタリングなどが行えるが、事務所独自の定款や契

約締結･執行、収入を伴う事業活動、輸入業務などは禁止されている。 

 一度ライセンスを取得した海外投資家が事業を拡張する場合には再度DDFIに申

請し、DDFIがその精査結果をCICに提出して、関係部署の技術的意見聴取後に認可

の推薦を行い、新たな投資ライセンスの発行と事業ライセンスの申請･取得から増

資までの一連の手続きを行う必要がある。 

 

 鉱業投資プロジェクトでは、法律と規則上は以上の手続きによって外資としての

事業活動の許可を取得した上で、初めてDGMに対して概査鉱区の申請など、鉱業活

動に直接する手続きに着手できることとされている。但し、その後の聴取の結果、

これらの事業活動許可と鉱業活動(鉱区申請)許可の手続きは、現在の運用上では交

渉次第で並行して申請し、手続きを進められる状況にある。 
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第6-1図 鉱業など条件付き許可分野で利権要請もしくは天然資源の 

採掘権要請を伴う資本額1,000万ドル以上のプロジェクトの手続き 

(日本アセアンセンターHP*1より引用) 

                      *1: tp://www.asean.or.jp/invest/guide/laos/05.html 

 

6-2. 税制 

・主な税制 
 

ラオスでは課税･徴税制度は改正の途上にあり、現在も引き続き修正が加えられ

ている。 

ラオスの主な税制には下記のようなものがある。  
 

（１）利潤税 
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法人税に相当し、ラオス企業に対しては 35％、外国企業一律 20%の課税。 
 

（２）個人所得税 
   ラオス人の累進課税率は 高 40%、外国人居住者の所得税は一律 10%。 
 

（３）取引税 
   取引税は品目により 0%～10%が課せられる。食料品などの生活必需品、 

   医療関係は 5%以下の低い課税。 
 

（４）物品税 
   物品税は、品目・サービスにより 10%～70%が課せられる。オートバイ、 

   自動車には別途高い税率（58%～180%）､乗用車が一番高く 180%の税率。 
 

（５）資源税 
 資源税は、水力資源が一番高く 20%で、鉱物資源などは 5%以下。 

 

（６）輸入関税 
   輸入関税は品目により 3%から 15%の関税率が設定されている。 

 

・税法上の優遇措置 
 

 ラオスにおいては外国投資に係る優遇措置としては次のようなものがある。 
 

（１）利潤税の優遇措置 
外資に限らないが投資企業に対する利潤税は投資先ゾーンと投資額により

優遇される。 
ゾーン１：遠隔地でインフラ未整備地域：10％（投資額により 1～4年間） 

ゾーン２：遠隔地でインフラがある程度整備されている地域：15％ 

                 （投資額により 1年間から 5年間） 

ゾーン３：都市もしくは特別区：20％（投資額により 2年間から７年間） 
 

（２）輸入関税 
外国投資企業は生産や建設に必要な設備、機械、輸送機器の輸入に対して

は免税措置が設けられている。投資案件に直接関わる輸送機器の輸入税も免

除されている。 

投資案件に間接的に関わる輸送機器の輸入税は 1%である。 

なお、外国投資に係る輸送機器は一時輸入車両とみなし、その数量は投資

案件の規模に依拠する。また、再輸出用の加工原材料及び中間財の輸入関税

は免税される。  
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6-3. 労働 

ラオスにおける労働力の規模は、約 270 万人(2002 年：総人口 540 万人)と推定される。

ちなみに統計局の人口構成では 15 歳以上 65 歳までの人口は 287 万人である。ただし、雇

用人口の 85.5%が農業に従事し、その他の産業の雇用はビエンチャンを中心とした都市部

のみに集中している。都市部の雇用者数の割合をみると雇用の 75.3%がサービス業に従事

し、農業はわずか 6.0%である。このようにラオスでは都市部と農村部とでは雇用の形態が

極端に異なる。また、産業別雇用者数の推移をみれば、農業の成長率がわずか 1.6%である

のに対して金融業（12.5%）、サービス業（10.5%）、公共サービス（8.2%）、ホテル業

（7.9%）、製造業（7.2%）、建設業（7.1%）などの伸びが高く、都市部を中心とした市

場経済の発達に伴い、これらの業種での雇用吸収力が高まっている。政府の公式な失業率

は 6%であるが、これには農業は含まれていない。 

 
第6-1表 都市部の雇用者数と割合 

 

   政府職員   国営企業   民 間    自営業   合 計 

農業（人） 1,251 253 47 45 5,213

工業（人） 498 3,692 6,494 3,645 16,183

サービス（人） 17,773 4,846 10,787 23,259 65,092

合計（人） 19,522 8,791 17,328 26,949 86,488

農業（%） 6.4 2.9 0.3 0.2 6.0

工業（%） 2.6 42.0 37.5 13.5 18.7

サービス（%） 91.0 55.1 62.3 86.3 75.3

合計（%） 100 100 100 100 100

出所Ministry of Labor and Social Welfare, (1994), Report of the 1994 Urban Labor Force Survey. 
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第6-2表 産業別雇用者数の推移 

 

     1992 年(人)     2000 年(人)   成長率(%) 

農業 1,350,000 1,537,000 1.6 

鉱業 3,000 4,130 4.1 

建設業 40,000 69,250 7.1 

公共サービス 9,000 16,890 8.2 

製造業 105,000 183,110 7.2 

交通・コミュニケーション 34,000 57,740 7.3 

小売・販売 137,000 221,650 6.2 

ホテル業 14,000 25,730 7.9 

金融業 2,000 5,140 12.5 

サービス 32,000 71,120 10.5 

政府機関 74,000 74,000 0.0  

出典 UNDP, (2002), Human Development Report 2001. 

 

 

6-4. 治安 

ラオスでは、1975 年の革命後、国外に脱出した旧右派勢力の残党と言われているグルー

プによるテロ活動が散発的に発生していたが、首都ビエンチャンはもとより地方都市を含

む全国において概ね治安状況は良く、平穏に推移してきた。しかしながら、2000 年 3 月

末に首都ビエンチャンのレストランにおいて爆弾事件が発生し、2000 年 7 月に反政府活

動の一つとされる入国管理事務所施設の占拠事件が起きている。 
近は、2003 年に入ってから首都において数件の突発的爆発事件が起こった他、一部地

域においてはライフル銃や爆弾等を使用したバス襲撃事件が発生している。特に首都ビエ

ンチャンと地方都市ルアンプラバンを結ぶ国道 13 号線上において、バス襲撃事件が起こ

り、外国人を含む死傷者が出ている。 
ただ、いかなる団体からも犯行声明は出ておらず、首謀者の特定には至っていない。政府

に対するテロ活動とも受け取れ、また、金銭問題やビジネス上のトラブルから発生したよう

な犯罪的な側面を有している爆弾事件も多いとも言われているが、正確なことはわかってい

ない。 
従来からサイソムブン特別区及びその周辺では、武装グループによる襲撃事件が発生し

ており、近年においては、乾期中の 12～2 月の間に村が焼き討ちされたり、2002 年 3 月

には、ラオス軍のヘリコプターが地上から銃撃を受ける等の事件が起こった。特別区には
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山岳民族であるモン族が多く暮らしているが、ベトナム戦争時の経緯（一部モン族は旧王

