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はじめに 

 

 戦略的鉱物資源確保事業は、高い鉱物資源ポテンシャルが指摘されているにもかかわら

ず、鉱業制度の安定性、環境問題、先住民・地域住民問題等の政治的社会的リスクが顕在

化しているため、現状では探鉱開発投資が停滞している国／地域において、その投資阻害

要因を特定し、実際に投資を行う際の留意点等を調査し、とりまとめを行う事業である。 

 パナマの鉱業は 1999 年に Santa Rosa 鉱山（1998 年の金生産量 1.5t）が操業を停止して

以来、非鉄金属鉱物資源の生産は報告されていない。また、過去においては先住民を中心

とした鉱山開発反対運動の影響で、プロジェクトが中止に追い込まれた例もある。しかし

ながら、同国は世界でも有数の大規模未開発銅プロジェクトであるペタキージャ

（Petaquilla）プロジェクト及びセロ・コロラド（Cerro Colorado）プロジェクトを有す

る。両プロジェクトとも鉱山開発に向けた探査活動が継続中であり、これらの開発動向は

今後の世界の銅需給に少なからぬ影響を与えるものと思われる。 

 本報告書は、JOGMEC メキシコ事務所が現地コンサルタント（Productos Yanagi 及び

Intersteel Japan Ltd. Mexico S.A. de C.V.）の協力を得て作成したものである。 

 本報告書が関係各位の参考になれば幸甚である。 
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独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

金属資源開発本部 企画調査部 

 

 

 

 

 

 

おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう 大限の努力

を行っておりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もあります。本報告書に基づ

きとられた行動の帰結につき、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構及び執

筆者は何ら責任を負いかねます。 
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１． 一般事情 

(1) 正式国名   パナマ共和国（La República de Panamá） 

(2)  独立年     1821 年（大コロンビアの一部としてスペインから独立） 

1903 年（コロンビアから独立) 

(3)  面積 75,517 ㎢  （日本の面積の約 5分の 1弱、北海道よりやや小さい） 

(4)  人口 3,228 千人（2005 年 7 月 1日時点） 

(5)  首都 パナマ市 (人口 105 万人 2000 年時点) 

(6)  人種 混血 70%,アフリカ系 12%,ヨーロッパ系 10%,先住民 7%,その他 1% 

(7)  公用語 スペイン語 

(8)  宗教  キリスト教（カトリック 93%,プロテスタント 6%,その他 1%） 

(9)  政体       立憲共和制 

(10) 元首       マルティン・トリホス・エスピノ大統領(2004 年就任、任期 5年) 

(11) 議会制度   一院制 

(12) 政権与党   民主革命党(PRD) 

(13) 地勢 

   国土の大部分は山岳地帯であり、タラマンカ山脈（コスタリカ国境からパナマ市近郊

まで）とサン・ブラス山脈（コロンからコロンビア国境まで）が国内を横断する。山岳

地帯から太平洋岸、大西洋岸の海岸線に沿う細長い低地帯に多数の河川が流れ込んでい

る。標高 1000m を超える山は少なく、コスタリカ国境近くのバル山（3,475m）がパナマ

の 高峰である。 

(14) 気候 

赤道に近いため一年中、高温多湿の亜熱帯性気候で 1～4月が乾季にあたり、5～12 月

は雨期になる。沿岸部は暑く雨量が多く、山岳地帯は過ごしやすい気候である。年間平

均気温は沿岸部で 29℃、山岳地帯では 18℃。大西洋沿岸の年間降雨量は 3,270mm、太平

洋側は 1,750mm。 

 

表１ パナマの年間気温（2006 年） 

 

 

 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月

気温(℃) 30 31 32 30 28 30 30 30 28 30 30 28
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２． 政治・経済事情 

2-1. 政治体制 

 パナマは大統領を元首とする立憲共和制をとり、大統領が統括する行政府、一院制の立

法府、司法府による三権分立が確立している。憲法は独立以来、1904 年、1941 年、1946 年、

1972 年の 4 回制定されている。現行の 1972 年憲法は 1983 年の大幅な改正により、軍部の

政治介入権が排除された。大統領は 18 歳以上の国民による直接選挙で選出され、任期は 5

年である。連続再選は認められていないが、2 期 10 年たてば再選可能となる。副大統領は

第一副大統領と第二副大統領の 2 名置かれており、大統領が執務不能な場合にその任務を

代行する。議会は５つの先住民自治区（コマルカ）と９つの県（プロビンシア）から選出

された代議員 78 名で構成され、任期は 5年である。 

 

