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第 1 部 資源開発環境調査 

1. 一般事情 
 

1-1. 面積 32 万 9,241 ㎢ 
 

1-2. 人口 約 7,971 万人 人口増加率 1.31％（2002 年） 
 

1-3. 首都 ハノイ 
 

1-4. 人種 キン族（越人）90％、約 60 の少数民族 
 

1-5. 公用語 ベトナム語 
 

1-6. 宗教 仏教（80％）、カトリック、カオダイ教他 
 

1-7. 地勢等 千年を超える中国支配を経験した中国文化圏 南端の国。 

 

2. 政治・経済概要 
 

2-1. 政体  社会主義共和国 
 

2-2. 元首  チャン・ドゥック・ルオン国家主席 
 

2-3. 議会  一院制 任期５年 （議長：グエン・ヴァン・アン氏） 

 中央選挙区（選挙権：満 18 歳以上、被選挙権：満 21 歳以上） 
 

2-4. 政治概況   

86 年の党大会にて採択された市場経済システムの導入と対外開放化を柱としたドイ

モイ（刷新）路線を継続、外資導入に向けた構造改革や国際競争力強化に取り組んでい

る。他方、ドイモイの進展の裏で貧富の差の拡大・汚職の蔓延・官僚主義の弊害などの

マイナス面も顕在化している。 
2001 年 4 月には第９回共産党大会が開催され、共産党一党支配による社会主義体制

の維持とドイモイ路線継続という基本方針の継承が打ち出されるとともに、党員の腐敗

撲滅に向けての各種対策が示された。また、同大会において、マイン国会議長が新書記

長に選出された。2002 年 7 月の第１１期第１回国会では、ルオン国家主席、カイ首相

がいずれも再任された。 
 

2-5. 主要産業 農林水産業、鉱業 
 

2-6. GDP 301 億米ドル 一人当たり 388 米ドル（2000 年 IMF 資料） 
 

2-7. 通貨 Dong（ドン） 
 

2-8. 為替レート １US＄＝15,740 ドン（2004 年 12 月） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 
1US＄＝ 14,028 14,514 15,084 15,403 15,646 

（International Financial Statistics 2004） 
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2-9. .貿易    （2002 年） 

輸出 165.3 億ドル：原油、繊維、水産物  

輸入 193  億ドル：機械、繊維品、石油製品  

 

対日貿易 

輸出 3,163 億円：繊維製品、魚介類、原油 

輸入 2,663 億円：機械類、電気機械、繊維 
 

2-10. 経済概況 

ベトナムの GDP 成長率は 1999 年を底に回復に向かい、その後安定的に高成長を持

続させている。2000～2002 年は 6.8～7%、2003 年は 7.2%とアジアでは中国に次ぐ高

度成長を遂げている。石油・天然ガス、採石を含めた鉱業部門は、GDP の 6.7%(2001)
を占めているが、金属鉱業はこのうち 1%を占めるにすぎない。 

1997 年のアジア経済危機後、低迷していた対ベトナム直接投資は、認可額は依然と

して低水準であるものの、2001 年以降投資認可件数が増加し、1990 年代半ばのピーク

を上回る水準となっている。これは、日本や国際機関の支援による電力、輸送インフラ

整備の進展による投資環境の改善が背景として挙げられる。 
他方、ベトナムにおける民間企業、外資系企業の鉱業活動は引き続き低迷しており、

国内での政治的要因として政府の鉱業政策の不透明さ、官僚的行政機構(政府内意思決

定メカニズムの不透明性)、中央政府と地方政府の政策の統一性欠如等が阻害要因とし

て指摘されている。 
 

3. 鉱業概要 

3-1. 鉱産品目別生産量 

ベトナムにおける鉱産物の品目別生産量の概要について次表に示すと共に、各品目別

に以下に記す。 
第 3-1 表 ベトナムの鉱物生産量 

鉱物 資源 (単位) 2001 2002 2003 
クロム鉱* (千ｔ)  70  66 64 
銅鉱石* (千ｔ)  1.6  1.1 1.2 

金 (ｔ)  3  3  
イルメナイト (千ｔ) 180 180  

鉛 (千ｔ)   0.9  1  
マンガン (千ｔ)  67  68  

錫 (千ｔ)   4.5  4  
亜鉛* (千ｔ)  26.1  26.1 26.1 

        USGS、World Metal Statistics(*)等(推定を含む) 
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3-1-1. 銅 

 銅は、主に北部の Bac Giang 地域、Hoa Binh 地域、Lang Son 地域、Lao Cai 地域

及び Son La 地域に分布している。特に Lao Cai 省の Sin Quyen 鉱床は 550 千 t の銅に

加え、35t の金、25t の銀の資源量を有している。同鉱床の開発に向け、VIMICO は年

産約 200 万 t の鉱山、5 万 t の選鉱場、1 万 t の製錬所の建設を計画している。所要資

金 70 百万 US ドルについては、40 百万 US ドルを中国政府からの融資、30 百万 US ド

ルをベトナム国内からの調達が見込まれている。設備機器は中国企業から供給される予

定であり、2002 年 9 月から設計、建設を開始、2004 年の稼働を目指している。Sin Quyen
鉱山は、1995 年間から小規模に生産を行っており、3～5 千 t の鉱石を中国に輸出して

きている。 
 ベトナムの銅国内需要は 15～20 千 t(2002 年)程度であり、中国、インドネシア及び

日本からの輸入に依っている。 
 
3-1-2. クロム 

 稼行の対象になるクローム鉱床はタンホア（Thanh Hoa）省にあるヌイナウ（Nui 
Nau）鉱床その他である。これは漂砂鉱床であり、1927 年に発見され 1930 年よりフラ

ンス人によって採掘が開始され、戦前では 1943 年の採掘量がピークで精鉱 6,569t/年 
を記録した。その後 10 年間休止したが、1956 年に国営会社が設立され、1962、63 年

には各生産量 31,000t、 36,000t を記録している。 

Thanh Hoa 州の Co Dinh 鉱山とその周辺地域で生産されるクロムの生産量は、1998
年の 59 千 t から 2001 年の 80 千 t と、ここ数年増加傾向にある。生産量の 56%が国営

鉱山からのものであり、同地域のクロム鉄鉱の推定鉱量は約 21百万 tとみられている。 
 

3-1-3. 金 

 砂金は国内に広く分布しており、Bac Thai 県の Thai Nguyen Nonferrous Metal Co. 
(TNNMC)と Russian Geology Federation の合弁企業や多数の小規模採掘者あるいは

違法採掘者が各地の砂金を採掘している。 
 Kham Duc 市北東の Phuoc Son プロジェクトは、Olympus Pacific Minerals 、
Ivanhoe Mines 社、Zedex 社の合弁により探鉱が実施されており、2002 年には Bai Dat
及び Bai Go 地区について FS 調査を実施している。 
 ベトナムは宝飾品向けの金需要が年間約 40t とされているが、国内生産はその 1 割に

も満たず、大部分をカンボジア、ラオス、中国から輸入している。そのうち正規の輸入

量は 10t 程度とされ、大半は密輸とみられている。 
 

3-1-4. 鉛・亜鉛 

著名な鉛・亜鉛産出地はバックタイ（Bac Thai）省のチョドン（Cho Don）・チョデ

ィエン（Cho Dien）鉱山である。 



 

- 4 - ベトナム 

VIMICO は、Bac Can 県の Cho Dien 鉱山で、年間 40～50 千 t の鉱石(亜鉛 25%、

鉛 2～3%)を生産しており、主に中国、タイに輸出されている。2002 年 8 月には、Dong 
Bac 地質協会が、Tuyen Quang 県において鉛・亜鉛量にしてが、Tuyen Quang 県にお

いて鉛・亜鉛量にして 50 万 t 規模の鉱床を発見したとされている。 
 AMR Nickel 社(ニュージーランド Asian Mineral Resources 社(AMR)の子会社)は、

Hanoi 市西方 180Km の Ta Khoa 地域において、銅、ニッケルを対象とした試錐探査

を実施している。 
 カナダ Tiberon Minerals 社は、Hanoi 市北方約 80km Thai Nguyen 県の Nui Phao
鉱床においてタングステン、蛍石、銅等の探鉱を実施し、年産タングステン(WO3)6,000t、
銅 5,600t、ビスマス 360t、蛍石 19.6 万 t 規模の鉱量を確保。同鉱山は 2004 年 3 月に

は採掘権が付与され、2006 年末の採掘開始が予定されている。 
 

3-1-5. チタン 

 Binh Dinh 県の Bimal Minerals 社.、Ha Tinh 県 Ha Tinh Minerals and Trading
社等においてイルメナイト鉱が生産されているほか、多数の小規模採掘によりビーチサ

ンド鉱が生産され、日本、中国、マレーシア等に輸出されている。イルメナイトの国内

需要は、年間 1 万 t 程度とされている。 
 

3-1-6. 鉄鉱石 

 ベトナムの鉄鉱石は主として３地域に生成している。 
  

タイバック（Tay Bac）地域： 
 紅河に沿った地域で、ラオカイ（Lao Cai）、イエンバイ（Yen Bai）省にあ

り、代表的な鉱床としてはクイサ（Quy Xa）、ランマイ（Lang My）、バホン

（Ba Hon）、ランレック（Lang Lech）等があり、全ての鉱床は主として褐鉄

鉱よりなる。この地域全体の確定鉱量は２億トンと言われ、このうちクイサの

みで１億トンある。 
 Fe 品位は 43-45％を示し、Mn も 2.5-５％含有される。 

  

ドンバック（Dong Bac）地域： 
 バックタイ（Bac Thai）省にありチャイカウ（Trai Cau）、ティエンボ（Tien 
Bo）、クアンチェン（Quang Trung）鉱床が有名である。 
 これら全体で確定鉱量 5,000 万トンと言われ、磁鉄鉱を主とする鉱床と褐鉄

鉱を主とする鉱床の２タイプが存在し、前者（Trai Cau）が Fe60％以上、後者

が Fe 50-55％、Mn３－４％を示す。いずれの鉱床も採掘中で、鉱石は全て国営

会社  Vietnam Steel Corporation の子会社  Thai Nguyen Iron and Steel 
Company に供給される。 
 カオバン（Cao Bang）省にはナルン（Na Lung）及びナルア（Na Rua）鉱
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山があり、全確定鉱量は 5,000 万トンで Fe 60％以上である。いずれも操業中

で鉱石は Thai Nguyen Iron and Steel Company に供給される。 
 ハザン（Ha Giang）省には小規模の磁鉄鉱鉱床が広い範囲に散点的に分布し

資源量の合計は２億トンになると言われる。採掘はされていない。 
  

北チュンボ（Thung Bo）地域： 
 主としてタンホア（Thanh Hoa）省には小規模の漂砂鉄鉱床が多数生成して

いる。一方、その南の省、ハティン（Ha Tinh）省にはスカルン鉱床であるタッ

クケ（Thach Khe）鉱床があり、一時は確定鉱量５億トンと言われていたが、

近の pre F/S で鉱量は３億トンに近く、さらに鉱石中に亜鉛が予想以上に濃

集していることがわかり、商業生産（精錬）は無理であることが判明した。 
 

3-1-7. 錫・タングステン 
 錫及びタングステンはカオバン（Cao Bang）省、ピアオーク（Pia Oac）山脈中及び

バックタイ（Bac Thai）省のタムダオ（Tam Dao）山脈に産出する。錫の生産実績は、

1956 年から 1987 年までの 32 年間で錫石 13,270t を記録している。年平均 415t であ

る。 

 