国政府側につきアメリカより支援を受けていた）もあり、彼らのごく一部が未だ政府の政

策に馴染めず、襲撃を繰り返しているものともみられている。 
ラオスにおいてはこれまでのところ、イスラム原理主義過激派組織によるテロ事件は発

生していない。また、米国及びその同盟国等に対するデモなども行われたことはない。 

 
6-5. 交通 

ラオス国内の交通事情に関しては、長年の内戦の影響を受けて交通インフラの整備は非

常に立ち遅れている状況にとどまっている。主要国道の舗装作業は進んでいるが幹線国道

以外では未整備な状況が続き、地方道以下に至っては維持･管理も劣悪なままである。 

こうした中でラオス政府は経済活動、特に物流を支える基幹インフラとして近隣諸国と

直結した道路網の整備と国内での道路網改善を図っており、ベトナムからラオスを経てタ

イに至る東西回廊の国道 13 号線や中国からラオスを通りタイ、カンボジアに通じる南北

回廊の 9号線などの改修、拡幅、橋梁強化作業などが進んでいる。 

一方、｢大メコン経済圏｣と名付けられた計画では、メコン川流域を対象とする隣国貿易･

3 国間貿易や国境通商の拡充を目指して中国以下の流域各国がメコン川水運や河岸港湾及

び道路整備に関して関連事業を調整しつつ推進しており、今後時間は必要なものの、交通

事情の大幅な好転が期待される。 

 
6-6. 電力 

ラオスは水資源に恵まれていることから、電力開発は水力発電が先行している。ラオス

の電力生産は、経済発展の途上で需要がまだ増加していない民生電力国内需要に対して大

きく超過しており、その余剰電力は近隣諸国への電力輸出として外貨獲得に大きく貢献し

ている。 

一方、国内の電力幹線網の整備は依然として立ち後れており、電力生産実績が高い北部

で生産された電力を南部に給電するにも高圧送電網を欠き、実現できないような劣悪な状

況にあり、各国からの支援や借款を通じて幹線電力網の建設･整備を実施している 中で

ある。 

近、南部で開始された鉱山開発(Sepon 銅金鉱山)の例でも銅生産で必要とされる電力

は国内高圧送電線網の建設が間に合わないため、ラオス北部からいったんタイに電力輸出

してタイ国内の送電線網に載せ、鉱山に近いタイ南部からラオス国内に再輸入して給電す

る計画で選鉱･精錬施設の建設に間に合わせるなどのあり様で、ラオス国内における電力

(配電)事情の好転には暫く時間が必要と目されている。 
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第 6-2 図 ラオスにおける不発弾の分布状況 

 (UXO Lao HP より http://www.uxolao.org/map.htm) 

 

 

7. 地質・鉱床概要 

7-1. 地質と地質構造 

 ラオスの地質と地質構造については、インドシナ地域全体を観ることがその理解を助け

るが、インドシナ半島東半部の地質構造は第 7－1 図のように区分されていて、その地質

構造は北西－南西の方向性をもった主構造が卓越するが、ラオス北西部では北東－南西系

の構造区も観られる。 

 ラオスの東北部から東部までの大半を含む中央山脈区(Truong Son)は、ベトナム－ラオ

スの国境山脈を含み、ベトナム南東部へと延びる NW-SE の構造区(ヘルシニア造山帯)で、
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古生代中期の地向斜性堆積物とそれに貫入した石炭紀花崗岩からなる。 

 この中央山脈区の南西側に同じく北西－南東系の構造を有するコンツムーサバナケッ

ト区(Kontum-Savannakhet)があり、この構造区は先カンブリア代バイカル期造山帯とカレ

ドニア造山帯の基盤岩と、それを覆う中生代プラットフォーム堆積物からなる。この構造

区の西側はタイ東部のコラート(Khorat)高原へと続く。 

 ビエンチャンから北のラオス北西部のメコン川流域は北西ラオス区として上記の NW-SE

に伸張した構造区とは異なり NNE-SSW の構造を有する別の構造区を形成している。この構

造区はヒマラヤ造山帯に属し NNE-SSW の褶曲･陥没構造により特徴づけられている。 

 ラオスの地質図とその凡例を各々第 7-2 図、第 7-3 図に示す。 
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第 7-1 図：インドシナ地域の地質構造区分    

           .(GDMV、1988, I IDMG、1989、ESCAP、1989、1990 編集)  

   (JMEC, 1992 より転載) 
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第7-3図 ラオス地質図凡例    (ESCAP報告書1990より) 
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7-2. 主要鉱床とその分布 

ラオスの鉱床・鉱徴地の分布記載は 初フランス植民地時代にラオスの鉱床目録"Repec

toire"として作成されたが、近年ではESCAP (1990)及び英国地質調査所(BGS, 1990)の両

者がDGMと共にラオスの鉱物資源見直しを実施して鉱物徴候地と鉱床目録(後者はアジア

開発銀行資金で調査)を完成させた。 

英国地質調査所が作成した地図には｢総計 479 カ所の鉱徴を、BGS コンサルタントにより

創設されたコンピュータ版アーカイブに記載｣との注記がされている。以下に、それらか

ら各鉱種ごとに主要な鉱床域と地質鉱床記載を概観する。(第 7-5,7-6 図参照) 

 

 

 
第7-4図 ラオスにおける主要鉱床･鉱山と鉱徴地位置図 
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8. 鉱山概要 
 

これまでの調査により、錫、タングステン、レアメタル、金、鉄鉱石、石炭、石膏、重

晶石、石灰岩、カリウム、宝石などの鉱床が確認されている。主要な資源は鉄鉱石でその

埋蔵量は10億トンで鉄含有率は60％以上と推定されている。鉄鉱床の多くはXien Khouang

地区に存在する。同地区の鉄鉱石鉱床と Savannakhet 地区の石膏鉱床はベトナムの支援を

受けて開発されたものである。 
 

2004 年現在の商業的規模の鉱業活動は錫、石膏、金（Sepon）が主であり、その他はわ

ずかに石炭と重晶石などが採掘されている。 
 

LaneXang Minerals Limited(Rio Tinto グループ)J/V は同国南東部 Savannakhet 県の

Sepon 鉱床で金および銅資源開発を進め 2003 年から採掘をはじめ、年度前半には既に 4ｔ

の金を生産した。2005 年には銅の採掘開始が予定されており準備が進んでいる。Oxiana

社は 80％権益取得の権利を有し目下開発中である。（探鉱開発案件に Sepon 別ファイルあ

り） 
 

Phu Bia Mining Ltd(Normandy Anglo Asian グループの一部)による金・銅開発プロジェ

クトは Vientiane の北東に位置し、2003 年度内の F/S 作業完成を目指している。 

 

8-1. Nam Pathene Valley 鉱山概要（操業鉱山）  記号:Laos-Sn-Nam Pathene Valley 
 

国名／地域 ：Laos 

名前  ：Nam Pathene Valley 地域 

位置  ：Vientiane 東約 210Km 

会社名（権益比率）: 戦前フランス資本により操業される。 

戦後フランス政府援助で再開。 

1979－1987 年ソ連の援助により探鉱。 

その後小規模に採掘が行われている。 

鉱床  鉱種 :Sn 

埋蔵鉱量 :112.9 百万 t、 0.12％Sn   

(ESCAP1990) （財）国際鉱物資源開発協力協会（1996）より 

鉱床タイプ : 風化残留鉱床  

地質概要 :花崗岩質岩の地表部ラテライト質粘土中の富鉱帯。220Km2にわたって分

布する。 

採鉱法  :人力採掘 
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8-2. Kaiso 鉱山概要（操業鉱山）   記号:Laos-Zn-Kaiso  
 

国名／地域 :Laos 

名前  :Kaiso 

位置 緯度・経度 : 北緯 19 度 10 分 00 秒、東経 102 度 21 分 00 秒 

会社名（権益比率）: Umicore 

鉱床  鉱種 :Zn 

鉱床タイプ :熱水性 

鉱量品位その他 : 未詳 

 

8-3. その他の鉱山 

 その他の鉱山として、“Jeffrey W. Hedenquist and Bahram Daneshfar (2001):Mineral 

Potential of Central and East Asia. Report to World Bank Group, Mining Department. 

April, 2001”にまとめられている操業・開発・探鉱を含めたプロジェクトの一覧表を添

付する。 
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9. 新規鉱山開発状況 

 

9-1. Sepon 鉱山探鉱・開発案件の概要   記号：Laos-CuAu-Sepon 
 

国名／地域 ： Laos 
名前  ： Sepon 
位置 ： Savanakett 州 Sepon 
緯度・経度：  
会社名（権益比率）： Rio Tinto Plc 100％ 

Oxiana Limited は 80％の権益買取の契約を結んでいる。 
鉱床  鉱種 ：Cu Au 
鉱量及び品位 ： 

1）(Oct.1998) 資源量 39 百万 t、2.30％Cu http://premium.infomine.com 
2）(Loader 1999)     28 百万 t、2.6％Cu, 1g/tAu 

Jeffrey W. Hedenquist and Bahram Daneshfar (2001) 
3）(Dec.2004) 銅･確定鉱量 20.4Mt (19g/tAg, 3.29%Cu) 
    銅･推定鉱量 9.0Mt (16.42g/tAg, 3.29%Cu) 
    銅･予想鉱量 12.56Mt (9.81g/tAg, 2.26%Cu)  :以上 Khanong 鉱体 
 