2-2. 政治動向 

1989 年 12 月の米軍侵攻により民政復帰となったパナマ（エンダラ政権：政権与党はアルヌ

ルフィスタ党、モリレナ党及びキリスト教民主党）では、民主主義体制の定着と軍事政権末期に悪

化した経済の回復及び国際社会への復帰が課題となった。1991 年 12 月、パナマはグアテマ

ラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカと共に中米統合機構（SICA）

設立に関するテグシガルパ議定書に署名した。また、1994 年にはリオ・グループに再加盟

し、さらにラテンアメリカ 12 カ国及びカリブ共同体（CARICOM）加盟国と共に、カリブ諸

国連合（ACS）を結成した。軍事政権末期にパナマ経済は悪化したが、国際的な支援により

1992 年の国際金融機関との債務延滞を解消し、建設部門の好調等により比較的高い経済成

長を達成したが、失業、貧困問題は悪化し、国民の不満は高まった。 

1994 年 5 月に実施された大統領選挙では、野党民主革命党（PRD）のバヤダレスが総投票

数の 33.3％を獲得して勝利し、同年 9 月に大統領に就任した。同時に行われた国会議員選

挙でも PRD は同盟党の議席と併せ国会における過半数の議席を獲得した。1994 年 10 月、国

会は憲法改正法案を承認し、軍隊廃止及びパナマ運河庁（ACP）に関する規定等を内容とす

る憲法改正が成立した。1997 年 9 月、新運河条約の規定に基づき、米国南方軍司令部が撤

退した。経済の構造改革と外国資本誘致による失業、貧困問題の解決、国際社会における

イメージの回復を課題としたバヤダレス政権は、1997 年 9 月に世界貿易機関（WTO）へ加盟

する等、パナマ経済の世界経済への統合を推進すると共に、国営電話通信会社（INTEL）及

び国営電気会社（IRHE）等の国営企業を民営化し、その売却益を開発信託基金（FFD）とし

て運用すると共に、自由競争及び消費者問題委員会（CLICAC）及び公共サービス監視機構

等を設置し、国内企業の生産性及び競争力向上に努めた。 

1999 年 5 月に実施された大統領選挙では、野党アルヌルフィスタ党のモスコソが総投票

数の 43.0％を獲得して勝利し、同年 9 月にパナマ史上初の女性大統領となった。一方、同

時に実施された国会議員選挙では PRD が善戦し、71 議席中 34 議席を獲得した。1999 年 12

月 31 日、1979 年の新運河条約に基づき、パナマ運河及び運河流域が米国からパナマに返還
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された。運河返還後の対米関係の構築がモスコソ政権の主要外交課題であったが、米国と

は運河返還と前後して経済と環境、貿易と農業、司法改革、安全保障をテーマに両国関係

について協議が行われた。2003 年 6 月に訪米したモスコソはブッシュ米国大統領との会談

で二国間自由貿易協定（FTA）交渉開始に合意し、2004 年 4 月から交渉が開始された。モス

コソは、貧困緩和、人権擁護、社会正義の実現、環境保護を基本政策として、50 億 US$以

上を社会政策に投資したが、2001 年 9 月 11 日に米国で起きた同時多発テロを契機とする世

界経済の停滞等により、経済成長は鈍化し失業率が上昇した。2002 年以降、開発信託基金

法及び両洋間地域庁設置法の一部改定及び税制改革等を行い、また、建設部門等の成長に

よりパナマの経済状況は改善したが、モスコソに対する国民の支持は回復しなかった。 

2004 年 5 月に実施された総選挙では、マルティン・トリホスを擁した野党 PRD が圧倒的

勝利を収め、同候補は 9月 1日に大統領に就任した。同時に行われた国会議員選挙でも PRD

は圧倒的な勝利を収め、過半数を超える 42 議席を獲得した。トリホス政権発足後 6～7%の

経済成長が続く等、経済情勢が概ね堅調だったこともあり、同政権の支持率は 70％近くに

上る。2006 年 10 月 22 日にパナマ運河拡張案に対する国民投票が実施され、承認に必要な

過半数を大きく上回る 77%の賛成票が投ぜられた。米国との FTA 交渉は 2006 年 12 月 19 日

に合意に達し、今後両国議会で承認手続きが行われる。 

 

表２ 閣僚名簿（2007 年１月現在） 

大統領     マルティン・トリホス（Martin Torrijos） 

第一副大統領  サムエル・ルイス・ナバロ（Samuel Lewis Navarro） 

第二副大統領  ルベン・アロセメナ（Rubén Arosemena） 

大統領府大臣  ウバルディノ・レアル（Ubaldino Real） 

外務大臣    サムエル・ルイス・ナバロ（第一副大統領兼任）（Samuel Lewis Navarro） 

内務司法大臣  オルガ・ゴルチェル(Olga Gólcher) 

経済財務大臣  カルロス・バヤリーノ（Carlos Vallarino） 

商工大臣    アレハンドロ・フェレール(Alejandro Ferrer) 

教育大臣    ミゲル・アンヘル・カニサレス(Miguel Angel Cañizales) 

公共事業大臣  ベンハミン・コラマルコ（Benjamín Colamarco） 

保健大臣    カミロ・アレイン(Camilo Alleyne) 

労働開発大臣  レイナルド・リベラ(Reynaldo Rivera) 

農牧開発大臣  ギジェルモ・サラサール(Guillermo Salazar) 

住宅大臣    バルビナ・エレラ(Balbina Herrera) 

社会開発大臣  マリア・ロケベルト(María Roquebert) 

観光大臣    ルベン・ブレイズ(Rubén Blades) 

運河担当大臣  リカウルテ・バスケス(Ricaurte Vásquez) 
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2-3. 経済動向 

主要な国営企業の民営化を達成した 1990 年後半には顕著な経済成長を示したパナマ経済

だが、1999 年より経済が後退し、2001 年には実質成長率が 0.6％まで落ちた。その理由と

して、米軍撤退、原油価格の高騰、大型プロジェクトの完了による建築部門の成長低下、

世界経済の停滞、返還された米軍基地跡の開発不足等が指摘された。こうした事態に対処

するため、モスコソ前大統領は経済活性化のための国民対話を進め、財政責任法及び税制

改革法を成立させた。また、公共部門による投資と国際経済の回復により、建設、港湾、

パナマ運河、通信、観光セクターが好調だったことから、実質成長率は 2003 年に 4.3%、2004

年に 7.6%まで回復した。 

2006 年上半期の GDP 成長率は 8.1％と半期ベースでは 30 年ぶりの高率となった。IMF や

国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（CEPAL）は、2007 年もパナマが中南米で も高い