 

3-1-8.燐灰石 
 ラオカイ（Lao Cai）燐灰石鉱床は紅河の上流、ラオカイ盆地にあり、紅河の南側に、

これに沿って延長 100m 以上、 大幅３m を示して発達する。この埋蔵鉱量（確定・

推定）は 16 億 9,900 万トンと計算されている（1990 年）。現在年間 50 万トンベース

で採掘され、ビンプー（Vinh Phu）省のラムタオ（Lam Thao）にある燐酸肥料工場に

送られている。 
 

第 3-2 表 燐酸塩、タングステン、亜鉛の生産量  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
燐酸塩   (千 t) 274 275 280 NA 470 405 490 
タングステン( t )  - - - - - 50 130 
亜鉛    (千 t)  - - - 12 12 14 16 

出所：Metals & Minerals Annual Review (1993-1997) 
 
3-2. 資源埋蔵量 
 

ベトナムには約 70 鉱種、約 5,000 か所の鉱床が発見されているとされる。しかし、

石炭、原油、天然ガスなどのエネルギー資源を除き、ほとんどの鉱物資源が資金不足、

インフラストラクチャーの未整備などの理由で未開発のままであり、生産に至っている
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ものも多くが中小規模のものとなっている。 
今日までの調査で、縮尺1:1,000,000, 1:500,000および1:200,000の地質図、鉱物資源図、

水文地質図、地上放射能図、重力図、空中磁気図が全国をカバーし、縮尺1:50,000あるい

は1:25,000の各図が全国の約40%をカバーしている。また、多くの主題研究が行われてお

り、数千もの鉱徴地が発見され、それらの数百が評価されている。特に、踏査および探査

によって、多くの鉱物、エネルギーおよび地下水資源の資源量あるいは埋蔵量が確認され

ている。 
それらのうちの多くは、石油およびガス、石炭、リン酸塩、イルメナイト、クロム鉄

鉱、錫石、建築資材、カオリン、シリカサンド、葉蝋石、重晶石、鉛一亜鉛、銅、金、

蛍石などのように現在採掘されている。熱水やミネラル・ウォーターも同様である。鉱

物資源に関する多くの文献資料によって、ベトナム領土内には異なる段階の調査や探査

を経て多種の鉱物資源が存在することが示されている。これらの鉱物資源は、鉄および

鉄合金の鉱物グループ、卑金属、軽金属、レアアース、レアメタル、貴金属、エネルギ

ー、化学および肥料産業用原料、磁器用原料、グラス用原料、断熱-耐火物質生産用原

料、建築資材、特殊原料、貴石および半貴石、熱水からなる(Research Institute of 
Geology and Mineral Resources(2000)より抄訳)。 

 

第 3-3 表 ベトナムの鉱物資源、確認埋蔵量と推定埋蔵量 
鉱物資源 (単位) 確認埋蔵量 推定埋蔵量 

石炭    
 無煙炭 (百万ｔ) 2,100  4,000 
 コ一クス (百万ｔ)   14    26 
 褐色石炭 (百万ｔ)  205 285,000 
 リグナイト (百万ｔ)  300  1,000 
錫 (千ｔ)   80   300 
タングステン (千ｔ)   80   200 
金 (ｔ)    2.5  2,000 
鉛 (千ｔ)  760  2,000 
鉄鉱石 (百万ｔ) 1,300  1,000 
アルミニウム (百万ｔ)  390  3,500 
銅 (千ｔ)  795  1,000 
イルメナイト (千ｔ) 1,300  2,000 
ウラン (ｔ)  330  3,000 
燐灰石 (百万ｔ)  578  2,000 
フェライト (百万ｔ)    8.6   560 
ベントナイト (百万ｔ)   20   100 
ダイアトマイト (百万ｔ)   20   150 
燐鉱石 (千ｔ) 1,921  9,000 
マンガン (百万ｔ)    1.8     3.0 

         ARC レポート｢ベトナム経済・貿易の動向と見通し 2000 年｣ 
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4. 鉱業行政 
 

4-1. 法律 

探査、探鉱および採鉱活動を規定し、あるいはこれらに関係する法律は、土地法（1993
年）、環境保護法（1994 年）、鉱業法 （1996 年） 及び水資源法 （1998 年） であ

る。 
環境保護法は環境アセスメント報告書の点検・準備に枠組みを提供するものである。 
鉱業法（Mineral Law）については、2000 年にガイドラインが改訂（政令 No.76）

され、2001 年に鉱業基本法の改正案ドラフトが策定されたが、世銀により様々な指摘

事項があって法改正には至っていない。2002 年 10 月を目処に、世銀専門家および法律

コンサルタントによる現行法の適用状況評価が取りまとめられる予定になっており、鉱

業基本法の改正は早くとも 2005 年になると言われている。 
 

4-1-1. 鉱業法 

（1）所有権 

鉱物資源は全国民の財産であり､国によって一元的に管理されている。（法第 1 条） 

（2）鉱業権 

鉱物探査許可（法 第 21 条～第 24 条） 
非排他的権利 
許可面積：2000Km2、これを超えたときは許可以前に政府が決定（政令 22 条） 
期間：1 年、更新は 12 ヶ月以内（政令 23 条） 
調査面積が、100 Km2 未満の場合は更新不可 
鉱物探鉱免許 
排他的権利 
面積 貴金属は、50Km2、超える場合は首相が決定（政令 24 条） 

石炭、金属は、100 Km2、超える場合は政府が決定 
大陸棚では、200 Km2、超える場合は政府が決定  
一般的な建設材は、2 Km2 
ミネラルウオーター、温泉は１Km2 
単一の組織、個人に認められるのは５件まで 

期間：6 ヶ月以上、24 ヶ月以内（政令 25 条） 
延長にあたって、全ての義務探鉱が終了した場合、30 日間の権利が有効 
延長にあたって、 低 30％の面積の減少させる 
延長されても、 長 48 ヶ月 
期間が過ぎても、FS 等の調査終了していない場合は、再許可が可能 

 
料金：初年度 200,000 ドン/Km2、又は 20US$/Km2（政令 29 条） 
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2 年度 300,000 ﾄﾞﾝ/Km2、   30US$/Km2 
3 年度 400,000 ﾄﾞﾝ/Km2、   40US$/Km2 
4 年度以降 500,000 ﾄﾞﾝ/Km2、 50US$/Km2  

預託金：初年度探査費用の 25％（政令 30 条） 
発行から 6 ヶ月で、計画通り作業が完了できない場合は国庫に編入 
発行から 6 ヶ月で、計画通りに作業が完了した場合は預託金を受け取る 
権利をえる 

低探鉱費：探査内容毎に、工業大臣が別途定める（政令 31 条）  
2 年間の探鉱費が 低探鉱費に満たないときは、その差額を国庫に収める

（政令 32 条） 
外国人・法人に対する便宜：機材の輸入免税等は、企画・投資省が別に規

則を作る（政令 52 条） 
鉱業免許（採掘および鉱物処理）（法 31～43 条） 

許可された探鉱の結果による FS を判断し、排他的権利として許可される

（政令 26 条） 
期間：30 年、更に 20 年までの延長が可（政令 27 条） 
保証預金：閉山後の環境保護のための預金を積み立てる（政令 38 条） 

財務省、工業省、科学・技術･環境省は限度額について検討し、ガイドライ

ンを作成する 
ロイヤルティ：税法にて定められる 
鉱物処理免許：鉱業免許によらない鉱物処理（法 44～48 条） 

 

4-1-2. 国の管理（法 54～64 条） 

社会主義国として、国による鉱物管理は強く出されている。 

・国の鉱物管理機関 

・鉱物資源評価委員会 

・人民委員会  

等が鉱業の管理に関与する 

特別鉱物検査官 
 

4-2. 政策 

ベトナム鉱業法及び同ガイドライン(実施細則・政令 No.68)は 1996 年に制定された。

鉱業法におけるライセンスは、調査 (Mineral Prospecting Permit)、探査 (Mineral 
Exploration License)、採掘 (Mineral Mining License)、処理 (Mineral Processing 
License)で構成され、探査以降は排他的権利として次段階のライセンスの優先的取得を

保証している。さらに、鉱業行政の透明性と外資参入に係る事務手続きの簡素化のため

に、工業省外局の地質調査所と内局の鉱物管理局を統合し、地質鉱物総局を設立した結
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果、探鉱ライセンスの取得が増加し、亜鉛・鉛探鉱の Padaeng Industrial 社(タイ)等が

ライセンスを取得している。 
その後、2000 年にガイドラインを改定(政令 No.76)し、2001 年に鉱業法の改正案を

策定しているが、世銀による指摘等を受け、現在のところ法改正には至っていない。 
 

4-3. 税制 

経済の自由化と市場経済の導入に対応する為、ベトナムでは 1990 年より様々な税法

が発表されている。ベトナムは、税改正の途上にあり、様々な修正が現在も懸案となっ

ている。以下は、ASEAN-JAPAN CENTRE のホームページに掲載されているベトナム

の主な税制を抜粋したものである。 
 

4-3-1. 法人税（CIT） 

1999 年 1 月 1 日より実施され、これにより利益税は廃止された。基本税率はベトナ

ム企業で 32％。外資企業は外資法に基づく利益税の税率が引き続き適用される。（優

遇措置参照）   
 

4-3-2. 付加価値税（VAT） 

1999 年 1 月 1 日より実施され、これにより売上税は廃止された。VAT はベトナムに

おける製造、商業、サービス活動などが対象となる。税率は 0、5、10、20%の 4 種類。 
 

4-3-3. 特別売上税 

特定の製品（タバコ、酒など）の販売に関して課税される。税率は売上の 15～100% 
 

4-3-4. 利益送金税 

法律により、外国人投資家は源泉税およびその他の支払い義務を終えた後の利益を本

国に送金することができる。利益の本国送金に課せられる税率は 3%、5%、7%の 3 種

類である。  
 

4-3-5. 天然資源使用税 

天然資源の開発に関してかかる。税率注１は 1～40％  
 
注１：資源税に関する改正法令実施細則（政令 No.68/1998/ND-CP）に天然資源のグル

ープおよびカテゴリーごとの税率が表で示されている。この表によると、鉱物資

源は税率 1－8%で、税率 8%の宝石 a（ダイヤモンド、ルビー、サファイヤなど）

を除くと、税率 1－5%である（巻末資料参照）。 
 

4-4. 優遇措置 

 外国投資法に基づく奨励税制における優遇税制の税率、適用期間、減免期間等は、下

表に示す。外国投資をひきつけるために、なお、政府では税率の減額、一時的な免税期

間（タックス･ホリデイ）を新規のプロジェクトに与えている。 
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第 4-1 表 優遇税制一覧表 

 
      (出典: ASEAN-JAPAN CENTRE ホームページ) 