    銅･予想鉱量 25.3Mt           : Thengkham 鉱体 
 
    金･確定鉱量 18.99Mt (1.94g/tAu, 6.7g/tAg) 
    金･推定鉱量 41.53Mt (1.69g/tAu, 8.7g/tAg) 
    金･予想鉱量 30.64Mt (1.36g/tAu, 7.1g/tAg) 

:以上 Sepon, Khanong, Thengkham 鉱体 
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鉱床タイプ：  炭酸塩岩中の交代鉱床 
地質概要 ：  少なくとも 2 つの鉱化域（Khanong および Thengkham）が認められて

いる。Khanong では試錐で（35.9m、8.28％Cu）や（73m、4.7％Cu、）（19.3m、

14.32％Cu）などに着鉱している。鉱石鉱物は 70％が輝銅鉱であるという。

Thengkhan の試錐では 27.6m、1.82％Cu に着鉱している。 
生産開始 ： 2003 年 1 月、金･銀生産開始 
  2005 年 3 月、銅カソード生産開始 
生産量  ： 2003 年 金 5.14t、銀 3.85t  出典：Raw Materials Data 
 

 

(出典: Oxiana 社ホームページ) 
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10. 探査状況 

1985 年の新経済メカニズム(NEM)の開始まではラオスでの鉱業活動は、小規模な職人的

な操業以外は、すべて国営企業により経営されていた (図 27)。従って、ラオスではその

後に開始された僅かな民族資本系の鉱業活動以外は旧来の公的な鉱業活動を引き継いだ

ものが未だにその中心となっている。 

 

(1) 国営公社･企業による探鉱活動 

国営公社や国営企業による 近の探鉱活動の動向では次のような事例が挙げられる。 

① Tha Ngone 周辺のカリ-マグネシウム岩塩鉱床では Vientiane 地域の地質図作成と関連

して、詳細な地質学的･水理地質学的および地質工学的な調査がベトナム地質省

Intergeo II パーティとラオス DGM により実施された。この調査では 28 孔の試錐調査

が合計 6,066m 掘進された結果、15 ﾟまでの傾斜でほぼ水平に平均厚さ 28.29m の鉱体が

695km2 以上に亘って広がりその品位は平均 25.03%KCl、19.19%MgCl2 と確認された。

も採掘に有利で物流環境も良い Dongxiengdi と Donetiou 地域の総鉱量は 50十億トン超

で、それぞれ 1-2 億トン及び 4千万トンの鉱量を有する。 

② 工業用およびエネルギー鉱物の探査が同国の中央と北部で、セメント用石灰岩と石炭

資源の可能性評価に焦点を当てて 1996 年から地質鉱山局(DGM)主導で調査されている。 

  1996 年のフランスとラオス工業省との合弁契約による調査では、Thakhek- 

Khammouane 地区の二畳紀-石炭期の石炭資源は採掘不能とされが、ドロマイト化作用は

広く分布することが確認された。また、Thakhek 地区やその北の Ban Namdik の周辺には

マグネシアの低い石灰岩の広範な分布域があり、セメント原料の可能性があることも確

認された。更に、マグネシア･石灰工業用原料(農業向け)となり得る、強くドロマイト

化された炭酸塩岩は調査の結果、Thakhek や、Ban Pakxong、Ban Nathan-Ban Nahi の南

方一帯にも分布することが確認されている。 

 

(2) 国営鉱山公社による採掘活動 

ラオスにおける国営鉱山公社の採掘操業は現在、Savannakhet 県の Dong Hene での石膏

鉱山、Vientiane 県の Bochanh における無煙炭鉱山、Nalang での重晶石鉱山だけが行われ

ている。それらの概要は次のとおりである。 

(a) 石膏 

 石膏の商業採掘は Savannakhet 県の Dong Hene 鉱山に限定されている。この鉱床は

蒸発岩起源のタイプとされており、その露天掘り採掘が 1980 年に開始された。鉱石の

殆ど(石膏の 95%)はベトナムへ送られているが、 近 Vientiane 県、Vang Vieng のセ

メント･プラントが開設されたことで、その一部の産物は現在地元で消費されている。 

(b) 石炭 

 Vientiane県のBo Chanhにある小規模な無煙炭鉱山が国営ラオス･セメント会社によ
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り操業されていて、その生産物は主にラオス国内でセメント工業に供されている。こ

の鉱床の鉱量は 4百万トンのオーダーと言われている(Ndi, 1993)。 

(c) 重晶石 

 Vientiane 県の Na Ang (Nalang)、 Muong Feuang 渓谷の重晶石鉱床は既にその存在

が知られ、Nalang での鉱量は 1990 年時点で 24 万トンと推定されていた。1991 年に国

連開発計画(UNDP)の技術支援プロジェクトLao/88/023の下でDGM-UNDPチームが磁気･

LP 探査を追加した結果、更に新鉱体が発見され、鉱量が拡大した。 

 この鉱区は、引き続いてラオス国営石炭鉱山公社が取得し、1991 年の後期から生産

を開始した。その産物は全量タイ向けに輸出されている。 

 

(3) 民間企業の鉱業活動 
 

 ラオスにおける民間企業による鉱山の採掘操業としては次のようなものがある。 
 

(a) 褐炭 

 1995 年以来、Luang Namtha 県の Muong Ngeun 褐炭鉱床の開発がタイの会社である

Veing Phoukha Coal Mine Ltd.により進行中である。 
 

(b) サファイア 

 ラオス北西端の Bokeo 県 Ban Houei Sai では、メコン川支流で漂砂サファイア鉱床

が小規模な手工業的･職人的方法で長年採掘されてきた。1986-1990 年には国営鉱山公

社が操業を行い、1990 年 1-9 月期の生産量は合計 119,370 カラット(宝石品質 20%)で

あった。 

 1991 年から 1993 年の間、政府はタイの会社に宝石の探査開発の限定的な鉱区許可を

発行して、18.3kg(91,500 カラット但し宝石品質の比率は未詳)の生産報告がある。 

 更に 1994 年にはニュージーランドの会社にも限定的宝石鉱区の許可が発行された。 
 

(c) 石灰岩 

 石灰岩に関しては、1994 年以来 Vientiane 県の Van Vieng でセメント統合プラント

が操業している。また、Khammouane 県や、Vientiane 県でセメント工業や建設石材と

して掘られている他、石灰岩は国内の多くの場所で地元消費用に採石されている。 

 

(4) 海外パートナー会社による探査と開発の動向 
 

 1989 年以来、ラオス政府の新経済メカニズム(NEM)の下で海外の石油会社と金属鉱山会

社に対して限られた数の鉱区の発行が認められた。 

 これらの内で も重要なものは、金属鉱物を中心とする 4 つの多国籍鉱山会社(米国、

豪州、英国及びマレーシア)によりサインされた 4件の鉱業探査及び採掘･生産契約と、石

油に関する 3大鉱区(英国 2、米国 1の各独立企業に対するもの)とである。(第 8-1 図) 
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第 8-1 図 ラオスにおける鉱区発行状況  (ESCAP 報告書 1999 より) 
 

*1: Mineral Concentrations and hydrocarbon accumulations in the ESCAP region Vol.11, p.174 

 

 現在、金属鉱物探査･開発プロジェクトに関して有効な探査権を有するのは Lane Xang 

Minerals Limited 社(Rio Tinto グループの一員)と、Phu Bia Mining Ltd.社(Normandy Anglo 

Asian グループの一部)及び Mmc Bhd. & Bunduon Sdn. Bhd、 Lotus 社及び Phadang 社であ
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る。 