伸びを達成すると予測している。高成長の要因としては、①コロン・フリーゾーン（ZLC）

を含めた貿易の増加、②建設、不動産ブーム、③運河、港湾関連産業の活況、④観光、商

業等サービス産業の拡大、が挙げられる。 

しかし、GDP の約 7割を第 3次産業に依存する経済構造（GDP 構成比（2004 年）：第 1 次

産業 7.3%, 第 2 次産業 16.8%, 第 3 次産業 72.5%）のため、失業は構造的問題となっており、

特に都市部における失業者の増加は深刻である。またパナマの貧富の格差は近隣諸国と比

較して大きい。モスコソ前政権は、社会政策、農業改革および雇用促進等による貧困対策

を経済政策の基本戦略とし、農牧産品関税の引き上げ、 低賃金の引き上げ等を行った。

トリホス政権は、経済政策面では実業家層の意向を反映する傾向を見せているが、経済成

長を持続させながら、失業率をいかに改善していくかが課題である。 

 

表３ パナマの GDP（基準年 1996 年） 

項     目 2003 年 2004 年 2005 年 

実質 GDP 成長率 4.3％ 6.2％ 6.4％

名目 GDP 総額 128.6 億 US$ 137.3 億 US$ 139.4 億 US$

一人あたり GDP（名目） 4,154.5 US$ 4,482.1 US$ 4,794.2 US$

 

表４ パナマの製造業生産指数（基準年 1992 年）及び失業率（完全失業率：8月） 

項  目 2003 年 2004 年 2005 年 

製造業生産指数 102.8 103.4 105.6

失業率 10.9％ 9.2％ 7.2％

 

対外債務残高は 2004 年末で 72.2 億 US$（前年比 11%増）、GDP 比率 55%であり、経済規模

に対する債務の割合は高い。対外債務の内訳は、国際金融機関が 12.1 億 US$（前年比 1.2%
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減）、2国間が 2.9 億 US$（前年比 6.2%減）、債券が 57 億 US$（前年比 15%増）で、債券が大

半を占めている。なお、対外債務が増加した主因は満期 10 年のグローバル債 6 億 US$の発

行によるもので、これは 2005 年に償還期限を迎える 5.8 億 US$の資金繰りが目的である。 

 

表５ パナマの国際収支（フリーゾーンを含む） 

項  目 2003 年 2004 年 2005 年 

経常収支 △4.37 億 US$ △11.04 億 US$ △8.18 億 US$

貿易収支 △11.13 億 US$ △15.85 億 US$ △13.58 億 US$

外貨準備高 10.11 億 US$ 6.31 億 US$ 12.11 億 US$

公的対外債務残高 65.04 億 US$ 72.19 億 US$ 75.80 億 US$

財政赤字 GDP 比 4.8％ 4.9％ 3.2％

 

表６ パナマの貿易額（コロンフリーゾーンを除く） 

項  目 2003 年 2004 年 2005 年 

輸出額 8.05 億 US$ 8.90 億 US$ 9.64 億 US$

対日輸出額 598 万 US$ 251 万 US$ 341 万 US$

輸入額 31.22 億万 US$ 35.92 億 US$ 41.55 億 US$

対日輸入額 1.93 億 US$ 1.89 億 US$ 1.88 億 US$

 

表７ パナマの直接投資受入額（コロンフリーゾーンを除く） 

項  目 2003 年 2004 年 2005 年 

 直接投資受入額 7.92 億 US$ 10.12 億 US$ 10.27 億 US$

 

【表３～７の出典】 

実質 GDP 成長率、名目 GDP 総額、経常収支、貿易収支、対外債務残高、製造業生産指数、

財政赤字対 GDP 比：経済財務省 "Informe Economico Annual" 

（http://www.siafpa.gob.pa/informes/） 

失業率、輸出入額(US$）、対日輸出入額（US$）、直接投資受入額、国内総支出内訳、GDP

産業別構成：会計検査院（http://www.contraloria.gob.pa/dec/） 

一人あたりの GDP：IMF "World Economic Outlook Database" 

外貨準備高：IMF "International Financial Statistics Yearbook" 
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３． 鉱業事情 

3-1. 鉱業概況 

パナマでは、スペイン統治以前の古くから砂金等の採取が行われていたとされている。

その後の植民地時代から 1990 年代後半にかけて数十の金山及び幾つかのマンガン鉱山で小

規模な鉱業活動が行われてきたが、1999 年に操業を休止した Santa Rosa 金山を 後に金属

鉱山での操業は行われていない。しかしながら、パナマにはペタキージャ（Petaquilla）、

セロ・コロラド（Cerro Colorado）の二大未開発銅プロジェクトが存在する。ペタキージ

ャ鉱床は、1965 年から 1969 年にかけて実施されたパナマ政府と国連開発計画(UNDP)との共

同プロジェクトによって発見されたポーフィリーカッパー鉱床である。また、この発見を

契機に以前から銅の鉱徴地として知られていたセロ・コロラドでの探鉱活動が本格化し、

1971 年のポーフィリーカッパー鉱床発見に繋がった。 

 2006 年末現在パナマには、上記の二大プロジェクトを含む三つの銅プロジェクト及び二

つの金プロジェクトが進行中である。ペタキージャ(Petaquilla)プロジェクトは 1998 年に

完了した F/S の再検討等を実施中であり、セロ・コロラド(Cerro Colorado)プロジェクト

は 2007 年末もしくは 2008 年初頭に国際入札を予定している。その他、銅プロジェクトと

しては 2007 年 3 月から本格的な探査開始を予定しているセロ・チョルチャ(Cerro Chorcha)

プロジェクトがある。金プロジェクトは、2007 年 7 月に操業開始予定のモレホン(Molejon)

プロジェクト（ペタキージャプロジェクト鉱区内の金鉱床を銅プロジェクトと切り離し先

行開発するもの）及び探鉱中のセロ・ケマ(Cerro Quema)プロジェクトである。 

 

3-2. 主要鉱山 

 パナマの主要鉱山を表８に示す。各主要鉱山の概要は以下のとおりである。 

 