 
5. 鉱業関係機関 
 

5-1. 政府機関 

 
5-1-1. 天然資源環境省（MONRE） 

天然資源環境省は 1993 年に設立された科学技術環境省（MOSTE）を母体に、工業

省（MOI）内の１単位であるベトナム地質鉱物資源局（DGMV）等を取り込んで改組

された省である。一般的な環境面の責任に加えて, 鉱物資源の探査・開発に対する許可

証の発行等のほかに、鉱業分野を監督、検査し、鉱業における科学技術の研究開発にも

政府への責任がある。 
 
5-1-2. 工業省（MOI） 

工業省は重工業省と軽工業及びエネルギー省の合併によって、機械工学, 冶金学, 電
子工学, 情報科学, 化学薬品, 地質学, 鉱山, 電気及び消費者商品で関係している企業
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の管理に責任がある省として 1995 年に設立されたが、鉱物資源関連の業務が 2002 年

11 月、天然資源環境省（MONRE）に移った。ただし、ベトナム国営鉱物公社 （VIMICO）

などの国営公社は依然として工業省の傘下に留まっている。 
 
5-1-3. 建設省（MOC） 

建設省は石灰岩の採石場を操業しているセメント会社を監督する。  
 
5-1-4. 財務省（MOF） 

財務省は、環境保護のために使用される金融証書の使用と、大規模な鉱山操業の開始

に先立って必要な再開拓に関する詳細の監督を行う。 
 
5-1-5. 計画投資省（MPI） 

計画投資省は、海外投資に関わるすべての問題に対する権限がある。それは国家協同

投資委員会及び国家計画委員会の合併によって 1996 年に設立された。MPI は、海外投

資活動を管理する法律を作成し、海外投資問題に関して国家機関や地方自治体を指導し、

投資免許を発行し、海外投資の活動を点検し、監察し、そして指示することを含む海外

投資に関するすべての問題を調整する。海外投資に関する新法は、MPI がある種のプロ

ジェクトについて投資免許の評価と発行を中央権限下で地域や都市の人民委員会に委

託するのを許している。 
 
5-1-6. 人民委員会 

人民委員会は、地方, 地区及びコミューンのレベルで存在している。後者は、都市地

区、 田園地区、 地方都市、 地区の町、 コミューン及び区の人民委員会である。その

レベルによって、人民委員会は環境影響評価を検査し査定する権限、環境保護原則に対

する管理上の違反を裁可し、それらへ許可される権限内の採掘免許を認可する権限があ

る。 
 

5-2. 公営機関 

 
5-2-1. ベトナム国営鉱物公社(Vietnam National Minerals Corporation, VIMICO) 

VIMICO は,工業省(Ministry of industry, MOI) の管轄下の国営公社であり,ベトナ

ム希少金属・貴金属公社と鉱物開発公社が合併して 1995 年に設立された。VIMICO の

管轄する鉱業分野は,錫,銅,亜鉛,鉛,アンチモン,タングステン、マンガン,非金属鉱物,イル

メナイト,クローム鉱、レアアース、ミネラルウオータ、その他の鉱物を対象とする探

査,地質調査,開発,鉱物処理,精錬,買鉱・輸出・入及び商取引の業務と鉱山・精錬所の建

設,工業への投資コンサルティングなどとされている。VIMICO は,この目的の基に,非鉄

金属,製鉄,各種鉱物の会社を傘下に持っている。 
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5-3. 鉱業会社 
 

5-3-1. 国営の金・銀・貴金属公社 

組織的に金を採掘している。 同公社の生産量は、年間約 1 万トンと言われている。 

 

5-4. 鉱業関係施設 
 

5-4-1. 天然資源環境省の一機関 

・ 採 鉱 冶 金 研 究 院 （ RESEARCH INSTITUTE FOR MINING AND 
METALLURGY） 

・地質鉱物資源研究院（RESEARCH INSTITUTE OF GEOLOGY  AND 
MINERAL RESOURCES） 

・ 放 射 性 お よ び 希 元 素 技 術 院 （ INSTITUTE FOR TECHNOLOGY OF 
RADIOACTIVE AND RARE ELEMENTS） 

・鉱業協会（VIETNAM MINING ASSOCIATION） 
 

5-4-2. 工業省の機関 

・ベトナム国営石炭公社 （VINACOAL） 
・ベトナム国営鉱物公社 （VIMICO） 

1995 年にかつてのベトナム希少金属・貴金属公社と鉱物開発公社が合併して設

立されたものである。 
（1） 各種鉱物の探査、地質調査、開発、鉱物処理と精錬、 
（2） 買鉱、輸出入及び商取引業務 
（3） 鉱山・精錬所の建設、工業への投資コンサルティングなど 

 

5-4-3. ベトナム国営金宝石公社 （VIGEGO） 

 

5-4-4. ベトナム国営化学公社 （VINACHEM）  

 

5-4-5. ベトナム鉄鋼公社 （VSC） 
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6. 投資環境 

ベトナムの投資環境については、ベトナム計画投資省ホームページの「日本の投資家

の皆様へ」において、ベトナム政府の立場で記述されている。以下はその抜粋要約であ

る。 
 日本からベトナムへの投資は、累計実行金額ベースにおいて現在第 1 位（投資許可書

ベースで第 3 位）、ベトナムの社会、経済発展のために現在までも多大な貢献をしてき

た。しかしながら、近年、日本からの投資は必ずしも多くはないため、ベトナム政府は、

積極的な投資推進活動をおこなう一方で投資環境の一層の改善をおこなう必要性を認

識し、日本政府と日本商工会とともに投資環境改善のためのワーキンググループを発足

させ、投資家の直面する問題の解決を試みている。ベトナム政府は日本の投資がベトナ

ムの未開発の天然資源と人的資源を利用して成功をおさめるために、今後も法制度整備、

工業団地開発など含めた一層のサポートを行うつもりである。 
 投資環境改善のために、1999 年 3 月の日越首脳会談において、日越間の貿易、投資

関係一層の発展のため、日越貿易投資ワーキンググループの設置が合意された。これは、

ベトナムにおける投資、貿易環境の改善を目的として、日本側民間関係者からの参加を

えて、問題の特定化と解決に向かってベトナム側と意見交換をおこなうことを目的とし

ている。ベトナム側は計画投資省を中心に関係省庁が参加し、日本側は外務省、経済産

業省、日本商工会を中心とした民間企業が投資環境をめぐる特定のテーマ毎に分科会を

設けて意見交換や要望事項の検討を行っている。 
 このほかにも中央政府レベルまたは地方政府レベルで、業種毎、投資国毎に投資家と

の対話を開催しており、世銀などを中心とした ODA ドナーとの年次ミーティングでも

投資環境改善はひとつのテーマとして取り上げられ、例えば、２重価格の段階的な廃止

決定はこれらの対話のひとつの成果である。 
ベトナム政府は、ベトナムの優位な投資環境として、①発展する経済、潜在的な成長力、

②中国とアセアンへの便利なアクセス、③総人口８０００万人の未来の市場、④魅力的

な投資優遇策、⑤豊富な未開発の天然資源、⑥安価で優良な労働力、⑦安全で快適な生

活環境、⑧投資のための包括的な法律制度、以上の８点を挙げている。 
また、ベトナム計画投資省には投資奨励オフィスに JICA 専門家が派遣されている。外

国投資制度等については、この JICA 専門家による MPI ホームページにおいて詳細な

説明がなされている。 
 

6-1. 外資法 

 外国投資に関連した法令としては、外国投資法（1996 年）及び施行細則（1997 年） 、
改正外国投資法（2000 年 6 月）及び施行細則（2000 年 7 月）、外国投資プロジェクト

の実施の展開手続きを指導する通知（1997 年 3 月） および工業区、輸出加工区及び高

度技術区の規制（1997 年 4 月）がある。 
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6-1-1. 外国投資法 

ベトナムの経済発展の過程で、外国投資の重要性を認識し、ベトナム国会は 1987 年

12 月に外国投資法を制定した。その後、1990 年、1992 年、1996 年、2000 年の 4 度

にわたり改正された。現在の外国投資法は 100%外資企業を多くの分野で認めた点及び

幅広い優遇措置の点で、魅力的なものになっている。 
 ベトナム外国投資法は、外国との経済協力を拡大し、工業化及び現代化の事業に貢献

し、かつ、国の資源の有効な開発及び使用に基づき国民経済を発展させるため、1992
年ベトナム社会主義共和国憲法を根拠として、ベトナム社会主義共和国における外国直

接投資に関して規定するものであることがその前文で謳われている。さらに、この第 1
条において、ベトナム社会主義共和国は、独立及び主権の尊重、ベトナムの法律の遵守

並びに各当事者の平等互恵を基礎として外国の各投資家がベトナムに投資することを

奨励すること、外国投資家の投資資本に対する所有権その他適法な各権利を保護し、及

びベトナムに投資する外国投資家に対して有利な条件を創出し、簡便かつ迅速な手続を

規定するとしている。 
 

6-1-2. 投資形態 

 外国投資家はベトナムにおいて下記のような形態で投資を行うことができる。 
 
事業協力契約（BCC） 

BCC はベトナムに法人を設立することなく、投資経営活動を行う形態であり、2 つ以

上の当事者間で合意された契約にもとづき実行される。通信網整備や石油、天然ガスな

どの資源開発などの分野に多くみられる。 
 
合弁企業 

合弁企業とは外資企業とベトナム企業、ベトナム政府と外国政府、あるいは合弁企業

と外国投資家との間で締結された合弁契約に基づいて設立された企業を指す。合弁企業

は有限責任会社の形態で設立され、ベトナムの法律にもとづく法人格を有する。   
 
100％外資企業 

100％外資企業とは、外国投資家による所有割合が 100％である企業を指す。100％外

資企業は有限責任会社の形態で設立され、ベトナムの法律にもとづく法人格を有する。 
6-1-3. 投資奨励分野・地域（政令 24 による） 

ベトナム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特別投資奨励事業及び投資奨励事業に指定され、後述されるよう

な広範囲の投資優遇措置を受けることができる。またとくに製造業誘致のため全国で工

業団地（工業区、輸出加工区）が開発されており、輸出型企業を中心に投資優遇措置を

受けることができる。さらに社会・経済的条件の困難な地域ということで投資奨励地域

A 類及び B 類をさだめ別途優遇措置を設けている。これらの優遇措置は上記の条件が重
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複することでさらに有利なものになる。一方、一定の分野については、投資形態に制限

があるなど条件付で認められたりするケースもある。 
 

6-1-4. 外国投資制度の内容 

 投資に際しては合弁事業の 初の資本金は総投資額の 30%以上であることとする

低投資額が定められており、直接投資による事業はすべて認可が必要で、第Ⅳ-6 図のよ

うにプロジェクトは A、B の 2 つのグループに大きく分けられている。  
 

 

第 6-1 図 投資許可書認可機関フローチャート 
(出典: http://www.vietnamfdi.com/forinvestros.html, 2003,Mar) 

 首相の認可が必要なグループ A 事業については、保険、金融などの一部の業種を除い

て、計画投資省の外国投資部門において、その他の案件であるグループ B 事業について

は、プロジェクトの立地により省人民委員会、工業団地・輸出加工区の管理委員会など

管轄する認可機関において申請することになっている。 
 A グループ事業は下記に該当する事業であり、Ｂグループ事業はＡグループ事業以外

の事業と定められている。 
 
（1）. 総投資資本額に関わらず、下記の分野の事業：  

①工業団地・輸出加工区・ハイテク区・都市部のインフラ建設、BOT*、BTO**、
BT***プロジェクト  

注*：BOT（Built-Operate-Transfer）契約とは、ベトナムの国家機関と外国側が一定
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の期間にインフラプロジェクトの建設運営のために、締結する契約である。外国側の