 この内、Lane Xang 社 JV は同国南東部 Savannakhet 県の Sepon 鉱床で金および銅資源開

発を進め、2003 年から採掘を始め、年度前半には既に 4トンの金を生産した。このプロジ

ェクトでは 2005 年に銅の採掘開始を予定して開発が進み、その採掘準備が進んだ結果、

2005 年 3 月には銅の湿式精錬プラントが操業を開始している。 

 もう一方の Phu Bia 社による金･銅鉱床開発プロジェクトは Vientiane の北東に位置す

る鉱床の開発を目指して探査解析を進め、2003 年度内の F/S 作業完成を目指している。 
 

 宝石採掘会社は引き続きサファイアの探査と開発を Bokeo 県で続けている。 近、豪州

の鉱山合弁企業に出されていた宝石採掘許可は、その生産物の取り扱いを巡り、紛争とな

り、合弁企業の免許は停止された模様である。 
 

 石炭に関しては、Hong Sa 褐炭会社が、火力発電用褐炭の採掘に対する F/S 調査と環境

影響評価(EIA)を完成させるべく引き続き作業を継続している。更に、Vieng Phoukha 社も

Louang Namtha 県における褐炭の探鉱と開発を続けている。 

 セメント用原料に関しては、タイの会社の Siam セメント社と TPI 社の 2 

社が、それぞれ Khammouane 県と、Vientiane 県の Vang Vieng でセメン 

ト原料の探査を続けている。 
 

 石膏開発は、Thai 石膏社が Khammouane 県での探査と F/S 調査を完了し、開発と石膏工

場の設立に関する提案をラオス政府に提出し、既にその契約に両者が署名済みである。 
 

 錫の採掘では、ロシア･ラオス合弁及び北鮮･ラオス合弁企業の 2 社が、Khammouan 県の

Nampathene 渓谷で錫精鉱を生産し、年産約 900 トンの錫を輸出している。 
 

 石油と天然ガスの探査に関しては、次のような状況にある。 
 
Hunt Oil 社は 初の石油･ガス試掘井を 1997 年 2 月に掘削した。その掘削井では商業的

に採算性のある石油とガスが確定できなかったため、同社は同地域でのポテンシャル調査

をした後に探査の中止と撤退を決めた。 
 
 Enterprise Oil 社は地震探査の完了後、 初の探査井掘削計画案を策定し、その実施の

ため権益一部譲渡先パートナーを探していたが、見つけられず、探査中止と撤退を決めた。 
 
 The Monument 社は 1998 年 4 月に Vientiane から約 75km の Ban Na Xay にて 初の探査

井を掘削した。この掘削井では、好結果が確認できず、同社は現在同地域における将来性

について評価中である。 
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11. 製錬所概要 

 ラオスでは、Small scale miningを除けば、これまでの処、セポン鉱山の山元での青化

金精錬と銅の湿式精錬SXEWしか精錬所の実績はないが、その詳細に関しては未だ公表され

ていない。 

 ただ、概要としては年間の銅カソード生産能力60,000トンで、青化金生産に関してはそ

の生産実績は10トン程度(2002年度)と報じられている(Oxiana社HPほか)。 

 湿式銅製錬の操業に関してはatomospheric and autoclave leachingとSXEWとされ、2003

年1月に建設開始された湿式プラントは2005年3月13日から操業を始めた処であり、2005年度

の銅カソード生産量は30,000トンと見込まれているとの情報が発表されている(Oxiana社HP

ほか)。 

 

鉱山製錬所位置図 

 

 

 

 

Kaiso 

Nam 
Pathene(Sn

Sepon 
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操業鉱山 

Laos-Sn-Nam Pathene Valley  Nam Pathene Valley 地域  Vientiane 東約 210Km 

Laos-Zn-Kaiso Kaiso 北緯 19 度 10 分 00 秒、東経 102 度 21 分 00 秒 

探鉱開発 

Laos-CuAu-Sepon Sepon？370km southeast of Vientiane？(Lao Theung,Phon Thai 部落)        

Vilabouly district？, http://www.smedg.org.au/Tiger/Sepon.htm（位置図） 

精錬無し 

 

 

12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

 これに該当するものは、調査した限りではラオスでの実績が無い。 
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第 2部 地質解析  

1. 地質・地質構造 

1-1. 地質概要 

1-1-1. インドシナ半島の地質概況とラオスの位置 

 ラオスの広域的な地質学的位置を理解するためには、インドシナ 3国とタイ東部を含む

インドシナ半島全体の地質を眺めることが理解を早める。 

 この地域の地質については、従来 Workman（1977）の研究が基本となってきた。その後、

ソ連・東欧・ヴェトナムの諸国の調査により新知見が追加された。これらはタイ領内を除

くいわゆる旧仏印(インドシナ)三国部分の地質図として 1/100 万縮尺に総合され、図幅説

明書が公刊された（IIDMG 1989）。 

 しかし、この地質図では当時のソ連の影響でプレートテクトニックスの考えが取り入れ

られていない。また、 近刊行された ESCAP（1990）や DGM（1990）の文献も必ずしもこ

の説明書の見解を採用していない。従って、地質区分や地質構造の基本も大局では異なら

ぬものの、構造発達史の細部には曖昧な点が多い。それでここでは、Workman と IIDGM の

説明図を若干引用するとともに、両者を総合して紹介した MMAJ（1990）の表を若干補筆し

て示す（第 1-1 表）。 

 

 第 1-1 図に東南アジアの大地地質構造単位を示す（Workman 1977）。ラオスは Annamia 

Craton、これを取り囲むインドシナ褶曲帯、さらにこれを囲むヒマラヤ造山帯を含んでい

る。 

 IIDMC（1989）によるインドシナ 3 国の地質区の分類を第 1-2 図に、また、これに対応

する地質構造区分を第 1-3 図にそれぞれ示した。 

 なお、第 1-2 図には、Workman のヒマラヤおよびインドシナ褶曲帯を概略相当する位置

に記入した。またこの図で、DGM（1990）の Nan-Uttaradit suture はほぼ IIDMG の

Dienbien-Khorat fault に相当し、また前者の Nan Nhuong fault は後者の Truongson 帯の

西南限にほぼ一致する。第 1-6 図は、Workman によるインドシナ半島の地質構造単位を示

す図で、第 1-2 図の Khoutum-Savannakhet 区、第 1-3 図の Platform sediments の地域に

産出する上部中世代の陸成層の分布と構造を示すために引用した。 

以下、参考までに Workman（1977）の説明を要約する 

① ラオス・ベトナム南部・カンボジャ・タイ東部は、Indochina プラットフォームと

呼ばれる地質単位を構成する。Indochina プラットフォームは、大陸地殻のブロックで

warping、ブロック断層、裂け断層（tear faulting）、火山活動により影響されては

いるが、本質的には、ジュラ紀以降 rigid であり続けた。一方、Himalayan-Pacific

の若い造山褶曲帯が、プラットフォーム周囲に沿う地殻変形ゾーン中に形成された（第

1-1 図）。 
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第 1-1 図 東南アジアの大地質構造単位(Workman 1977 p.19) (JMEC, 1992 より転載) 

 

② Indochina プラットフォーム内には、先ジュラ紀の構造単位が同心円状に認められ

る：すなわち、東端にデボン紀以前に固結した変成岩のコアがあり、コアの周囲に

Hercynian（石炭紀）褶曲帯が半円状に囲み、さらにその外側にインドシナ期（二畳紀

後期-ジュラ紀早期）褶曲帯が半円状に分布する。インドシナ期の褶曲は、多くの場所

で、それ以前の構造要素に多少とも重複している（第 1-4 図）。この地域内の褶曲運動

の時期は、古生代後期～中生代早期に少なくとも 3回の主要な時期があったと考えられ

る。すなわち、 初のものは、石炭紀中期の“Hercynian”、次いで二畳紀～下部三畳

紀の“early Indonesian”、そして 後は上部三畳紀～下部ジュラ紀（Liassic）の後

期 Indosinian）である。 

③ この地域の既知質入岩はほとんど例外無く、花崗岩質と花崗閃緑岩質であり、南ベト

ナムのいくつかのHercynianまたはそれより古期の褶曲地域における後期中生代のもの

以外は、多くの場合、インドシナ期または、それより早期の造山運動に伴っている。（以

上、Workman 1977 より）。 
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第 1-1 表 インドシナ半島の地質構造区分 

 

＊MMAJ 1990 p.16 の第Ⅱ-1 表に若干補筆。 

 

 既知金属鉱業地の大部分は、これらの花崗岩類の内、1/100 万地質鉱産図（DGM 1991）

で二畳紀～三畳紀とされるもの（gPz3）の分布と明らかに一致している（後出）。後者の

分布は、Truongson 帯の北端の三角地帯と、南部のカンボジア国境付近に密集している（第

1-2 図 VS. 第 1-5 図）。 

 上記を総合すると、対象地域に関しては大局的には次のようにいえる： 

① Platform sediments に覆われた地域は、石油・石炭・蒸発岩型鉱床（石膏・岩塩・カ

リ）が主対象となる。 

② 金属鉱床は、北部山岳地域、ベトナム国境沿いの山岳地域、および南部のベトナム・

カンボジア国境付近などが主体となる（後出）。 
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第 1-2 図 インドシナ 3国の地質区 