表８ パナマの主要鉱山 

鉱山名 鉱床タイプ 埋蔵鉱量 品  位 備  考 

Santa Rosa 含金石英脈 推定 19.7 百万 t Au1.43g/t 1999 年閉山 

Remance   ― 推定 45 万 t Au6.01g/t 1996 年閉山 

Margaja-Cocuyo 含金石英脈   ― Au76.30g/t 閉山年不明 

Capira 含金石英脈   ― Au0.94～1.77g/t 1940 年閉山 

Espiritu Santo de Cana   ―   ―     ― 1907 年閉山 

 

(1)Santa Rosa 金山 

 ベラグアス県カニャサス地域（サンティアゴ市から西北西約 40km）に位置する。 

 1994 年から Greenstone Resources 社（カナダ）が操業していたが、ヒープリーチパット

からの排水処理量が増加。操業コストが 298 US$/oz となったため 1999 年に操業を停止し

た。これにより、1,500 名以上の労働者が失業した。2000 年 6 月、同社は労働者への賃金
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不払いで告訴された。労働者及び地域住民は、残された機材やヒープリーチパットの遮断

シート等を略奪売却した。現在、雨期におけるリーチング排水貯水池のオーバーフロー等

の環境汚染が問題となっている。 

(2)Remance 金山 

 1932 年までの 8 年間に英国の企業が探査・採掘をおこなっていたが、金価格下落のため

に閉山している。当時の金品位は、12～14g/t、金価格は 20.6 US$/oz であった。その後、

パナマ企業である Transworld Exploration 社が 1985 年に鉱区を取得し、翌年から探査を

開始した。1989 年同社は、ペルー企業である Minera Remance 社と合弁会社 Minera Remance 

S.A.社を設立した。1990 年より平均金品位 10g/t の鉱石を 100t/日の処理量で坑内掘り採

掘を開始した。1993 年には、平均金品位 6～7g/t の鉱石を 250t/日の処理量に変更、坑内

及び露天掘り採掘により 1996 年までに 40～50 万 t の鉱石を採掘した。 

 1997 年にはカナダ企業エロン社が参入したが、探査、環境及び地域住民調査を実施した

後に撤退している。2001 年 Transworld 社は、Minera Remance 社との契約を解除、鉱区及

び鉱山施設を保有・管理する唯一の会社となった。同社は、平均金品位 3.5～4.5g/t の鉱

石を 400t/日の処理量で鉱山寿命 6～8年間に 35 万 t 採掘する開発計画を有している。 

(3)Margaja-Cocuyo 金山 

含金石英脈。鉱脈走向は N80°E、傾斜は 60°S。5 地区で採掘され、走向方向 210m での平

均金品位は 76.3g/t 及び平均脈幅は 80cm。産金量は Coyuco 鉱山 9t 及び Margaja 鉱山 2t が

記録されている。 

(4)Capira 金山 

1930 年から 1940 年にかけて石英脈から金を回収した。13 の含金石英脈があり、優勢な

鉱脈として Brenda（走向延長 1,070m、平均金品位 0.94g/t）及び Flor(走向延長 1,200m、

平均金品位 1.77g/t)等を有する。 

(5)Espiritu Santo de Cana 金山 

コロンビアとの国境近隣に位置し、1680 年から 1729 年までスペイン人によって採掘され

た。1899 年から 1907 年まで 4t の金を産出した。国立公園内にある。 

 (6)マンガン鉱山 

 マンガン鉱床は、幾つかの地方で知られているが、1997 年以降生産されていない。 

 代表的な鉱山として、La soledad 鉱山及び Cerro Viejo 鉱山がある。 

 

3-3. 探鉱開発プロジェクト 

 表９にパナマの主要探鉱開発プロジェクトを示す。各プロジェクトの概要は以下のとお

りである。 
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表９ パナマの主要探鉱開発プロジェクト 

 (   )内は権益保有率 

 ＊F/S 及び開発費用を負担することにより Teck Cominco 社は、Petaquilla 社保有権益の 1/2（全体の 26%）

を取得するオプションを有している。 

 

(1)ペタキージャ（Petaquilla）プロジェクト 

 Colon 市の西南西約 120km に位置し、Pataquilla Copper 社及び Inmet 社の現地法人ミネ

ラ・ペタキージャ（Minera Petaquilla）社が保有する、世界でも有数の規模を誇る未開発

銅・金プロジェクトである。本プロジェクトの開発計画は、2005 年 9 月にパナマ政府の認

可を受けている。 

ペタキージャプロジェクトでは、Molejon 金鉱床の開発と 1998 年に AMEC Engineering 社

が行った銅鉱床開発に関する F/S 結果の見直しを行っている。これら二つの事業を効率的

に実施するため、本プロジェクトの権益を保有するカナダ企業 3社（Petaquilla Minerals

社、Inmet 社、Tech Cominco 社）は 2005 年 6 月に Molejon 金鉱床に関する権益を全て

Petaquilla Minerals社に移すことで合意した。その後、2006年6月の株主総会でPetaquilla 

Minerals 社から銅プロジェクト部門を分離独立し（Petaquilla Copper Ltd.の設立）、同社

は金鉱床の開発に専念することが承認された。 

プロジェクト名 権益保有会社 鉱 種 備    考 

Molejon 加・Petaquilla Minerals 社(100%) Au 2007 年 7 月操業開始予定 

Cerro Quema 加・Glencairn Gold 社(60%) Au F/S 再検討及び探査 

Petaquilla 

加・Petaquilla Minerals 社(52%) 

加・Inmet Mining 社(48%) 

＊.加・Teck Cominco 社(  -%) 