所有のもとに運営され、期間満了時に外国側はベトナム国に当該インフラ施設を無償

で移転する。 
 

注**：BTO（Built-Transfer-Operate）契約とは、ベトナム国家機関と外国側がインフ

ラプロジェクトの建設のために、締結する契約である。建設工事完了後、インフラ設

備の所有権はベトナム国に移転するが、インフラ設備の運営権は外国側に付与され、

外国側はこれにより投資資本の回収及び利益の獲得をおこなう。 
 

注***：BT（Built-Transfer）契約でも、建設工事完了後、インフラ設備の所有権はベ

トナム国に移転するが、ベトナム国は代替的なプロジェクトで外国側が投資資本の回

収がおこなえるように便宜をはかる。 
 

②海港・空港の建設・運営、海上輸送・航空輸送の運営  
③石油、ガス  
④郵便、電話、通信サービス  
⑤文化、出版・新聞、ラジオ・テレビ放送、医療施設、教育・訓練、科学的調査、

人類の疾病用薬品の製造  
⑥保険、金融、監査、鑑定  
⑦貴重な天然資源の探査、開発  
⑧販売用住居の建設  
⑨国防及び安全プロジェクト  

 
（2）. 下記の分野で 4000 万ドル以上の投資資本を持つ事業：  

電力、鉱業、冶金、セメント、工作機械、化学製品、ホテル、賃貸マンション、

観光娯楽施設  
 

（3）.  5 ヘクタール以上の都市部の土地あるいは、50 ヘクタール以上のその他地域の

土地を使用する事業  
 

6-2. 労働 

1995 年から 2000 年の分野別雇用の推移（第Ⅳ-2 図参照）によると、人口の約半分

は雇用されている。また、この図で、1995 年から 1996 年における経済的な政策の変更

を反映して、サービス業の雇用の多くが農業、林業及び漁業へ移行している。失業は

1990 年の 9%から 1996 年の約 7% まで減少したが、農地のみの郊外では、農業以外の

経済活動は未だ発展途上にあるため、労働力の 30-35%は未だ失業状態にある（World 
Bank Group（2002）より抄訳）。 
  



 

- 17 - ベトナム 

 
第 6-2 図 分野別雇用の推移 

       (出典: JMEC, 2003) 
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7. 地質・鉱床概要 
 

7-1. 地質概要 

 ベトナム全土を広域地質の観点でみると、北緯 15 ﾟ 30’の線を境として中北部と南

部に分けられ、地表地質の分布状況に大きな差が認められる（デルタや海浜の第四紀未

固結堆積物を無視する：第 7-1 図）。すなわち、南部では北緯 14 ﾟから 15 ﾟにかけて始

生界が分布し、その周辺を原生界がとりまいている。（“Kontum Massif" と呼ばれる）。

それら基盤岩類の南方には中生界が卓越し古生界はほとんど分布しない。また、始生代

～顕生代の主として珪長質な貫入岩類が断層を伴って複雑に錯綜している。さらに、南

部の大きな特徴としてカンボジアとの国境付近では新第三紀～第四紀に噴出した台地

玄武岩が広く覆っている。 
 一方、中北部のうち中部は、その大半が古生界からなる。北部の基盤は原生界であり、

ホン川から南西へ向かって主要な４帯が NW-SE 方向を示し、幅 20～40km で平行配

列している。それらの間には古生界と中生界が同一方向で分布するが、北部地域の西部

と東端部には中生界が卓越する。ホン川を境にその南西側地域では NW-SE 系の断層が

著しく発達しているが、北東側地域では NW-SW 系のものも多い。中北部にも超苦鉄

質から珪長質またはアルカリまで組成変化する各時代の貫入岩類が分布するが、相対的

に量は少ない。ベトナム全土の地質図については第 2 部の第 1-1 図参照の事。 
 
7-2 鉱床概要 

 ベトナムはかつて鉱工業(若しくは重工業)の北ベトナム、農業･商業(若しくは軽工業)
の南ベトナムとも称されてきたように、これまで発見、開発されてきた鉱床･鉱徴は主

に同国北部に偏り、南部では漂砂チタン鉄鉱床を除いて鉱物資源のポテンシャルは低い

と言われてきた。このマクロな区分には多分に社会経済的な分業の面も大きく影響して

いるが、鉱業分野での実績には大きな偏りがあったと言わざるを得ず、フランス植民地

時代からも地質調査･鉱床探査は概して北部を中心に実施されてきたのも事実である。 
 その結果数多くの鉱床･鉱徴地が発見され、開発操業されてきた。それらの事例につ

いては第 2 部･鉱床の項で詳説するが、その概要についてベトナム北部における鉱床分

布図を第 7-2 図に掲げる。これにより主要鉱床とその分布をベトナム全土にわたって

金・銀を含めた金属鉱床が数多く発見されているが、そのうちチタン鉄鉱の漂砂鉱床以

外は、北部地域に著しく偏在し、特に銅－ニッケルとレアアースの鉱床は中部及び南部

では未だに認められていない。各鉱種鉱床区を地質区と対比させると次のようになる。 
(a) Au、Ag ：主として｢Vietbac｣｢West Bacbo｣｢Kontum Savanakhet」 
(b) Cu、Ni-Cu ：｢West Bacbo｣；ダー川変動帯(Da River Mobile Belt｣と呼ばれている 
(c) Pd-Zn ：｢Vietbac｣、｢West Bacbo｣と｢Truongson｣の北部 
(d) Sn-W ：｢Vietbac｣と｢Truongson｣の北部 
(e) RE  ：｢West Bacbo｣の北西端部 
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第 7-1 図. ベトナムおよびラオス、カンボジアの地質区分図 (JMEC,1996b) 
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第 7-2 図 ベトナム北部地域の鉱床分布図 (JMEC,2000) 
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8. 鉱山概要 

(1) Sin Quyen 鉱山 
  位置: Lao Cai 地域、北緯 22 度 37 分、東経 103 度 48 分 
  会社名: ベトナム国営鉱物公社(VIMICO) 権益比率: VIMICO 100% 
  鉱床概況: 層状含銅磁鉄鉱鉱床 
  埋蔵鉱量: 60 万トン(0.98%Cu, 0.44g/tAu, 磁鉄鉱 5.4%, 0.7%(Ce+La+Pr+Nd)) 
  但し、採掘中の鉱体、幅 200m、長さ 300m 
  生産能力: 銅精鉱 4,500t/年(18%Cu)、鉄精鉱 12,000t/年 (2002 年度) 
  生産開始年: 1994 年 
  経緯:  1961 年に発見され、調査されたが 1979 年の中越戦争で中断。戦後豪州の

2 社が追加調査し 52 万トンの資源量を確認するも銅価格低迷で撤退。その後 VIMICO
が開発しつつ、調査継続、17 鉱体を確認するも資金不足で調査は中断。鉱山は拡張中。 
 
(2) Cho Dien 鉱山 
  位置: Cho Dien、Bac Can Province、ハノイ北方 150Km. Cho Don の町より

8Km(Choo’ Don 鉱山) Ba Kan の NW40km 
  会社名: ベトナム国営鉱物公社(VIMICO) 権益比率: VIMICO 100% 
  鉱床概況: 石灰岩中の層準規制 Pb-Zn 鉱床、硫化鉱と酸化鉱よりなる。 
  埋蔵鉱量: 1964 年の再調査で金属量 425,000t Zn,87,000t Pb と確認 
  (品位: 10%Zn, 3.5%Pb。Ag, Cd, Id 随伴、Sph. Py, Gn) 
  生産能力: 40,000t/年の亜鉛精鉱(25%Zn, 2-3%Pb) 
  生産開始年: 19 世紀 
  経緯: フランス統治時代から開発され採掘が続けられてきた経緯を有する。 
 他に鉛･亜鉛では Lang Hit 鉱山(鉱量 126,000t)、Tu Le 鉱山(鉱量 127,000t)他。 
 
9. 新規鉱山開発状況 
(1) Phuoc Son Au 鉱山 
  位置:  Phuoc Son  Kham Duc 市北東、ダナン港の 90km SW ベトナム中央部、

Quang Nam 地域の北西部 
  会社名と権益比率: Olympus Pacific Minerals Inc. (85%), MINCO (15%) 
  鉱量と品位: 次表のとおり。 
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(以上の出典:http://www.olympuspacific.com/i/pdf/OYM-TR-PhuocSonGold.pdf) 
 

(2) Sin Quyen Cu 鉱山 
  位置: Lao Cai 地域、北緯 22 度 37 分、東経 103 度 48 分 
  会社名: ベトナム国営鉱物公社(VIMICO) 権益比率: VIMICO 100% 
 
(3) Nui Phao CuWF 鉱山 
  位置: Nui Phao  Hanoi 市北方約 80km Thai Nguyen 県 
  会社名と権益比率: Tiberon Minerals (77.5%), Thai Nguyen Mineral Co. (15.0%), 

Export-Import Investment Co., Thai Nguyen (7.5%) 
  鉱量･品位:  次表のとおり。 

 
  (出典: http://www.tiberon.com/nuiphaooverview.html, 2005,Mar) 

 

(4) Ban Phuc NiCu 鉱山 
  位置: Ban Phuc、Son La Province 北緯 21 度 12 分、 東経 104 度 20 分  
    (21 ﾟ 10'N 104 ﾟ 06'E , 21 ﾟ 22'N 103 ﾟ 43'E とも) 
  会社名: Asian Mineral Resources Limited (70%) 
  鉱床概要: 超塩基性岩と関係した塊状/鉱脈型(?)のニッケル-銅-コバルト-PGM-硫
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化物鉱床 
  鉱量･品位: 984,000 トン、3.55% Ni、1.3% Cu 
 

 
第 9-1 図 Ban Phuc North Project 試錐平面図 

出典: http://www.asianminres.com/news/news.php?action=showSingle&id=38 
 

 
第 9-2 図 Ban Phuc North Project 試錐断面図 

出典: http://www.asianminres.com/news/news.php?action=showSingle&id=38 
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 これらの他に、Cho Dien 鉱山のある Bac Can Province に隣接した Tuyen Quang 
Province で 2002 年に亜鉛換算金属量 50 万トン規模の新鉱床発見の報があり、亜鉛と

鉛の比率は 80:20 との由。VIMICO はこの鉱床の早急な開発も念頭に、鉛亜鉛の新精錬

所建設を進めるとの情報があるも詳細は不明である。 
 
10. 探査状況 

(1) Ta Phoi プロジェクト 
 ベトナム北西部 Lao Cai の南西地区でベトナム地質調査所から銅鉱床の探査を継続

中であり、有望な結果を得ているとの情報があるも、鉱区、探査成果などの詳細は不明。 
 

11. 製錬所概要 

(1) Sin Quen 銅精錬所 
 中国からの借款(中国輸出入銀行の soft loan US$40 百万)により、ベトナム北西国境

の Lao Ca NW、Sin Quen 鉱山の近くに 2003 年度から建設中で、設計年産銅量量は 1
万トン(10,500t/年)とされ、この精錬所が完成し操業開始(2005 年第 2 四半期予定)すれ