＊注：IIDMG(1989 P.16)の Fig.1 に Workman (1997). DGM (1990)の 

   主要な構造単位・構造線を概略の位置に記入した。   (JMEC, 1992 より転載) 
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第 1-3 図 インドシナ 3国の地質構造区分 

＊注：MMAJ(1990 p.18)〔原図は IIDMG(1989 p.111 の Fig.2?)〕に Intercontinental 

superimposed structure の一つ“Middle-Late Mesozoic”を原典から復活 

 (JMEC, 1992 より転載) 
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第 1-4 図 インドシナ半島の広域地質構造図 (Workman 1977 の p.21) 

 (JMEC, 1992 より転載) 
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 以上を総合して、ラオス全土の地質図とその凡例を次ページに示す。 

 

第 1-5 図 ラオス 二畳紀～三畳紀花崗岩類の分布 

＊BGS(1991) 1/100 万地質鉱産図の gPz3 花崗岩類をプロット。ただし、北西部の石炭紀～二畳

紀とされる花崗閃緑岩～モンゾ花崗岩を除く    (JMEC.,1992 より転載) 
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第 1-6図 ラオス地質図    (ESCAP報告書1990より) 
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第1-7図 ラオス地質図凡例   (ESCAP報告書1990より) 

 

 



 

- 54 - ラオス 

2. 鉱床 
 

(1) 金属鉱物 

 ラオスの金属鉱物および非金属鉱物賦存は高い潜在的可能性を有するが、それらの

殆どは未だに可能性に留まり、経済的な鉱山産業として発展し得る開発は僅かしか進

んでいない。 

 その原因の一つは、ラオスの地質･鉱物探査は未だに不完全で、調査密度も不均一な

ことにあり、地質調査は縮尺1:20万の概査地域さえも同国面積の約84%に留まっている。

このため、現段階では鉱物潜在可能性の評価を全土にわたり完全に行うことは困難で

ある。 

 各鉱種とその鉱床･鉱徴地の分布に関しては前掲のラオスにおける鉱産図とその凡

例を参照されたい。 
 

(a) 金 

 金の賦存はラオスで一般的であり、広く見られる。特に沖積層中の砂金は国内の多

くの河川沿いで椀がけ採取されてきた(Mallet報告、1896a及び1886b)。主に村人個人

レベルの砂金椀掛け採取は、非常に零細･小規模ながら地域の経済に一定の地位を占め

てきたが、詳しい調査は稀であった。 

1975年の新生ラオス創建後に金に関してもようやく系統的な調査が開始され、1980年

代のベトナムによる主要な調査や、旧ソ連からの支援派遣団、及びチェコスロバキア

やブルガリアにより、他の鉱物と同様に金鉱床の地質調査計画に従い実施された。 

 砂金についてはPak Beng(Sayaboury)(Oudom Xai県)からMuong Tha Deuaまでのチェ

コによる調査事例や、ブルガリアによるラオス東部中央での砂金賦存の確認、Sam Ne

ua, Khang Khay及びVientianeの3カ所におけるベトナムによる調査(1:20万縮尺の地

質図作成調査)、旧ソ連の支援調査での国内4カ所の金の調査での地質図作成(1:25万縮

尺)と砂金鉱床69カ所の詳細調査(1985年)などがなされ、また、Phonesavan(Xiangkho

ang県)地域の中国人採掘者による開発も知られている。 

 一方、初生の金鉱化作用に関しては相対的に調査量が少ないが、幾つかの有望な地

域では二畳紀～三畳紀の中性～酸性火山岩中に金鉱化作用の高い可能性が示されてい

る。 

 これら一連の金鉱化作用精査の面積は総計42,000km2で、対象域は全土の18%に及ぶ。 

 それら金鉱化作用が賦存する可能性が高い主な地域は次とおりである。 
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第 2-1 図 ラオスにおける主要鉱床･鉱山と鉱徴地位置図   (ESCAP 報告書 1990 より) 
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第2-2図 ラオス鉱産図凡例   (ESCAP報告書1990より) 
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(i) Sanakham-Pak Lay火山帯  

 これはタイのLoei金ベルトに連続し、三畳紀の安山岩質火山岩を金の起源とし、石

英脈や花崗閃緑岩や斑岩の貫入岩に隣接した同時代の変質帯に金が賦存する。 

 この地域には 近幾つかのベンチャー企業が探査に入っている。第7-4図  

 同様の火山岩はNam seng-Nam Likベルトでも発見されており、そこでは一群の卑金

属と金の異常の他に辰砂の異常も確認され、浅熱水起源かと示唆される。 
 

 (ii) Xiangkhoang火山地域 

 この地域は二畳紀の流紋岩が同時代の花崗閃緑岩に貫入され、隣接母岩中に発達す

る交代性黄鉄鉱変質帯中に銅鉱床が知られ、流紋岩または変質帯中には金を示唆する

徴候も多い。また、同地区を流下するNam Ngum川では金の異常が強く見られる。 

 Xiangkhoang帯周辺の金鉱化帯では、数多くの鉛-亜鉛の鉱徴がみられ、Phalekの主

要なスカルン鉄鉱床は金鉱床作用と密接に関係している可能性がある。 
 

(iii) Champasakの三畳紀流紋岩中の浅熱水性金 

 カンボジアとの国境に隣り合って広大な流紋岩が露出しており、これには浅熱水性

の変質からカオリンとpagodite(kaolin+pyrophyllite)までの変質示徴がある。僅かな

卑金属異常も記録されており、この地域は浅熱水性金の探鉱が有望な地域でもある。 

 1992年に国連開発計画(UNDP)によるDGM地化学概査で新たな砂金鉱徴が発見され、他

にChampasak県のSekong、Attapu他でも地化学調査と鉱物評価がなされた。 
 

(iv) Luang Phabang - Nam Ou金地帯 

 この金地帯の初生金鉱化作用は殆どが石英脈中の銅と亜鉛の僅かな示徴を伴うが、

既知の金鉱床は主に漂砂鉱床である。石英脈群は低変成度の変成岩中に広域的に賦存

し、アクセスも比較的容易なことから単一脈採掘でも経済的に成り立つと見られる。 

 この金地帯はNam Ou川の渓谷沿いに北に延びており、恐らくPhongsal県のNam Hou及

びNam Phakにまで連なるものと見られる。 

 Luang Phabangの西にもメコン川の谷沿いに金を伴わない鉱徴が幾つかあり、卑金属

硫化物の鉱化の可能性がある地域がその北に存在する模様で、この卑金属帯は南はXai

gnaboulyとMuong Tha Deuaまで伸びている。 
 

(v) Annamite山地の金探鉱地域 

 Xiangkhoangの南東にあるAnnamite山地の二畳紀-三畳紀の火山岩地域は2、3の金の

鉱徴を有し、これらは浅熱水性で鉱脈型の金鉱床と見なされている。 

 同様な地域がThakhekの北東とSavannakhetのNam Kok地域で発見されている。 

 他にもう一つの金鉱化作用がラオス南東国境付近の花崗岩体中に発達しており、Att

apeu近くの平原部での漂砂金鉱床の起源となった可能性がある。 
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(b) 銅 

(i) Xiangkhoangにおける斑岩銅型の鉱化作用 

 この鉱化帯では以前は金が期待されていたが、さらに大きな銅鉱床が胚胎する可能

性を示す鉱徴が確認された。この地区では銅スカルンも可能性が高く、殆どの交代岩

が鉄だけでなく、より硫化物にも富むことから、銅に富む鉱体発見の可能性がある。 
 

(ii) Champasak銅鉱徴 

 赤色堆積岩中の銅鉱化作用が、Champasak地域で記載されている(Baniczky, 1980)。 

 この示徴は上位三畳紀層の基底直上の頁岩と砂岩中に発達しており、かなりの距離

に亘って広がっている可能性がある。また、ChampasakとAttapu県におけるロシアの調

査で銀と金の地化学異常が言及されている(Bakoulin他1986) 