Cu、Mo、Au、Ag
F/S 再検討、追加探査、道

路整備等 

Cerro Colorado 
セロ・コロラド鉱山開発公社 

（CODEMIN：100%) 
Cu、Mo、Au、Ag

2007 年末または 2008 年初

頭に国際入札を予定 

Cerro Chorcha 加・Bellhaven Copper & Gold 社(100%) Cu、Mo、Au、Ag
2007 年 3 月から本格的な

探査を開始 

Petaquilla Copper 社Inmet 社 

Minera Petaquilla 社 パナマ政府

探鉱・開発契約

Tech Cominco 社 

銅鉱床開発プロジェクト 

Petaquilla Minerals 社

Molejon 金プロジェクト

開発計画承認

52%保有 48%保有 1/2 の権益を得る

オプション契約 

図１ ペタキージャプロジェクトの実施体制 
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2007 年 1 月に発表された AMEC 社 F/S の再検討結果によると、同プロジェクトの総資本コ

スト(運転資本(working capital)を含む)は 17.08 億 US$と見積もられている。その主な内

訳は、採掘関連 301 百万 US$、選鉱プラント建設 349 百万 US$、発電プラント及び精鉱輸送

パイプライン建設 227 百万 US$、維持管理用資本コスト(主として重機類の更新・増強のた

めの費用)473 百万 US$等となっている。また、借入金比率 60%、銅価格 130￠/lb と想定し

た場合、同プロジェクトの正味現在価値(NPV)は割引率 8%で 287 百万 US$、内部利益率(IRR)

は 13.3%、操業開始から 10 年目までの平均キャッシュコストは 76￠/lb-Cu、同じく平均総

コストは 106￠/lb-Cu と見積もられた。なお、本 F/S 見直しの主な前提条件は、資源量 986

百万 t、銅品位 0.5%、金品位 0.09g/t、モリブデン品位 0.01%、鉱石処理量 12 万 t/日等と

なっている。これらの前提に基づくと、同プロジェクトは鉱山寿命 23 年の間に、銅 4.45

百万 t、金 1.628 百万 oz、モリブデン 59.5 千 t を生産することとなる。 

2007 年 5 月に上記 3 社間で合意された包括的開発計画では、詳細設計、環境影響評価等

の見直しを通じてプロジェクトの早期推進を図るとしている。また、Teck Cominco 社が当

該計画に要する資金 24 百万 US$全額を支出するとしている｡ 

 なお、Inmet 社と Petaquilla Copper 社は、プロジェクト内の Petaquilla 鉱床、Botija

鉱床および Valle Grande 鉱床の酸化鉱の評価を 2007 年 11 月までに完了するとしており、

結果が良好であれば、硫化鉱とは別に開発を行うことになる｡酸化鉱については、Teck 

Cominco 社は経済的興味を示していない。 

(2) モレホン（Molejon）金プロジェクト 

ペタキージャ社（Petaquilla Minerals Ltd.本社 バンクーバー）のパナマ現地法人 Minera 

Petaquilla 社が 100%権益を保有するモレホン金鉱床は、複数の銅・金・モリブデン鉱床を

有するペタキージャ鉱区の南端に位置し、同金鉱床の開発はペタキージャ鉱区を本格的に

開発するための第 1段階の事業と位置づけられている。 

モレホン金プロジェクトの年間産金量は 120,000oz(3.7t)、キャッシュコストは 165 

US$/oz、キャピタルコストは 34 百万 US$と見込まれている。現在ペタキージャ社は、Sococo

社（採掘請負会社）及び TechProMin 社（エンジニアリング会社）の協力の下、キャンプサ

イトと鉱床間の道路等の建設工事及びボールミル、発電機等の機材調達を進めている。こ

れら建設工事及び機材調達と並行して、ペタキージャ社は総延長 40,000m に及ぶ探鉱試錐

及び開発試錐を実施中である。本プロジェクトの生産開始は、2007 年 7 月の見込みである。 

(3) セロ･コロラド（Cerro Colorado）銅プロジェクト 

セロ・コロラド鉱床は、パナマ国西方のコスタリカとの国境近くに位置し、銅以外に、

銀、亜鉛、モリブデンを含有するポーフィリー鉱床である。ペタキージャを凌ぐ大規模鉱

床であり、銅平均品位 0.78%、資源量 14 億 t（銅平均品位 0.6%、資源量 18.9 億 t とのデー

タもある）を有する。1996 年にパナマ政府が Tiomin Resources 社に本鉱床の開発許可を与

えたが、先住民による実力行使を含む大規模な抗議運動が展開された上、金属市況の低迷

も重なったため、同社による鉱山開発は中止に追い込まれた。現在の鉱区保有者は、パナ
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マ国営のセロ・コロラド鉱山開発公社（CODEMIN）である。 