ばこれまで国内銅製錬がなされてこなかったベトナムの銅消費量の約半分が賄われる

予定との事である。但し、その詳細に関しては情報を欠く。 
 

 

第 10-1 図 鉱山製錬所位置図 
 

Phuoc Son Au 

Bo Cu Au 

Nui Phao CuWF 

Sin Quyen Cu 

Ban Phuc CuNi 
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(2) Cho Dien 鉛亜鉛精錬所 
 Cho Dien 鉱山の山元で採掘された鉛亜鉛鉱石を製錬し、酸化物の形で回収、出荷し

ている模様。 
 
12. わが国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

・海外地質構造調査 
  ベトナム･ヌイヌア地域    (1993 年度) 
・資源開発協力基礎調査（資源開発調査） 
  ベトナム･ヴァンイェン・タインホア地域 (1993～1995 年度) 
  ベトナム･ボークー地域        (1996～1998 年度) 
・資源開発協力基礎調査（地域開発調査） 
  ベトナム･ドンパオ地域   (2000～2001 年度) 
・2000 年度資源開発協力基礎調査 プロジェクト選定調査報告書 ベトナム社会

主義共和国, 2001, (財)国際鉱物資源開発協力協会 
・2002 年度アジア産業基盤強化等事業 法制度整備支援調査：ミャンマー及びベ

トナムにおける鉱業関連法制度支援整備支援調査 
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第 2 部 地質解析  
 

1. 地質・地質構造 
 

1-1. 地質概要 

 ベトナム全土を広域地質の観点でみると、北緯 15 ﾟ 30’の線を境として中北部と南

部に分けられ、地表地質の分布状況に大きな差が認められる（デルタや海浜の第四紀未

固結堆積物を無視する：第 1-1 図）。すなわち、南部では北緯 14 ﾟから 15 ﾟにかけて始

生界が分布し、その周辺を原生界がとりまいている。（“Kontum Massif" と呼ばれる）。

それら基盤岩類の南方には中生界が卓越し古生界はほとんど分布しない。また、始生代

～顕生代の主として珪長質な貫入岩類が断層を伴って複雑に錯綜している。さらに、南

部の大きな特徴としてカンボジアとの国境付近では新第三紀～第四紀に噴出した台地

玄武岩が広く覆っている。 
 一方、中北部のうち中部は、その大半が古生界からなる。北部の基盤は原生界であり、

ホン川から南西へ向かって主要な４帯が NW-SE 方向を示し、幅 20～40km で平行配

列している。それらの間には古生界と中生界が同一方向で分布するが、北部地域の西部

と東端部には中生界が卓越する。ホン川を境にその南西側地域では NW-SE 系の断層が

著しく発達しているが、北東側地域では NW-SW 系のものも多い。中北部にも超苦鉄

質から珪長質またはアルカリまで組成変化する各時代の貫入岩類が分布するが、相対的

に量は少ない。以上を総合したベトナム全土の地質概略図を第 1-1 図に示す。 
 
1-2. 地質層序（第 1-2 図）（第 1-3 図）（第 1-4 図） 

 北部・中部地域は、地質区ごとに若干の相違は認められるものの、地質概要で述べたよ

うに、一般に原生界を基盤とした古生界、中生界、新生界がほぼ連続して累重している。

第 1-2 図に示すように、北部地域の地質区は、東部海岸付近の｢Littoral Bacho｣、北東部

の｢Vietbac｣、中央部の｢West Bacbo｣、南部の｢Truongson｣、北西端部の ｢Northwest Lao｣
の５地区に分けられる。 
 一方、南部地域は北緯 15 ﾟ 30′から南部の｢Kontum Savanakhet｣及び｢Dalat 
Strungtreng｣の２地域に分けられ、前者の｢Kontum Savanakhet｣ではベトナム 古の地

層である始生界を基盤にして、その周りを原生界が取り巻く。ホーチーミン市を含めた南

部域の｢Dalat Strungtreng｣はメコン川のデルタを構成する。 
 
(1)始生界（AR） 

ベトナムでの 古の変成岩類は、その下部が複輝石及びシソ輝石・ザクロ石グラニュ

ライトからなり、上部がコンダライト・カルシファイアシリーズ（Khondalite-chalciphyre 
series ）からなり、合計の層厚は  4,000ｍである。南部ベトナムの  Kontum 
Savanakhet(Block)に露出するこれらの岩石は始生代のものと考えられている。それらは

広くミグマタイト化及び花崗岩化している。 
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第 1-1 図 ヴィエトナム地質概略図 (JMEC, 2000) 
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第 1-1 図. ベトナム･ラオス･カンボジアの地質構造区分図 (JMEC,2000) 
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(2)原生界と下部カンブリア系（PR12,PR3∈1） 
 ｢Littoral Bacbo｣及び｢Dalat Strungtreng｣以外の地質区に分布し、下部～中部原生界

（PR12）と上部原生界～下部カンブリア系（PR3∈1 ）に分けられる。PR12 は主として

｢Konium Savanakhet｣及び｢Vietbac｣のホン川沿い（左岸部）に分布し、鉄質珪岩、角閃岩、

石墨片岩などからなる。PR3∈1 は主として｢Kontum Savanakhet｣、｢West Bacho」の中

部と西部、 ｢Truongson｣の北部に部胡散しており、下部が片岩、珪岩、角閃岩、上部が大

理石、苦灰岩、千枚岩からなる。これらの岩石はいずれの地質区においても NW-SE 方向で

配列する。 
 
(3)カンブリア系～下部オルドビス系（∈O1） 
 これらの岩石も｢Littoral Bacbo｣ ｢Dalat Strungtreng｣以外の地質区で、主として PR3∈

1 の周辺部に分布する。｢Vietbac｣及び｢Truongson｣南部での分布面積は広い。下位の地層

を整合で覆い、絹雲母片岩、珪岩質砂岩、緑色片岩（変玄武岩）、珪質片岩、石灰岩からな

る。 
 
(4)オルドビス系～シルル系（OS） 
 ４つの地質区に分布するが、主体は｢Vietbac｣の中央部と｢Truongson｣ の全域である。前

者では主に頁岩からなり、シルト岩と砂岩が挟まれる。構成岩類は北から南に、ほぼ NW-SE
～N-S 方向に伸長する。後者では基底部に礫岩が発達し、上部に向かって砂岩、シルト岩、

頁岩と細粒になり、シルル系の下部で玄武岩～安山岩及び同質の凝灰岩類が挟まれる。主要

な伸長方向は NW-SE である。 
 
(5)上部シルル系～下部デボン系（S2D1） 
 ｢Dalat Strungtreng｣及び｢Kontum Savanakhet｣を除く５つの地質区に分布する。

｢Littoral Bacbo｣と｢Vietbac｣ではでは上部シルル系統（S2）に頁岩とシルト岩が卓越し、下

部デボン系（D1）が主に礫岩からなる。｢Northwest Lao｣｢West Bacbo｣｢Truongson｣の S2

は石灰岩が優勢で、D1は礫岩と砂岩を主体として、一部で石灰岩を伴う。 
 
(6)下部～中部デボン系統（D12） 
 全ての地質区に分布するが、｢Vietbac｣と｢West Bacbo」が主体で、ほかの地質区での分

布は狭い。一般に下部（D1）が陸成の赤色砕屑岩類の互層からなり、上部（D2）には石灰

岩が卓越し、マール、頁岩、チャートを挟む。｢Northwest Lao｣と｢Truongson｣では海成の

頁岩、砂岩を主体とし、石灰岩を挟む。 
 
(7)上部デボン系（D3） 
 全地質区に分布するが、いずれも点在する。主として石灰岩からなり、マンガンを含む珪

質頁岩を挟む。｢Littoral Bacbo｣の 上部は珪質石灰岩で特徴づけられる。｢Truongson｣ で
は石灰岩、マールのほかに陸成の粘土質頁岩や石炭などが認められる。 
 
(8)石炭系～中部ペルム系（CP） 
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 南部の ｢Dalat Strungtreng｣を除く全地質区に分布し、ほぼ均質な石灰岩で代表される。

石炭系の下部は礫岩と砂岩が優勢で、中部には石炭層を挟む。 ｢Truongson｣の一部では中

部ペルム系に炭質頁岩と石炭の互層が認められる。 
 
(9)上部ペルム系～上部三畳系（P2T1,T2,T23,T3） 
 ｢Littoral Bacbo｣と ｢Truongson｣の地質区には、それぞれ下部～中部三畳系と下部三畳系

が欠如している。一般にペルム系と三畳系の境界は不明確で非整合と考えられている。 
 ｢Littoral Bacbo｣と｢Vietbac｣の上部ペルム系（P2）は礫岩、頁岩、珪質砂岩、石灰岩から

なり、｢Vietbac｣の基底礫岩にはボーキサイトの薄層が挟まれている。一方、｢West Bacho」
ではダー川の流域に 1,000ｍ以上の厚さの玄武岩と同質火砕岩類が発達している。 
｢Northwest Lao｣と ｢Truongson｣では頁岩が卓越する。 
 
 下部三畳系（T1）は、｢Vietbac｣では海成のシルト岩、頁岩、砂岩からなり、｢West Bacbo｣
では下部に安山岩～玄武岩と同質の凝灰岩が挟まれ、上部は主としてマールからなる。 
 
 中部三畳系（T2）は、｢Littoral Bacbo｣と｢Vietbac｣では陸成のシルト岩、砂岩などが優勢

で、部分的に石灰岩を挟む。｢West Bacbo」では層状～塊状の石灰岩を主体とし、シルト岩、

砂岩、苦鉄質な火山岩・火砕岩を伴う。｢Northwest Lao｣と｢Truongson｣では下部から上部

に向かって、基底礫岩。凝灰岩類、流紋岩・デイサイト、頁岩、石灰岩などが累重している。 
 
 中部～上部三畳系（T23）は、 ｢Kontum Savanakhet｣北部、｢Vietbac｣及び｢West Bacho｣
に分布し、前者では赤色の陸成砕屑岩類、｢West Bacbo」ではシルト岩、頁岩、砂岩、レン

ズ状薄層の石炭からなる。 
 

 上部三畳系（T3）は、典型的な挟炭層であり、全ての地質区で下位の地層を不整合に覆う。

石炭層は砂岩、礫岩、シルト岩などと共に産し、堆積環境は paralic タイプで一部では海成

化石も見出されている。 
 
 (10)下部～中部ジュラ系（J12） 
 全地質区に分布する陸成層である｢Littoral Bacbo｣と｢Vietbac｣では主として赤色の礫岩

と砂岩からなり、部分的にシルト岩や炭頁岩・石炭を伴う。｢West Bacbo」では赤色のシル

ト岩と頁岩との互層からなる。｢Northwest Lao ｣と｢Truongson ｣及び  ｢Kontum 
Savanakhet｣では礫岩が発達する。 
 
 (11)上部ジュラ系～上部白亜系（J3K､ K､ K2） 
 ｢Littoral Bacbo｣では上部ジュラ系から暁新統までが、｢Vietbac｣では上部白亜系から下部