 Attapu、Xekong及びChampasak県の銅鉱徴(Burton,1994 Lao/93/005報告)は気成型鉱

化で貴金属を伴い、品位は高いが全体的に小規模で広く分散し、鉱化起源の追跡も下

位Khorat母岩の被覆により困難とみられ、部分的採掘しかできないであろう。 
 

(iii) Nam Phak銅鉱床 

 ラオス北西部Nam Phakには一群の古い銅採掘跡があり、鉱脈と角礫を充填する銅藍、

輝銅鉱、黄銅鉱及び銅の二次鉱物が赤色砂岩と礫岩を切っていると記載されている(Ve

ux,1959a; Baniczky, 1980)。一方、鉱脈は明らかに陸成の赤色堆積岩よりも後に形成

され、それらの成因は堆積盆中での地層内循環塩水と密接に関係していると見なされ

ている。 

 Ban Na Teuyk近くの二畳紀石灰岩中でも同様の横断脈に鉛･亜鉛の硫化物がみられ、

同モデルが提案されているが、遠隔地であるため当面開発は困難であり、追加探査が

必要とされる。 
 

(iv) Luang Phabang帯の銅鉱化作用  

 チェコと英国チームの地化学探査でメコン川支流で銅の異常が確認され、それらの

起源は安山岩中の黄銅鉱小鉱染か、小規模貫入岩体に伴う鉱床の可能性もある。 

 Xiangkhoang県には斑岩銅型の鉱化作用を受けた地域があると思われ、その銅スカル

ンを対象とする探査が有望で、金属硫化物が存在する可能性がある。 

 Luang Phabang帯では鉛の小鉱徴がデボン紀から二畳紀の炭酸塩岩を切る鉱脈中に

数多くあり、その殆どが銀を含むためかつて採掘が行われていたが、この一帯のメコ

ン川支流では広域的な地化学探査により河川堆積物中の銅異常も確認されている。 
 

(c) 鉛-亜鉛 

 Xiangkhoang県のPhou San-Pa Hia地域では鉛･亜鉛の賦存が知られ、調査の結果Pa H

ia、Phou San地方の硫化物に富む地層中で銀を伴う方鉛鉱と閃亜鉛鉱が発見されてい

る。 
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 より重要と見られるのはVientian県Pha Luang、Van Viengの鉛-亜鉛鉱化で、比較的

広い範囲に方鉛鉱、閃亜鉛鉱が広がり、方鉛鉱は硫酸鉛鉱(Adglesite, PbSO4)と少量

の磁硫鉄鉱と共に産する。ベトナムとのPha Luang予察調査(1988-1989)では、方鉛鉱5

0-60%と硫酸鉛鉱17-22%の鉱化が発見され、その北西部では鉛は重晶石、蛍石に伴って

いる。 

 鉛と亜鉛の賦存はラオス中央部でのSavannakhet県のSepone地域でも報告されてい

る。 

 Mouang Phine地方のNam Mengでは方鉛鉱は閃亜鉛鉱および黄鉄鉱と共に産する。 

 Champasak県Ban Na LanとNa Khamでも鉛･亜鉛が見られるが精査されていない。 
 

(d) 錫とタングステン 

 ラオス鉱業でごく 近まで相当な規模で採掘されていた唯一の鉱物が錫であり、Nam

 Pathene渓谷(Khammouane県Thakhekの北約60km)からのものであった。その採掘対象は

主に漂砂･残留鉱床で、殆どが表層部の採掘からもたらされている。 

 錫の確認鉱量は約65,000トンとされているが実際の鉱量は遙かに多いと見込まれる。

これまでごく僅かな探査しかなされていないが、低品位の大規模な錫鉱床の可能性が

指摘されている。 

 錫鉱山は30年間国営鉱山会社により稼行され、錫精鉱は旧ソ連邦に輸出されていた

が、現在は合弁会社に移管され、精鉱はタイにも輸出されている。鉱山では、探査と

鉱量獲得への投資が不十分で、設備老朽化や選鉱技術不足もあり操業が困難になって

きている。 
 

(i) Nap Pathene 錫鉱床 

 錫は中央ラオスのNam Patheneで30年にわたって沖積層や残渣から採掘されており、

選鉱技術の改良により錫による収入の大幅な増加が可能となった。今日までの採掘の

殆どは表層鉱床で実施されてきたが、大規模操業のポテンシャルもある。 
 

(ii) その他の錫を含む花崗岩のポテンシャル 

 ベトナム国境沿いのAnnamite山地では一部の花崗岩を起源として風化浸食による錫

石の漂砂鉱床が形成されているが、経済的に引き合う鉱化は未発見である。 
 

(iii) Louang Namtha 錫-タングステン-アンチモン帯 

 錫-タングステン-アンチモン鉱化帯がラオスの北西部、Louang Namtha近傍(Shan-Th

ai大陸地塊の東南の端)にある。この鉱化帯はタイのChaing Mai-Chiang Rai錫-タング

ステン鉱化帯からの連続で、Sanjiang断層帯として北は中国へと延びている。 

 Louang Namthaには灰重石が産するがその外側にはHouaphan県とXiangkhoang県に層

準規制の錫石を伴うポテンシャル地域があり、灰重石も確認されている。 
 

(e) 白金族金属とクロム鉄鉱 
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 超塩基性岩がThai Nan-Uttradit縫合線の北向きの延長に沿ってラオスまで続いて

おり、この地域は白金族金属の探査候補地となり得る。Oudomxai県で見られる破砕さ

れたクロム鉱石はこれらの超塩基性岩からもたらされたと考えられ、さらに、その地

域は白金、クロム鉄鉱および金の探査候補地となり得る。 

 砂白金の可能性についても、ラオス国境から遠くないタイ北東部でこの型の鉱床が

発見されているので注意を払う必要がある。実際、白金族の賦存ポテンシャルが指摘

されているメコン川流域のChambasak県で白金族の報告がある。 
 

(f) 鉄鉱石 

 ラオスではベトナムの北西部に位置する地域で特筆すべき鉄鉱床を有する。特に X

iangkhoang県Phalek地方の鉄鉱は、長年知られてきた(Cheymol,1959-60)。 

 鉄鉱石はラオスの 大の鉱物資源であり、鉱量は約10億トン、品位は鉄分60%以上で

ある。 

 Phou Nhouan鉄鉱床は表層を褐鉄鉱で被覆された磁鉄鉱-赤鉄鉱からなる。磁鉄鉱-赤

鉄鉱からなる鉄鉱石は 大64%の鉄含有率を有する。 

 Pha Lekの鉄鉱も長年知られ、1960年に空中磁気探査が米国の会社により実施され、

1986年には予察的地表地質概査もベトナムによりなされたが、当地区の磁鉄鉱-赤鉄鉱

鉱床の鉱量と地質条件は未だに詳細には評価されていない。 
 

(g) ボーキサイト 

 南部ラオスのBolobens玄武岩台地ではボーキサイトの鉱量が20億トンと推測されて

いるが、この数字を裏付ける地質的な証拠は殆どない。しかし、ラオスにおける水力

発電･電気資源は豊富であり、もしも市場価値が認められればアルミ精錬操業の機会が

あり得る。 
 

(2) その他副次的な金属鉱物 

(a) アンチモン 

 ラオスではアンチモンは経済的に低いポテンシャルしかない。採掘の労賃は安いも

のの、 知られているアンチモン鉱床の多くは小規模で、その典型的な例では鉱量約1

80トンで鉱石の運搬でインフラ･コストをかろうじて償還できる程度(CoxとSinger, 1

986)である。 

 但し、同様に小さいアンチモン鉱床はタイでは採掘されており、またラオスでもLua

ng Namtha県や隣接するOudomxayでもポテンシャルがある。 

 他にHouei Hocは精査の結果ポテンシャルが低いと確認され、Luang Phabang東部の

古生代層中のアンチモンも賦存は興味あるが探査の優先度は低いとみられている。 
 

(b) タングステン 

 灰重石のあるポテンシャル地域が錫の記載でも言及されているが、他にHouaphanとX
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iangkhoangでも重鉱物精鉱中で発見された灰重石のアノマリが存在する。 
 