 2006年11月に実施したパナマ鉱物資源総局とのインタビューによると、同国政府は、2007

年末もしくは 2008 年初頭に同プロジェクトの国際競争入札を実施したいと考えている。 

(4)セロ・チョルチャ（Cerro Chorcha）銅プロジェクト 

セロ・チョルチャプロジェクトは、パナマ市西方 290km、標高 600～2,200m の山岳地帯に

位置する。2006 年に実施された 新の鉱量評価によれば、平均銅品位は 0.48%、金品位は

0.59g/t、資源量は 1.35 億ｔ（カットオフ品位 Cu 0.2%）と見積もられている。同鉱床は、

1969 年 ASARCO Exploration Company of Canada 社によって発見された。その後、本地区で

はサイプラス社等による探査が行われた。 

サイプラス社撤退後、2004年 5月にCuprum社による鉱区登録がパナマ政府の認可を得た。

2006 年 9 月に、Bellhaven Copper & Gold 社（本社 バンクーバー）が、Cuprum 社から本鉱

区の権益 100%を買収した。2006 年 12 月に、同社は鉱区調査のためのベースキャンプ基地

の建設工事を完了し、2007 年 3 月から総延長 3,000m のボーリング探査を開始すると発表し

ている。 

(5) セロ・ケマ（Cerro Quema）金プロジェクト 

 セロ・ケマ金プロジェクトは、パナマシティの南西約 190km に位置する。本鉱床は 1990

年代に Campbell Resources 社によって探査され、初期的な鉱山開発工事が進められたが、

金市況価格の低迷及び操業上の問題によりその開発が中止された。本鉱床の平均金品位は

1.1g/t、確定及び確認埋蔵鉱量は 10.5 百万 tとされている。 

 2006 年 7 月 6 日、カナダのグレンケーン・ゴールド（Glencairn Gold）社は、ヤマナ・

ゴールド社から本プロジェクト権益の 60%を取得したと発表した。また、同社は本プロジェ

クトの早期開発を目的とし、残り 40%の権益保有者と交渉を開始すると同時に、2002 年に

前同鉱区保有会社が実施した F/S についても現在のコスト等を考慮して再検討するとして

いる。 
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４．鉱業政策 

4-1. 鉱業関連組織 

 パナマにおける鉱業行政は、商工省（Ministerio de Comercio e Industrias）の内局で

ある鉱物資源総局（Dirección General de Recursos Minerales）が管轄している。鉱物資

源総局は 1970 年 12 月の政令第 404 号に基づいて設立され、鉱物資源法に明記された技術

的・行政的機能を果たす責任がある。同総局が果たすべき機能は以下のとおり多岐にわた

っている。 

－鉱業政策に関する政府への進言 

－鉱業活動の監督、鉱業法に記載された（鉱業活動を行う者の）義務履行の確保 

－鉱業活動によって生じる問題への対応、商工省への適切な解決策の提議 

－地質及び写真地質調査の実施、地下水を含む国家鉱物資源に関する情報の収集 

－パナマ共和国公式地質図の作成 

－他の行政機関又は民間企業によってなされた調査を含む、国のあらゆる地質情報の保管 

－その他の目的による地質調査に関する他の公的機関との協力 

－国の鉱物、岩石及び化石サンプルの保管 

－鉱業活動に関する統計データの編集 

－鉱業コンセッションの申請処理及び許可証の発行 

－廃棄物及び危険活動回避のためのガイドラインの勧告 

－鉱業の実際的、理論的観点でのパナマ人の訓練 

－鉱業法の目的及び公正な履行を保証するための行政規則の勧告 

－鉱物資源に興味を持つ国または個人に便宜を与える報告書の出版 

－鉱業コンセッションファイルの管理 

－あらゆる鉱業コンセッション及び出願の国家登録の管理 

－鉱区図及び鉱量分布図の 新版の維持 

－鉱山操業に係る生産ロイヤルティーの徴収、免税についての国家歳入事務所との協力 

－以下のサービス及び便宜の供与。地化学分析、岩石分析、冶金試験、ボーリングを含む

地質調査、リモートセンシングによる地質解析、鉱業・地質情報に関する図書館、鉱業

専門家の名簿記載 

2006 年 11 月に実施した同総局訪問時のインタビューによると、同総局職員は、局長を含

め総勢約 25 名、このうち地質技師はわずか 3名とのことであった。2007 年は、20 万 US$の

予算を得て鉱業コンセッションの登録整理等における鉱物資源総局の近代化を図る計画と

いう。また、分析室の近代化計画には、17 千 US$の予算を投じる予定とのことである。 

また、パナマ政府には、鉱業の実業部門としてセロ・コロラド鉱山開発公社（Corporación 

de Desarollo Minero Cerro Colorado：CODEMIN）、パナマセメント公社等の国営企業が存

在する。鉱物資源総局は、これら国営公社と直接的な関係を持たないが、鉱物分析等の協

力を行っている。 
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4-2. 鉱物資源法 

 鉱物鉱床は、憲法第 254 条に定める規定により国家財産であり、法律で定める形式、条

件のもとで用益権を認可することができるとしている。 

 

(参考) パナマ共和国 憲法第 254 条 第 6項 

「塩田、鉱山、地下水、温泉、炭化水素層、石切り場及び全ての種類の鉱脈は、私的占有対象になること

が出来ない。しかし、国家は国営企業または混合企業を通じて、私的企業は開発の為のコンセッションま

たはその他の契約を通じて、直接開発することが可能である。法律が本条記載の異なった開発形態に対し

て全ての関連事項を規定する。」 

 

鉱物資源法（Código de Recursos Minerales (Decreto  Ley N0.23)：1963 年 8 月公布、

その後度重なる改正を受けている。）はその目的を、パナマ共和国領土内での鉱物の探査、

採掘は基本的に民間主導と民間投資によって行うことを奨励、規定し、開発を促進するこ

ととしている。以下に鉱物資源法の概要について述べる（資料１参照）。 

(1) コンセッションの取得資格 

鉱業コンセッションは、技術的、財政的資格が証明される自然人または法人、パナマ人

または外国人に認可されることができる。外国政府及び外国政府が直接・間接に参加する

企業にはコンセッションは認可されない（鉱物資源法第 3,4,5 条）。 

(2) コンセッションの種類とその概要 

鉱業コンセッションには地表踏査許可、探鉱コンセッション、採掘コンセッション、移

送コンセッション及び選鉱コンセッションの 5 種類がある。各コンセッションの概要は以

下のとおりである。 

①地表踏査許可 

地表踏査許可は排他性を持たず、記載された地区内で許可証に特定された鉱物に関し、

基礎的地質調査を実施する許可を与えるもの。有効期間は 6年間。 

②探鉱コンセッション 

  本コンセッションは、権利者に対して、a)コンセッションに特定された鉱物に関する

基礎的地質調査の実施（排他性なし）、b)コンセッションに特定された鉱物を発見するた

めに必要かつ求められる全ての活動の実施（排他性あり）、c)商業的生産が可能な量の鉱

物を発見した場合の採掘コンセッションの取得、を保証するものである。 

有効期間は 4 年間。許可を得れば 2 度に亘って 1 回につき 2 年間延長。１つの鉱区の

大面積は 25,000ha。期間延長の際には、行政当局の条件、義務を受け入れるか、延長

しようとする鉱区の少なくとも 15％を延長時に返却しなければならない。 

探鉱コンセッションに係る鉱区税として、鉱区取得後の経過年数に応じて以下の金額

を納める必要がある。 

１～2年目：0.50 US$/ha 
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3～4 年目：1.00 US$/ha 