中新統までがそれぞれ欠如している。この地質系統は主として｢Kontum Savanakhet｣南部、

｢West Bacbo」の中央部（ツー・レ：Tule 地域と呼ばれ、ホアン・リエン・ソン山脈の南部

に位置する）に広く分布しており、デプレッションに埋積した火山性－堆積性のシーケンス

で特徴づけられる。流紋岩・デイサイトと同質火砕岩類、粗面岩、凝灰質砂岩などからなり、
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一部で礫岩や石炭の薄層を伴う。 
 
(12)新生界（P, N, N2Q, Q, β ） 
 古第三系（P）は ｢Littoral Bacbo｣ では始新統と漸新統が分布し、陸成の礫岩、砂岩、

シルト岩からなる。また、｢West Bacbo」では暁新統～漸新統であり、粗面岩と同質凝灰岩

などから構成される。 
 
 未区分新第三系（N）は全地質区に点在しており、中新統は陸成、鮮新統は陸成～海成で、

いずれも砂岩、シルト岩などを主体とする。 
 
 上部新第三系～第四系（N2Q,Q）は主要河川が形成するデルタや海岸平野の未固結堆積物

で、一部で泥炭層を伴う。第四紀の台地玄武岩（β）は、｢Kontum Savanakhet｣｢Truongson｣
に広く分布する。 
 
1-3. 貫入岩類 

 ベトナム全土の貫入火成活動は、次の５つのステージに分けられる。すなわち、始生代、

原生代、前期～中期古生代、後期古生代～前期中生代、後期中生代～前期新生代である（第

1-2 図及び第 1-3 図 参照）。 
 
(1)始生代の貫入岩類（ν0γ0） 
 始生代の貫入岩類はコトム（Kontum）地塊 ｢Kontum Savanakhet｣の中央部全体に分布

する小規模岩体及びレンズ状岩体で代表される。 
 それらはノーライト、ガブロ・ノーライト、エンデルバイト（enderbite=チャーノッカイ

トの一種、主としてＰ1-ＱZ からなる）、チャーノッカイトからなる。また、わずかながら

菫青石、ザクロ石を含む花崗岩の岩体があり、それらは Kanack Complex（始生代）の 2
苦鉄質火山岩類が変質した苦鉄質グラニュライトと密接に関連している。 
 ノーライトとノーライト・ガブロはシソ輝石（25～35％）、透輝石（15～20％）、斜長石

（40～50％）及び少量の黒雲母とチタン鉄鉱を含む。 
 片麻状エンデルバイトは、シソ輝石斜長片麻岩と苦鉄質グラニュライト中に捕獲岩の形態

で見出されている。組成は閃緑岩及び石英閃緑岩のそれと類似している。塊状のエンデルバ

イトは片麻状エンデルバイトよりも優白質で、少量の石英とカリ長石（２％）を含んでいる。

場所によっては、エンデルバイトはアルカリチャーノッカイトと関係しているが、一方で、

菫青石とザクロ石を含む黒雲母花崗岩はアルミナに富む。 
 
(2)原生代の貫入岩類（γ1, γ2） 

原生代の貫入岩類は、一般に大型ないし中型の規模をもつ岩体であり、主として大型及び

中型の岩体であり、マー川（Ma River）、ホン川（Red River）、フーオート（Phu Hoat）、
及びコントム［Kontum(Trung Bo の中部)］の各地域にある原生界の変成岩類中に構造的
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に調和した関係で貫入している。 
 マグマの周期活動は苦鉄質岩類で始まり、酸性及びアルカリ貫入作用で終了したようであ

る。貫入岩の活動は苦鉄質岩類で始まり、珪長質とアルカリの貫入作用で終了したといわれ

る。ただし苦鉄質岩体の規模は小さく図示できるものはない。珪長質岩類は花崗閃緑岩、花

崗岩、ミグマタイトなどからなる。放射能年代は苦鉄質岩類で 1,117～ 1,368Ma、珪長質

岩類で 713～ 625Ma を示している。 
 
(3)前期～中期古生代の貫入岩類（σ3, ν3, γ3） 
 この時代の貫入岩類は超苦鉄質から珪長質とアルカリ組成にまでわたり、カンブリア紀と

オルドビス紀～シルル紀の火山活動に関係している。 
 カンブリア紀のオフィオライト群に伴う超苦鉄質～苦鉄質岩類は小規模なレンズ状岩体

であり、｢Kontum Savanakhet｣北部、｢Vietbac｣と｢West Bacbo」の断裂帯に沿って分布す

る。それらはダナイト、ハルツバージャイト、レールゾライト（σ3）とはんれい岩質岩類

（ν3）から構成される。苦鉄質岩類よ共に産する珪長質岩類（γ3）はトーナル岩と花崗岩

などである。はんれい岩質岩類の K-Ar 絶対年代は 530、 455、 425Ma である。 
 オルドビス紀～シルル紀の閃緑岩－花崗閃緑岩－花崗岩（γ3）の貫入岩類はバソリスの

形態で ｢Truongson｣の北部に分布する。K-Ar 絶対年代は 443～ 246Ma の範囲にある。高

アルミナ花崗岩質岩類は｢Vietbac｣の北部にドーム状で広く分布し、構造的には下部～中部

古生界と調和的である。それらは粗粒な両雲母花崗岩と中粒片麻状花崗岩からなり、絶対年

代は 398、361、350Ma を示す。アルカリ岩類は花崗閃長岩などからなり、｢Vietbac｣の中

央部に小規模な岩体として散在する。 
 
(4)後期古生代～前期中生代の貫入岩類（σ4, ν4, γ4） 
 この時代の貫入岩類はリフト帯に沿って分布しており、組成は超苦鉄質、苦鉄質から中性

及び珪長質まで変化する。活動磁器は後期ペルム紀～前期三畳紀と後期三畳紀に分けられる。 
 後期ペルム紀～前期三畳紀の超苦鉄質と苦鉄質岩類（σ4, ν4）は、かんらん岩、蛇紋岩

化したダナイト、はんれい岩などからなり、岩脈状やレンズ状の形態で｢Vietbac｣と｢West 
Bacbo」のダー川周辺に分布する。これらは同時代の苦鉄質火山岩類と関係があると考えら

れており、 Cu-Ni の鉱化作用はそれらの貫入岩類と密接な関係にある。中性ないし珪長質

岩類（γ4）はバソリスを形成し、閃緑岩、花崗閃緑岩、花崗岩からなる。これらの是対年

代は 360～ 250Ma と変化する。 
 後期三畳紀の超苦鉄質と苦鉄質岩類は、｢Kontum Savanakhet｣北部、｢Vietbac｣の北東部

に位置し、NW-SE 方向の“ラン・ソン－カオ・バン（Lang Son-Cao Bang）断層”などの

構造的不連続面に沿って小規模岩体として産する。それらは、レールゾライト、ウェールラ

イト、はんれい岩などからなり、Cu-Ni や Ti の鉱化作用と関連がある。Rb-Sr 絶対年代は

255～240Ma を示す。高アルミナ珪長質岩類は、花崗岩、グラノファイアー、アダメロ岩な

どからなる。絶対年代は 242～ 232Ma の範囲内にある。 
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(5)後期中生代～前期新生代の貫入岩類（γ5） 
 この時代の貫入岩類も組成は超苦鉄質から珪長質トアルカリまで変化する。活動の磁器は

後期ジュラ紀～前期白亜紀と後期白亜紀～古第三紀に分けられる。 
 花崗岩・閃緑岩・はんれい岩などからなる複合岩体は｢West Bacho」中央部のツー・レ地

域にある広大な火山性デプレッションに分布する。苦鉄質岩類は一般に小規模でレンズ状岩

体として産する。複合岩体は白亜系に覆われており、絶対年代は 125～99Ma を示す。 
 一方、高アルミナ花崗岩質岩類は小～中規模の岩体として｢Kontum Savanakhet｣ 
｢Vietbac｣に分布する。通常、両雲母花崗岩、優白色花崗岩、アラスカイトが含まれ、シリ

カとアルミナの含有量が高いことと高いアルカリ度（K〉Na）で特徴づけられる。Sn、W 、
U 、Au などの鉱化作用はこれらの貫入岩類と密接に関係している。絶対年代は 110～60Ma
の範囲内にある。 
 アルカリ貫入岩類は｢West Bacbo」に分布する珪長質～アルカリ火山岩類と関連があると

考えられている。それらはアルカリ花崗岩、閃長岩、含白榴石・霞石閃長岩などによって代

表される。この種の貫入岩類は、レアアース、Ph-Zn、Mo、放射性元素の鉱化作用と関係

がある。絶対年代値は 108～40Ma と幅が広い。 
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2. 鉱床 
 

2-1.鉱床生成期 
 

 ベトナムでは長期間にわたる多様なテクトニクスによって変化に富む鉱化作用が生じて

おり、以下の５つの主要な鉱床生成期を識別することが出来る。構造規制の観点では、鉱化

作用はサブダクション帯、リフト帯、オブダクション帯に関連している。各鉱床生成期はそ

れぞれ特有なテクトニクスと鉱化作用の特徴を有しており、一般に若い時代ほど鉱床が豊富

である。 
 

(1)カンブリア時代の鉱床生成期 
 下部原生界及び一部始生界の変成岩類は、コントムの隆起帯、フー・オート（Phu Hoat）
のドーム、及びホアン・リエン・ソン（Hoang Lien Son）とコンボイ（Con Voi）の山脈の

複背斜に産する。この生成期に属する鉱物鉱床はごく限られているようである。 
 銅を含む磁鉄鉱や金の鉱床が変成岩類、雲母片岩、片麻岩を母岩としてホン川上流部のラ

オ・カイ（ラオ・カイ：Lao Cai 省）北西方のシン・クエン（Sin Quyen）地域で発見され

ている。 
 

(2)前期～中期古生代の鉱床生成期 
 この生成期の鉱化作用は、地殻のサブダクション、オブダクション、リフトの形成という

異なった構造的環境で生じた。南中国プレート、インドシナプレート、それらの間に存在し

たらしいマイクロプレートの分離と結合が起ったと考えられているが、その点は検証されて

いない。 
 マー川断層（Ma River Suture: Fig.4-1-4）は１つの大きな断裂帯であり、この時代に生

じた上記２つのプレートの衝突によってオブダクションが起り、その断層に沿ってオフィオ

ライトが形成された。マー川断層の南西側と北東側におけるこの時代の堆積物には大きな差

異が認められ、前者は活動的縁辺域に相当するフリッシュタイプ、後者は浅海成の石灰岩を

特徴とする。 
 マー川断層の南西側には、サム・ヌア・外側トラフ（Sam Nua outer trough）、フー・オ

ート・外側島弧（Phu Hoat outer island）、カー川・前陸盆地（Forel and basin of Ca River）。
ケ・ソン・背弧スラスト（Back arc thrust of Que Son）と呼ばれる構造区が NW-SE 方向

で配列している。これらの構造区内で見出された鉱化作用として、ヌイ・ヌア（Nui Nua）
地域（タイン・ホア：Thanh Hoa 省）の超苦鉄質岩体中の初生クロム鉱床と、フー・オー

ト地域（ゲ・アン：Nghe An 省）の変堆積岩類を母岩とする含金石英脈の鉱床があげられ

る。 
 Kontum 隆起帯の北東縁辺部にある Que Son 衝上断層帯にはルビーとサファイアが産出

する。 
 マー川断層の北東側は南中国プレートに属する。先カンブリア時代の岩石が分布するホン
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川帯（Red River zone）の北東方にはトウン・バーフー・グーリフト帯（Middle Paleozoic 
rift of Tung Ba-Phu Ngu）があり、そこではアルカリと珪長質な火山活動に伴う鉛－亜鉛