(c) ウランとトリウム 

 ウランはVientiane県の地化学探査で低濃集が検出されているが殆ど重要でないと

考えられている。トリウムもXiangkhoang県の二畳紀流紋岩中で検出されている程度で

ある。 

 これらの将来ポテンシャルもその需給の現時点予測からも恐らく低いと見られる。 
 

(d) モリブデン 

 ラオスではモリブデンの賦存の記録は僅かしか無く、これらの殆どは銅-モリブデン

斑岩鉱化作用よりも、むしろ花崗岩質のグライゼン(気成岩)に関係している模様であ

る。 
 

(3) 非金属鉱物 

(a) 燐酸塩 

 燐酸塩はKhammouane県で報告されている。 燐灰土(灰状燐灰石)の産出は、Khammou

ane県のBan Tha Pa Chonの西南西6kmに位置していて一部露出している。 

 燐酸塩鉱徴としては、Savannakhet盆地の北と東の端を限る山嶺中の中部石炭期のカ

ルスト化した塊状石灰岩の中にかなりポテンシャルのある燐酸塩鉱床が発見されてい

る。 

 Houaphanの古生代石灰岩もポテンシャルを有するもので、これら石灰岩はベトナム

で報告(Premoki, 1988)されている燐酸塩の賦存走向に沿ってラオスの北から西に分

布する。 
 

(4) 蒸発岩 

(a) 岩塩とカリ 

 岩塩はVientianeやSavannakhetの堆積盆でさまざまな規模で採掘されており、また

大規模なカリ資源の一つがVientiane盆中に賦存しており、安価な水力電気が利用でき

るようになれば、将来肥料工業の原料となり得ると見られる。 

 1974年にVientiane堆積盆のDone Tiouカリ探査の試錐報告が出され、1983-1987年に

はラオスとベトナムが共同でVientiane平原のカリ鉱床を探鉱した。その結果、含カリ

-マグネシウム岩塩(厚さ10～150m、主鉱物はカーナライト(KCl.MgCl2.6H2O)とカリ岩

塩(sylvite, KCl))が、岩塩(halite)層と関係して大量に賦存しており、これらVienti

ane平原のカリ鉱床はラオスおよび周辺地域で も大規模な既知鉱床と確認された。 
 

(b) 石膏 

 ラオスの石膏生産は1979年以来ベトナムの援助で伸び、採掘はラオス国営鉱山企業

体が行い、年産10万トン規模である。主な市場は今もベトナムで、ラオス石膏鉱業は

ベトナムのセメント工業の需要に依存している。未発見鉱床の可能性も大きいといわ
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れている。 

 インドネシアと日本も当国の石膏に興味を示しているが輸送コストで不採算である。 

 新たな石膏鉱床がKhamouane県東部のBantun Bung Houa Naでタイ石膏会社による探

鉱試錐で確認され、生産協定の締結から開発に向けて動き始めている。 
 

(5) 工業用鉱物 
 

(a) 重晶石 

 Vientiane県のNalang地域では重晶石鉱床が開発されてきており、残存鉱量は24万ト

ン以上と推定されている(国連プロジェクト,1990)。この他、Muong XaiとLuang Phaba

nベルトも重晶石の探鉱に好適な地域と見られている。重晶石産物はタイに輸出されて

いる。 
 

(b) 石灰石 

 セメント工業、建設骨材用及び道路石材に利用できる石灰石の地元用資源は多くの

県で知られており、ドロマイトもラオス中央部のKhammouane県で入手可能で、他でも

カルスト化した石灰岩は今後も発見されるとみられている。 

 大理石はVientiane県、Nam Ngum Damの東南東20kmのPha Taoで中生代の地層中に知

られている他、アクセスの良い場所にも数多くの分布地の可能性がある。 
 

(c) 粘土、砂礫その他 

 粘土、砂礫は第四紀の表層堆積物に豊富にあり、地元用の資源としてはその需要が

ある場所の近傍で見いだされ得る。 

 光学用、鋳物用の珪砂も恐らく入手可能と見られる。 

 Houaphanのペグマタイト中に雲母と長石が賦存しており、ベトナムを通じての輸出

に向けて開発が検討されている。 

 粘土類に関しては、Champasakの流紋岩は変質されてパイロフィライト、カオリン、

及び恐らく明礬石に変わり採掘対象となり得る。また、Ban Na Huong (Lak Xao地域)

では2つの不連続な粘土鉱体が探鉱で発見されている(Tran van Ban, 1997)。 
 

(d) 滑石と石綿 

 滑石と石綿は超塩基性岩の変質生成物としてHouaphan県に産し、また、Xiangkhoang

県では長い繊維の白色石綿を産する場所が一カ所知られている。 
 

(e) 石墨 

 石墨鉱徴は前カンブリア代岩石中で報告があるが、経済的か否か結論されていない。 
 

(6) 宝石 

 宝石用の原石は、ラオスではサファイアを中心にその賦存可能性が高く評価されて

きており、単価が高く、運搬も容易で、且つ比較的単純な装置で採掘可能なため探査、
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開発対象として砂金と共に長く小規模な採掘が続けられてきた。 
 

(a) サファイア 

 ラオス北西部のBan Houei Saiで、宝石および工業用品質のサファイア(漂砂･残留鉱

床)が賦存することが知られて、これまで採掘生産されてきた。1989年には国営鉱山会

社が37,925カラットを生産した記録がある。 近では個人グループと民間会社1社(豪

州の鉱山合弁企業)により採掘生産されているが、生産物の取り扱いを巡り、紛争とな

り、合弁企業の免許は停止された模様である。 

ラオス-チェコの共同探査チームは 近同地域で更に可能性がある場所を特定した。サ

ファイアに関しては他にBolovens台地、Attapeu県でも新たなポテンシャルが知られて

いる。 
 

(b) 紫水晶 

 紫水晶はChampasak県の三畳紀流紋岩中にあるガマや裂罅から1992-1993年採取の実

績がある。 
 

(c) ジルコンとトパーズ 

 ジルコンとトパーズはChampasak県の沖積層堆積物中で賦存の記録がある。 
 

(d) ベリル 

 ベリルはHouaphan県内のペグマタイトの岩脈中に産し、同地は北部ベトナムで知ら

れたベリルに富む地帯の北西に位置し、北ベトナムの鉱床走向に沿って分布する。 
 

(e) ザクロ石 

 一般に直径5cm以上の深赤色の大きく良好なザクロ石の結晶がXiangkhoang県のBan 

Chamthongの近くで発見されており、その多くは結晶が剪断されているものの、幾つか

は宝石品質を有する。これらザクロ石は研磨剤として工業用途に適当であるが、その

賦存地の潜在可能性と詳細な地質は殆ど知られていない。 
 

(7) 化石燃料: 石炭、石油および天然ガス 

(a) 石炭 

 石炭はラオスで主に次の3地域に賦存することが知られているがおり、未だ多くの石

炭の鉱徴が精査されずに残されている。 

･ 南部(Saravan-Sekong県)では鉱量は約40百万トンとされる。 

･ 中部(Vientianeの北西)では鉱量が約5百万トンと推測されている。 

･ 北端(Phongsaly県Hong Sa)でも賦存が知られる。 

 現在、Vientiane北西のBochanh鉱山からの石炭は主に国内消費に充てられ、基本的

にはセメント工業に供されているが需要が大きく伸びていて新鉱床開発が求められて

いる。 
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 褐炭の採掘は、タイの会社によりLauamg Namtha県Vieng Phoukha地域のMouang Ngeu

m鉱山で小規模に生産され、タイに輸出されている他、探査は現在Hong Saでも進行中

(推測鉱量約428.36百万トン)である。 

 Xiangkhoang県のMouang Phan地域における探鉱は現在継続中である。 
 

(b) 石油と天然ガス 

 ラオスの石油と天然ガスに関してはかつて多くの調査研究がなされ、その可能性見

積もりに対する予備的な評価がラオスとソビエトにより取り纏められた(1987-1989)。 

 石油探査鉱区に関してはEnterprise、 Hunt 及び Monumentの石油各社が、その鉱区

をラオス中央部と南部に有し、それらはSayaboury、 Vientiane、 Bolikhamsay、 Kha

mmouane、 Savannakhet、 Saravane、 Sekong、 Attapeu及びChampasak県の一部など

に位置し、鉱区総面積は85,650km2に及ぶ。 

 