5 年目以降：1.50 US$/ha 

③採掘コンセッション 

 本コンセッションは排他性の原則の下、権利者に対して、a)コンセッションに特定され

た鉱物の地質調査の実施、b)コンセッションに特定された鉱物の採掘及び採掘のために必

要なその他の活動、c)採掘された鉱物の選鉱及び選鉱のために必要な活動、d)採掘された

鉱物の移送、e)採掘された鉱物の保管・輸出・販売を保証するものである。 

本コンセッションの期間と 大鉱区面積は対象とする鉱物に従って以下のとおり定め

られている。 

クラス         期間（年）  面積(ha) 

Ⅰ 非金属鉱物         25      5,000 

    Ⅱ 貴金属を除く金属鉱物    25      5,000 

    Ⅲ 漂砂型貴金属鉱物      10      3,000 

    Ⅳ 非漂砂型貴金属鉱物     20      5,000 

    Ⅴ 石油を除くエネルギー鉱物  25      10,000 

    Ⅵ 国家留保鉱物                25            5,000 

3 度の延長が可能で 1回目は 10 年間、2回目・3回目は 1回につき 5年間延長。延長の

際には、鉱業権者は行政当局の条件、義務を受け入れるかもしくは延長しようとするコン

セッション下で所有されている鉱区の少なくとも 20%を返却する必要がある。 

 なお、1989 年の法律第 3 号によって、鉱物採掘に関して政府に払うべきロイヤルティ

ーは純商業生産高（Gross Negotiable Production）の 2%（ただし、漂砂型貴金属鉱物は

4%）と定められている。 

 ④移送コンセッション 

  有効期間 25 年。延長条件は採掘コンセッションと同様。 

 ⑤選鉱コンセッション 

  有効期間 25 年。延長条件は採掘コンセッションと同様。 

(3) パナマ人の訓練 

すべての鉱業権者は、自分の負担で、パナマ人被雇用者に対し理論的・実践的トレーニ

ングを提供しなければならない。定められた１年間のトレーニングプログラムを含む人的

義務は、過年度中に従事した外国人被雇用者の 大人数の 10％に等しくなければならない。

またそのトレーニングプログラムの内容、進捗状況は、鉱物資源当局に報告されなければ

ならない（鉱物資源法第 132、133 条）。 

(4) 国内消費 

行政当局は、それぞれの鉱業権者が国内消費に見合う、採掘または選鉱された鉱物の一

部を、それぞれの鉱物価格で、採掘または選鉱場所で引き渡すことを求めることができる。

鉱業権者は効率的操業によって許される以上の量の鉱物を生産する義務はない（鉱物資源
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法第 72 条）。 

 

4-3. ペタキージャ法 

 モレホン金プロジェクト及びペタキージャ銅プロジェクトの開発は 1997 年 2月にパナマ

政府と Minera Petaquilla 社が締結し、国会の承認を受けた探鉱・開発に係る契約法（ペ

タキージャ法）の条項に基づいて行われる。 

 同法では、Minera Petaquilla 社に対して、20 年間の土地利用権を付与（20 年ずつ２回

の延長、 長 60 年間の利用が可能）している他、加速償却（accelerated depreciation）、

機械設備・原材料に掛かる輸入税の免除、ロイヤルティーを除く全ての所得税の免除（開

発工事に係る借入金の償還が済むまでの期限付き）、国外投資家への利払い・配当課税の免

除等の優遇措置を与えている（資料２参照）。 

 

4-4. 新鉱物資源法制定に関する動き 

現行鉱物資源法は 1963 年に制定されたもので、現在では常識となっている閉山対策等の

環境問題に関する規定を欠いている。このため、環境問題に対する規定や、さらに、鉱山

開発を進めるための先住民との調整規定（地域社会の参加）等を盛り込んだ新鉱業法の制

定が必要とされている。 

パナマ政府は、上述の規定を盛り込んだ法案を 2004 年に作成したが、同法案は国会審議

でパナマの実情に合わないとの指摘を受け、廃案とされてしまった。政府当局は、新法制

定のための検討を継続している。 
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５．一般税制 

（１）法人所得税：30%。 低税額制度があり、その算出にあたり、①従来の方法による課

税所得額と、②総収入から 95.33%を差し引いた額（総収入の 4.67%）を比べて、金額

の多い方に課税される。但し、損金を計上した場合は、②の適用除外を税務当局に申

請することができる（2005 年法律第 6号）。 

（２）個人所得税：30% 

（３）付加価値税：5% 

（４）商業ライセンス税：2%（資本金に対し課税。 高税額 4万 US$） 

（５）源泉課税は配当が 10%、ロイヤルティーが 30%（ただし、コロン・フリーゾーン(*)

内の企業は免除される）、利子が 6%。 

 

(*)コロン・フリーゾーンは 1948 年の法律第 18 号によってパナマ運河の大西洋側の入口に位置するコロン

市内に設けられた。本フリーゾーン内には 1,000 以上の企業が設立されており、年間の取引高は 9億 US$以

上に達する。フリーゾーン内では全て種類の種類の加工・製造業が許可されているが、企業は生産高の 80%

以上を輸出しなければならず、国内販売分と輸出分は別会計で行う必要がある。 
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６．先住民問題 