の中規模層状鉱床が認められている。 
 

 

 

第 2-1 図. 先カンブリア代及び前期－中期古生代の地質構造的位置づけと鉱化作用 
(出典: JMEC, 1999) 

(3)インドシナ期の鉱床生成期（後期石炭紀～後期三畳紀） 
 この生成期の鉱化作用はリフトの形成に関係している。古生代の中期に衝突したインドシ
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ナプレートと南中国プレートは、後期石炭紀から中期三畳紀の期間にはダー川に沿うリフト

活動によって再び分離した（Fig. 4-1-5）。ダー川リフトでは超苦鉄質ないし苦鉄質な火山岩

類と貫入岩類が上部石炭系～ペルム系及び中部三畳系の珪質石灰岩、石灰岩、陸成層中に見

出されている。一方、このリフトの北東側と南西側の縁辺帯には中期三畳紀の苦鉄質と珪長

質な火山岩類が分布し、花崗岩質岩類とはんれい岩質岩類は２つのプレートの縁辺部に沿っ

て分布している。 

 

第 2-2 図. インドシナ変動期の地質構造的位置づけと鉱化作用 
(出典: JMEC, 1999) 
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 この生成期の鉱化作用は北部地域に集中しており、ダー川リフト帯におけるニッケル－銅、

銅、金の鉱床で代表される。チタン鉄鉱や鉛－亜鉛の鉱床はほかのリフト帯で見出されてい

る。熱水タイプまたはマグマ分化の鉱床がこの生成期の特徴であり、ター・コア（Ta Khoa ）
地域（ソン・ラー省の中央部でダー川の中流域）に位置するニッケルと銅の硫化物鉱床やタ

イ・グエンの北方（バック・タイ：Bac Thai 省の中央部）に存在する大規模なチタン鉄鉱

鉱床は、はんれい岩などの苦鉄質岩や超苦鉄質岩中に胚胎する。 
 
(4)後期中生代～前期新生代の生成期 
 この生成期は主として白亜紀～古第三紀の期間であり、プレートの衝突に関係した鉱化作

用を特徴とする。圧縮圧力の時代であり、その力は南中国プレートとインドシナプレートの

衝突が原因となって生じた（Fig. 4-1-6）。南シナ海にはベニオフ帯が推定されており、ベト

ナムの北部地域では NW 方向に傾斜して、それが原因で激しい火山・深成活動が起こった。

２つのプレートの境界部は(3)で述べた時代と同様にダー川の流域にある。それらのプレー

ト内には活動的縁辺域があり、インドシナプレートではダー・ラット（Da Lat）帯、南中

国プレートではホアン・リエン・ソン帯と呼ばれる。 
 ダー・ラット帯はベトナムの南部に位置し、後期ジュラ紀～古第三紀の中性及び珪長質な

火山岩類と深成岩類かなる。それらに関係する鉱化作用は、錫、金、モリブデンなどである。 
 ホン・リエン・ソン帯は現在の｢West Bacbo 」地質区の主要部にほぼ相当し、三畳紀～

古第三紀のアルカリ、珪長質～中性の火山岩類と貫入岩類からなる。それらの火成句活動に

関係して、モリブデン、レアアース、鉛－亜鉛、金、ウランなどの鉱化作用がある。現在の 
｢Vietbac｣に相当する地区では、ピア・オーク（Pia Oac：カオ・バン省の中央部）に分布す

る両雲母花崗岩と花崗閃緑岩が錫－タングステン、ウラン、金などの鉱化作用と関係する。

一方、フー・オート地域（現在の｢Truongson｣の北端部）では、花崗岩、花崗閃長岩、閃長

岩が錫、金、鉛－亜鉛などの鉱化作用と密接な関係がある。 
 
(5)新第三紀～第四紀の生成期 
 この生成期の鉱化作用は主としてリフトの形成に関係している。テクトニクスとしてはイ

ンドシナ大陸において地殻の圧力が減少したことで特徴づけられ、その結果、後地

（hinterland）と広いデプレッションや盆地が形成された（Fig. 4-1-7）。北部地域で認めら

れるそれらの構造は、ホン川下流のリフトとカー川のリフトである。この生成期の鉱床の産

状はほとんどが表成タイプである。上記リフトの形成によって隆起したブロックには有用金

属鉱物の漂砂鉱床があり、稼行できる規模である。なお、堆積盆地またはデプレッションは

主として石炭と炭化水素鉱床の生成域である。 
 この時代の鉱床は、①漂砂鉱床、②堆積鉱床、③風化鉱床の３つのタイプに分けられるが、

②は燃料鉱床であり、③はアルミナに富む岩石の表面のカオリン鉱床と台地玄武岩表面のボ

ーキサイト鉱床で代表される。 
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第 2-3 図中生代から新生代初期の地質構造的位置づけと鉱化作用 
(出典: JMEC, 1999) 
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第 2-4 図 新第三紀から第四紀の地質構造的位置づけと鉱化作用 

(出典: JMEC, 1999) 
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 探鉱のターゲットとなる漂砂鉱床の鉱物は、クロム鉄鉱、錫石、鉄ガンガン重石、金鉱物、

チタン鉄鉱、リン酸イットリウム鉱である（本章の冒頭で述べた鉱種に限る）。これらの鉱

物の根源は、先カンブリア時代、古生代、中生代の初生鉱床に求められている。 
 大規模な漂砂クロム鉱床がタイン・ホア省にある。古生代の超苦鉄質岩体の周辺に位置し

ており（ヌイ・ヌア；Nui Nua 鉱床）、長期間採掘されている。 
 漂砂錫鉱床は、ピア・オーク（カオ・バン省）、タム・ダオ（Tam Dao：バック・タイと

ヴィン・フー両省の境界付近）、クイ・ホップ（Quy Hop：ゲ・アン省）にある。それらは

中生代の花崗岩中の初生鉱脈に由来しており、ベトナムにおける第１の錫資源となっている。 
 チタン鉄鉱の漂砂鉱床は小～中規模で、主として中部の海岸線に沿って存在する。それら

は大部分が花崗岩の風化帯に由来している。北部地域のタイ・グエン（バック・タイ省）北

方のヌイ・チャウ（Nui Chau）地区には、三畳紀のはんれい岩中に初生鉱床があり、唯一

の例外である。漂砂金鉱床は、ベトナムではほとんどすべての山間地域の河川流域に見出さ

れているが、一般に規模は小さい。 
 
2-2. 主要鉱床とその分布 
 

 ベトナム全土にわたって金・銀を含めた金属鉱床が数多く発見されているが、そのうちチ

タン鉄鉱の漂砂鉱床以外は、北部地域に著しく偏在している。特に銅－ニッケル及びレアア

ースの鉱床（鉱微地）はベトナムの中部及び南部では未だに認められていない。各鉱種の鉱

床区を地質区と対比させると次のようになる。 
 

(a) Au、Ag ：主として｢Vietbac｣｢West Bacbo｣｢Kontum Savanakhet」 
(b) Cu、Ni-Cu ：｢West Bacbo｣；ダー川変動帯(Da River Mobile Belt｣と呼ばれている 
(c) Pd-Zn ：｢Vietbac｣、｢West Bacbo｣と｢Truongson｣の北部 
(d) Sn-W ：｢Vietbac｣と｢Truongson｣の北部 
(e) RE  ：｢West Bacbo｣の北西端部 

 

 上記の金属鉱物及び鉱業事情で述べた鉄鉱石及びクロム鉄鉱石を含めた各鉱種の主要鉱

床（鉱微地）を一覧表にまとめて第 2-1 表に示す。なお、それらの位置は第 2-5 図、第 2-6
図に示す。 
 図 3-8 の主要鉱床の多くは、テクトニクスと鉱床作用という観点ですでに前節で解説し

たので、本節では協力基礎調査の申請地域を含む JERS-1 SAR 画像の範囲とその周辺の５

箇所の鉱床についてそれらの概要を記述する。 
 

(1) ナー・パイ(Na Pai)金鉱山 
 本鉱山はビン・ジア（Binh Gia）地域において 1986 年の３月に発見された。タ

イ・グエンとバック・ソン（Bac Son）の町を通過する主要道の近傍に位置する（図

3-9）。鉱山は標高 350～400m のところにあり、鉱山の北方では山稜が少しずつ高
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くなり 800m までになる。 

 
第 2-5 図 ナー･パイ金鉱山の地質図 

           (出典: ESCAP,1990) 
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 鉱床はソン・ヒエム（Son Hiem）－三畳紀のデプレッションの南東縁辺部に位

置しており、鉱化帯の範囲は約 1.5km2である。鉱化帯の中心部はソン･ヒエム・ス

ート（Song Hiem Suit）の頁岩、シルト岩、凝灰岩からなり、流紋岩、流紋岩質凝

灰岩、流紋岩質デイサイトなどのフェルシックな火山岩類で囲まれている。それら

火山岩類の大部分は強い変質作用を蒙っており、そのなかでもプロピライト化作用

と珪化作用が近の鉱化作用に対して重要な役割を演じている。鉱床の南方では、石

炭紀～ペルム紀の石炭岩が断層を伴って接している。 
 ナー・パイ金鉱床は典型的な金－銀タイプであり、低温条件である地表下 200m
以浅で形成された。鉱床はプロピライト化作用をうけた流紋岩－デイサイトや流紋

岩質凝灰岩に生じた N-S と NW-SE 方向の断層に沿って発達しており、これまでに

10 個の鉱体が発見されている。鉱体に近接して斑状花崗岩とフェルサイトの岩脈が

いくつか認められている。鉱体の規模は、延長が３～40m、幅が 0.3～3.5m、傾斜

が 65～75°まで変化している。深度 30～35m のところでは、分かれていた鉱脈が

結合して柱状または鎖状をなして鳥の巣のようになる傾向があり、そこでは高品位

鉱が含まれている。 
 含金鉱脈における主要な鉱石鉱物は、遊離金と黄鉄鉱である。硫砒鉄鉱、白鉄鉱、

黄銅鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、カラベライト、エレクトラム、錫石は通常認められる

が少量である。各鉱体での金の含有量は極めて不均質である。1986 年以来、２つの

鉱体から 45～50kg の金が採掘された。それらの鉱体における金の平均含有量は

48g/t である。 
 

(2) ボー・クー(Bo Cu)金鉱山 
 ヴィエトナム側から協力基礎調査のために申請された地域に含まれており、本年

度のプロジェクト選定調査の詳細調査において現地調査を実施している。鉱化帯は

タイ・グエンの東方約 20km 付近を中心にして 150km2の範囲に発達しており、ダ

ー・マイ（Da Mai）、スオイ・ガン～ケー・ガン（Suoi Gang～Khe Gang、カイ・

ティ：Cay Thi 鉱床を含む）、ガン・メ（Ngan Me）、バイ・バン（Bai Vang）の

４地区からなる（図 3-10）。 
 地質は中部～上部カンブリア系の珪岩質砂岩、頁岩、絹雲母片岩などからなる。

範囲外の西方約 50km 付近には三畳紀～白亜紀の花崗岩類が貫入している。鉱化帯

の範囲の北部にあるダー・マイ地区は WNW-ESE 方向の背斜軸部に位置する。ス

オイ・ガン～ケー・ガン地区は西部に、ガン・メ地区は中央部に、バイ・バン地区

が南東部に位置し、これら４地区が WNW-ESE 方向に配列している。したがって、

背斜軸部に位置するダー・マイ地区の鉱床が 下部の中部カンブリア系の珪岩質砂

岩・頁岩中に、そのほかの３地区の鉱床はより上位の上部カンブリア系の絹雲母片



 