3. 鉱床胚胎有望地域 

3-1.ラオスの金属鉱物資源ポテンシアル 

 嘗ては、ラオスの金属資源ポテンシャルに関しては既知鉱徴地の記載（Fontaine ＆ 

Workman 1978,ESCAP 1990,BGS 1991 等）を読む限り、ただちに鉱床意欲をそそるような非

鉄金属・貴金属鉱床鉱徴地は無かった。しかし、1/25 万の地質図でさえ、全土の 15％し

か作成されておらず、金属鉱物資源のポテンシアルは不明というのが実情である。 

 BGS は当国の非燃料鉱物ポテンシアルにつき、 終報告書（1991）で、“Lao PDR has a 

high potential for metallic and bulk minerals but this potential has not yet been 

converted into a stable and prosperous mining industry”と記したが、その根拠には

触れておらず、BGS の作業がコンサルタントとして、外国鉱業会社誘致のための資料作成

の意味もあったため、この表現はやや割引して考える必要があろうとも言われた。 

 また、当地を多少でも知る地質家の意見は概して好意的であるが、嘗てはその根拠が主

に“今まで探鉱が行われていない”ことと“国土が植生に覆われている”といういわば“単

なる未知の魅力”と判断され、当国は人口密度こそ低いが、かなり文化水準の高い住民が、

古来広く全土にわたり住んできたため、地表露頭があり、かつ人目を引く産状を示すタイ

プの鉱石を持つ鉱床（たとえば塊状硫化鉱・石英脈・鉛亜鉛の酸化鉱・塊状硫鉄鉱・塊状

クロマイト鉱等々）は既にかなり知られてしまっている可能性があり、過大な期待は慎む

べきであろうと一部では言われてきた。 

 しかしながら、これまで可能性が議論されながら系統的な調査を欠いていた当国の一部

地域に本格的な調査が入った途端に Sepon や Phu Bia など大規模鉱床の賦存が立て続けに

確認された事例から見ても、当国において特に 19 世紀以前の鉱床学的視点しか無かった

旧来の調査からは完全に漏れていた新たな鉱床タイプの金属資源ポテンシャルの高さが

再確認されたものと言えよう。 
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 従って、今後の探査対象は斑岩銅･金鉱床や IOCG 型鉱床などの潜頭鉱床などを主としつ

つ、新たな視点から系統的な全国調査が必要と考えられる。 

 その意味からも当国における貴金属・非鉄金属鉱床の探査作業での 大の問題は、交通

の便が悪いことであり、また一部地域の治安の不安定さにも注意は必要である。 

 

3-2. 鉱化密集地域と関係火成岩 

 探鉱有望対象地域を再検討するため、1/100 万地質鉱産図（DGM 1991）から、既知の

Au,Cu,Pb・Zn 各鉱種の鉱徴地を抽出しプロットした図を示す（第 1-8～1-11 図）。これら

の図から次のことが明らかにされた。 

①3者がほぼ同じ地域に分布する。 

②特に、北部（Vientiane 省～Xiengkhouang 省～Houaphan 省）と南部（Champassak 省・

Xekong 省・Attopeau 省）の 2ヶ所に集中する。 

③これらの集中地域は、花崗岩類の中でも、二畳紀～三畳紀とされる貫入岩体（石炭紀

～二畳紀のモンゾニ花崗岩でない方）の分布（第 1-5 図）に非常に良く一致する。 

④鉱徴地および貫入岩体密集未収地域の伸長方向（第 1-8～1-11 図）は、構造単位のト

レンド（第 1-2～1-4 図）を切っている。 

⑤北部の密集地域の SE 側の境界は直線的で 3 者が全く一致する。また、W 側では、NS

に近い流路を示すメコン本流に沿い、ほぼ直線的に密集地域が伸長する傾向がみとめ

られ、構造線による規制を暗示する。 

 これらのことは、既知鉱徴地の大部分が花崗岩関連の火成鉱化作用由来であることを示

唆している。Champassak 省から Xekong 省～Attopeau 省に分布するいわゆる“赤色砂岩型

Cu 鉱化”とされるものも、“層準規制”ではあるが、堆積型鉱化ではなく、花崗岩に関係

するものと推定される。 
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第 1-8 図 ラオスの金鉱徴地分布図…(1)初生鉱化およびタイプ不明 

＊DGM(1991) 1/100 万 地質・鉱産図から作成  (JMEC, 1992 より転載) 
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第 1-9 図 ラオスの金鉱徴地分布図…(2)砂金およびタイプ不明 

＊DGM(1991) 1/100 万 地質・鉱産図から作成  (JMEC, 1992 より転載) 
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第 1-10 図 ラオスの銅鉱徴地分布図 

＊DGM(1991) 1/100 万 地質・鉱産図から作成  (JMEC, 1992 より転載) 
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第 1-11 図 ラオスの鉛・亜鉛鉱徴地分布図 

＊DGM(1991) 1/100 万 地質・鉱産図から作成   (JMEC, 1992 より転載) 
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3-3. 対象となる鉱床タイプと地域 

 前記の解析結果から、今後当国で探鉱対象になる主な非鉄金属・貴金属の鉱化作用とし

ては、マント型 Cu-Au 鉱化、斑岩銅鉱型 Cu-Au 鉱化、スカルン型 Cu-Au 鉱化、鉱脈型 Au-Ag

鉱化が主体となる。そのため、対象地域選定では、関係火成岩の花崗岩の分布が大きな要

因となる。 
 

 古くからラオス 大の金属鉱床として知られ、鉱量 10 億トンともいわれた（Mining 

J.1990）Pha Lek および Phou Nhouan 鉄鉱床（スカルン型）（第 1-8～1-11 図の▲印）の

ある Xiengkhouang 地域は、スカルン型・斑岩銅鉱型 Cu-Au・鉱脈型 Au-Ag 鉱化を対象とし

て、地質学的には、当国 大の可能性のある地域と考える。 

 なお、ベトナムによる Pha Lek 鉱床の地質図によると、鉄鉱床はレンズ状小鉱体の集合

とされており、その情報から判断する限りではとても 10 億 T ものまとまった鉱量がある

ようには見えぬ。また交通の便が極度に悪いので、現状では鉱石価値の低い鉄を対象とし

ては探査対象になり難い。 
 

 赤色砂岩型中の主として緑色酸化銅鉱の鉱染からなる Cu 鉱化（主として当国南部に分

布）は、水平に近い地層中に胚胎するため広く分布し、昔から人目を引いてきたにも拘わ

らず、OTCA（1967,68）等の記載からは濃集部の規模が小さく問題にならぬと考えられて

きた。しかし、Sepon 鉱床の例が示すように、Cu 鉱徴地の正確なポテンシャル評価の為に

は系統的な調査による見直しが必要とされる。 
 

 変成岩分布地域には、キースラーガー型の鉱化が賦存する可能性がある。しかし、地表

露頭があれば“蜂の巣焼け”や転鉱から発見され易い鉱化であるにもかかわらず、現在ま

で良いものの記載はないので、浅部に大鉱床が存在する確率は高くないと考える。 
 

鉱脈型の Cu 鉱化は、高品位の鉱床があれば、比較的簡単に小規模稼行が可能と思われ

る。中国国境に近い北部 Phongsari 省付近にその可能性があろう。 
 

鉛・亜鉛鉱床では、すでにミシシッピー・バレー型の鉱床の賦存が報告され、小規模な

がら開発されているように、石灰岩や蒸発岩が多いので、他にも未発見の鉱床賦存の可能

性が高い。ただし探鉱方法に決定的な手法がなく、探査が難しい。鉱脈型やスカルン型の

鉱化も可能性はあるが、山岳地域が対象となため、品位が高くないと経済性が無い。隣国

タイでの鉱床賦存の例と同じく、当国でも地表部の高品位鉱石として比重が高い酸化鉱の

存在が報告され、発見に繋がってきたので今後の系統的な調査が期待される。 

鉱脈型金鉱床は、北部（Vientiane 省～Xiengkhouan 省～Houaphan 省）と南部（Champassak

省・Xekong 省・Attopean 省）の 2ヶ所で可能性が高い。ただし Newmont 報告書（1991, DGM

内部資料: JMEC, 1992 より転載）に見る限り、既知露頭に高品位のものはなく、これら地

域での深部探査が必要となろう。 

一方、砂金は『地域住民による小規模採掘の対象にはなるが、大規模鉱床は期待出来ぬ』
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というのがこれまでの大方の見解であったが、この評価についても大規模な bulk minable

銅金鉱床の賦存などが確認されたため、砂金供給ソースの規模の見直しも必要で、その点

からも再検討の余地はある。 

 以上の各点を総括してラオスにおける金属鉱物資源のポテンシャルを再考すると、治安

も安定した 近になってのSepon銅･金鉱床やPhu Bia銅･金鉱床の発見に見られるように、

これまで可能性が議論されながら系統的な調査を欠いていた地域に本格的な調査が入っ

た途端に大規模鉱床の賦存が立て続けに確認された事例から見ても、当国における系統的

な探査を上記有望地域から着手する必要性が更に意味をもってくるものと期待される。 
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