- 44 - ベトナム 

岩と千枚岩中に生成している。 
 ヴィエトナム地質調査所のデビジョンNo.1は 1989年から３年間に亘ってトレン

チを主体としたマッピングを含む地表精査を実施し、ダー･マイ地区にて９鉱脈を

発見している。第８鉱脈と第１鉱脈が優勢で、トレンチでのサンプリング幅や分析

値から推定すると、含金石英脈の幅は両者とも約 60cm、金品位はそれぞれ 31g/t
と 12g/t を示している。金の鉱化作用は、主として石英細脈と黄鉄鉱に伴うもの、

珪化作用を主体にした各種熱水変質作用を蒙った母岩中に生成しているものとに

分けられる。なお、付近には、火成岩類の露出は見られない。 
 鉱脈の一般走向は褶曲軸にほぼ平行である。延長は明確でないが、断続して数

10m から 100m オーダーであると推定される。デビジョン No.１はダー・マイ地区

のほかにスオイ・ガン～ケー・ガン地区で２鉱脈、ガン・メ地区で４鉱脈（第１鉱

脈は幅が 50cm、金品位が 43g/t）、バイ・バン地区で３鉱脈を発見している。 

 
(3) カイ・チャム(Cay Cham)チタン鉄鉱鉱床 

 本鉱床はバック・タイ省の省都であるタイ・グエンの北西方 20km のところに位

置する初生鉱床である。鉱床付近の地質はオルドビス系の頁岩、石灰岩、シルト岩、

砂岩、珪岩質砂岩、珪質片岩とそれらに貫入したはんれい岩質岩体からなる（図

3-11）。はんれい岩質岩体は 55km2の面積を占めており、主としてカンラン石はん

れい岩からなり、はんれい岩－輝緑岩とはんれい岩－ペグマタイトを伴う。鉱床は

粗粒のはんれい岩体の中にレンズ状の形態を示す２つのチタン鉄鉱鉱体からなる

（西鉱体と東鉱体）。 
 西鉱体は延長が 700m で幅が 450m あり、厚さは５～85m と変化する。鉱体の

北部は WNW-ESE 方向の断層で切られている。鉱体主要部における TiO2 の品位は

10～20％で、中央部に向かって漸移的に高くなり、20～30％（ 高 70％）までに

なる。 
 東鉱体は西方へ 30～50°で傾斜し、１つの断層によって北側と南側のブロックに

分けられる。北側ブロックは延長が 210m で深度が 150m あり、厚さが５～30m あ

る。南側ブロックは延長が 450m で深度が 200m あり、厚さが 20m ある。両ブロ

ック共に全鉱石の 80％が低品位鉱からなる。 
 ２つの鉱体の主要鉱石鉱物はチタン鉄鉱、磁硫鉄鉱、ルチル、黄鉄鉱、黄銅鉱、

赤鉄鉱、白鉄鉱、磁鉄鉱であり、脈石鉱物は輝石、角閃石、斜長石、黒雲母、緑泥

石、石英、リン灰石、方解石である。 
 本鉱床の鉱石は高品位鉱、中品位鉱、低品位鉱、極低品位鉱に区分される。高品

位鉱は主として西鉱体に濃集しており、粗粒のはんれい岩－ペグマイト中にレンズ

状で発達し、TiO2 の品位は 30～70％もある。高品位鉱の境界から離れると品位は 
漸減する。中品位鉱は２つの鉱体における高品位鉱のゾーンを取り囲んでおり、品 
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第 2-6 図 ボー･クー金鉱床の地質鉱床総合図 
             (出典: JMEC, 1996b) 

 
位は 20～35％ある。低品位鉱では 10～20％である。極低品位鉱は母岩と鉱体との

間の漸移帯に産する。確定鉱量はチタン鉄鉱で 2,818,600t と計算されている。 
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第 2-7 図 カイ・チャムチタン鉄鉱鉱床の地質図 
           (出典: JMEC, 1996b) 



 

- 47 - ベトナム 

(4) タム・ダオ(Tam Dao)錫－タングステン鉱床 
本鉱床はタイ・グエンの西方約 30km のとろこに位置し、バック・タイ省とツーイ

ェン・カン（Tuyen Quang）省にまたがっている。両省の境界は NW-SE 方向のタ

ム・ダオ山脈（Day Tam Dao）の稜線であり、鉱床地域はこの山脈を含んで約

1,500km2 の面積を有する。その山脈の中央部は三畳紀（一部は白亜紀）の塊状の

火山性及び貫入性のフェルシックな火成岩類から構成され、山脈の周辺部は下部～

中部古生界に属する陸成で石灰質の変堆積岩類で特徴づけられる（図 3-12）。 
 本鉱床の鉱化作用は、(a)初生鉱化作用、(b)花崗岩体の酸化スカルン帯に産する初

生鉱石、(c)二次的鉱石の３つのタイプに区分される。(a)は錫石と鉄マンガン重石を

含む石英脈やレンズ状鉱体からなり、母岩の節理などの断裂面に沿って胚胎してい

る。脈幅は狭い。(b)の鉱石帯の厚さは 19～70m と変化する。(c)は山麓丘陵の沖積

層中に産し、初生の鉱体に近い。 
 一方、鉱物の特徴に基づくと本鉱床は、ソン・ドゥオン（Song Duong）、クオ

ン・ファイ～ゴイ・レム（Khuon Phay～Ngoi Lem）、ヌイ・ファオ～ダー・リエ

ン（Nui Phao～Da Lien）、ティエン・ケー（Tien Ke）の４つの鉱化ブロックに

区分される。 
 ソン・ドゥオン ブロックはタム・ダオ山脈の北西部に位置し、約 100km2 の面積

を有する。沖積層中の５つの砂鉱床と初生の２つの鉱脈からなる。鉱脈の錫品位は

0.8％で鉱量は 315t である。 
 クオン・ファイ～ゴイ・レム ブロックはタム・ダオ山脈の北西縁辺部に位置し、

16 本の主要脈と 61 本の小規模脈からなる。一般にそれらは 0.5～1.5m の幅を有し、

走向方向に 1.5～2.0km 連続する。 
 ヌイ・ファオ～ダー・リエン ブロックはタム・ダオ山脈の東方約 10km のとこ

ろに位置する。ヌイ・ファオ鉱化域は黒雲母花崗岩を母岩とする 13 本の含錫石英

脈からなる。脈幅は 0.10～3.36m で、走向延長は 150～2,400m である。錫品位は

0.3～1.38％で、錫の総鉱量は 5,000t と計算された。ダー・リエン鉱化域では１つ

の両雲母花崗岩体がオルドビス紀～シルル紀の絹雲母片岩、砂岩、石灰岩を貫いて

おり、灰重石、輝蒼鉛鉱、緑柱石、蛍石を含むスカルン帯が形成されている。鉱体

の中央部の厚さは 19～70m あり、WO3の平均品位は 0.20％で、予想鉱量は 35,000t
である。 
 ティエン・ケー ブロックはタム・ダオ山脈の西側山麓部に位置する。そこでは

30km2の両雲母花崗岩が流紋石を貫いており、その結果としてグライゼン化帯が形

成されている。その中から鉄マンガン重石－石英脈が見出されており、脈幅は 0.2
～1.2m で、走向延長は 130m である。WO3の品位は 0.5％で、鉱量は 5,000t と見

積もられている。 
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第 2-8 図 タム・ダオ錫－タングステン鉱床の地質図 
             (出典:MMAJ, 1992) 
 

(5) フック・ニン(Phuc Ninh)鉛－亜鉛鉱化帯 
 本鉱化帯についても、(2)で述べたボー・クー金鉱床の場合と同様に、本年度のプ

ロジェクト選定調査の詳細調査においてヴィエトナム側の要請に基づいて現地調

査を実施している。本鉱化帯はハノイの北北西方約 120km のところに位置し、ロ

ー川（Song Lo）とガム川（Song Gam）の合流点のすぐ北に当たる。ハノイから

現地までジープで約５時間を要する。 
 地質は中部デボン系の石灰岩、マーブル、絹雲母石英片岩からなり、地層は一般 
に NE-SW 方向に伸長し、NW 側に急傾斜（60～70°）している（図 3-13）。 
 鉱化帯は平行する３本の鉛－亜鉛鉱脈からなり、母岩の構造とやや斜行し

NE-SW 方向に発達する。主脈では走向方向への延長が 900m 程度期待できる。ヴ

ィエトナム地質調査所のデビジョン No.３のデータによると、この主脈については、

幅が 1.5～3.0m、鉛＋亜鉛の品位が平均で 15％である。これらの鉱脈のほかに、方

鉛鉱の鉱染する鉱微地が２箇所、砒素硫化物を含む鉱脈も１箇所確認されている。

主脈を含む３km×３km 内の各所に旧採掘跡があり、製錬跡を物語るカラミの散乱
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箇所が４箇所に認められている。なお、図 3-13 の範囲の南西部には出所の不明な

塊状磁鉄鉱の転石が散乱している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2-9 図 フック・ニン鉛－亜鉛鉱化帯の地質鉱床総合図 
           (出典: JMEC, 1996b ) 
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3. 鉱床胚胎有望地域 

 ベトナムの鉱床胚胎地域は漂砂チタン鉄鉱床などを除き、一般には北部域にほぼ限定され

るとこれまで考えられてきた。 
 しかし、このインドシナ三国地域では、 近になって隣国ラオスの東部ベトナム国境域で

Sepon 銅金鉱床の発見と開発がなされた他、ラオスからタイに伸びている｢北西ラオス区｣

の中でも、ラオスおよびタイ両国内においてポーフィリー型銅･金鉱床の発見が相次ぐなど、

これまで巷間に流布していた鉱床生成区の旧来の常識を越えた新たな発見が続いている。 
この観点からベトナムでも中部域(フエ～ダナン)に向けてラオスから南東に伸びている

｢中央山脈区｣(Truong Son 区)のカレドニア期変動帯については、特に銅･金の探査に関して

再度の見直しが必要とされよう。 
又、｢北西ベトナム区｣(West Bac Bo 区)に Red River の縫合帯として中国雲南省から南東

に伸びる地域に関しても、中国国内で鉄鉱床と関係した IOCG 型とも目される銅･金鉱床の

発見が報告されている。この地域の下部～中部原生界中には鉄鉱床が転々と胚胎されており、

その周辺域では既に銅鉱床の発見や開発が幾つかなされていることからも、この地域の鉄鉱

床や銅鉱徴地を中心に系統的な探査がなされることが希望され、その結果が期待されている。 
これらの他に北部の北ベトナム区(VietBac 区)や West BacBo 区西部、さらにはラオス南

部から伸びている Kontum Savannakhet 区(カレドニア～バイカル期変動)の地域において

も新たな視点から卑金属･貴金属の探査を進めるべきポテンシャルがあると考えられる。 
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