パナマには、ngobe（ノベ）、kuna（クナ）、embera（エンベラ）、bugle（ブグレ）、wounaan

（ウォウナーン）、naso-teribe（ナソ－テリベ）、bri-bri（ブリ－ブリ）の 7 つの先住民

が居住しており、先住民人口は 2005 年現在、約 20 万人と推定されている。これら先住民

の居住区には、特別法で自治区(コマルカ：Comarca)が設定されており、先住民の自治権が

認められている。現在設定されているコマルカは、Kuna Yala（1938 年にコマルカ｢San Blas｣

として設定、1998 年に Kuna Yala に改称）、Embera-Wounaan（1983 年に設定）、Kuna de 

Madungandi（1996 年に設定）、Ngobe-Bugle（1997 年に設定）、Kuna de Wargandi（2000 年

に設定）の 5地区である（図３参照）。 

 

 

 

                （出典：Survivor Phoenix-Survivor Vidcap and Graphics Livrary） 

 

現在は先住民や支援 NGO による大きな反鉱業活動は見られない。しかしながら、1996 年

にパナマ政府が Tiomin Resources 社にセロ・コロラド鉱床の開発許可を与えた際には、実

力行使を含む大規模な抗議運動が展開された（同社によるセロ・コロラドの開発は金属市

況の低迷も重なり、中止に追い込まれた）。セロ・コロラド鉱床は現在の Ngobe-Bugle コマ

ルカ内に位置するが、1996 年当時は同コマルカが未設定であったため、政府側が先住民の

同意を必要としないとの強硬な態度で臨んだことが大規模な反対運動に発展した一因とさ

れている。 

1997 年に制定された Ngobe-Bulge コマルカ設置法（LEY POR LA CUAL SE CREA LA COMARCA 

NGOBE-BUGLE）は、天然資源の開発に際して先住民が移動を余儀なくされる場合の国家賠償、

資源開発プロジェクトへの先住民の参加促進、資源開発が先住民文化へ及ぼす社会的影響

調査の義務化等を規定している（資料３参照）。 

 

図３ パナマ共和国の行政区及びコマルカ
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７．環境行政 

パナマ政府は、1998 年 7 月に｢環境基本法（Ley General de Medio Ambiente）｣を公布し、

環境管理が国家の義務であることを明言した。また、同法の施行に伴い、天然資源庁

（FERENARE）の 1 部署から環境庁（ANAM：Autoridad  Nacional del Ambiente）を独立・

昇格させ、環境行政に本腰を入れるようになった。 

環境基本法は、｢天然資源の継続的使用を促進しつつ、環境を保護、保全、回復するため

の基本的原則と基準を定める。さらに、国内における人間の持続的開発のために、環境問

題を秩序付け、社会的・経済的目的と統合する (第 1 条)｣と規定しており、環境保護と社

会的・経済的開発の調和を目的としている（資料４参照）。 

同法では環境リスクを生じる可能性のある諸活動に対して、環境影響調査の実施を義務

付けている（第 23 条）。さらに、鉱物資源に関しては、①鉱業活動によって生じる環境影

響に関する事項については、環境庁の責任において規則を定めること（第 90 条）、②鉱業

施設から排出される排煙、排水及び廃棄物については、鉱業権者が責任を負うこと（第 91

条）、③関係当局は、環境庁と協力し、｢環境管理適正化計画（Plan de Adecuación y Manejo 

Ambiental）｣を監督、管理し、適切な運用を行わせる責任を負うこと（第 92 条）、④環境

影響評価もしくは環境監査を基に作成された環境管理適正化プログラムは環境庁の承認が

必要なこと（第 93 条）、⑤環境庁は規則不履行と認めた場合、操業を停止し罰則を科す権

限を有すること（第 93 条）、を規定している。 

さらに、環境基本法は環境保護・天然資源の活用と先住民共同体との関係についても規

定している。例えば、同法第 96 条には、環境庁が先住民共同体と、その居住区に存在する

環境と天然資源に関する全ての事項に関して協調すること、同法第 99 条には、コマルカも

しくは先住民居住区内で認可される天然資源の探査、開発及び活用はその文化的・社会的・

経済的支柱と精神的価値に損害を発生させてはならないことが規定されている。 
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８．外国投資 

 パナマは国内資本の蓄積が十分でないことから、外国投資の誘致に積極的に取り組んで

おり、外資出資比率に関する規制はない。1998 年に制定された投資保護法（1998 年法律第

54 号）第２条の規定によって、国外の投資家にも国内の投資家と同じ権利・義務が与えら

れている。ただし、以下の業種は外資規制及び禁止の対象となっている。 

① 規制業種：賭博、水道・電気・電話・放送等の公共サービス、銀行、保険・再保険、

株式・証券取引、リース、信託、地下資源開発 

② 禁止業種：小売業（農業・工業分野の企業が自社製品を販売する場合を除く） 

 

パナマに外国投資をする場合、優遇措置が与えられる投資を除いて、事前の許可を得る

必要はないが、外国為替法（Foreign Exchange Law）には、パナマ国内で営業を行う全て

の銀行は財務省傘下の国家銀行委員会が発行するライセンスを取得しなければならない旨、

規定されている。 

パナマ政府はパナマを国際金融センターとすべく 1970 年に銀行法を改正し、進出企業に

対し自由な営業活動を保証し、オフショア取引において税制面での優遇措置を与える等銀

行誘致政策を推進した。同センターの総資産は、1982 年に 490 億 US$に達したが、政情不

安により 1989 年には 154 億 US$まで減少した。2005 年末現在では約 387 億 US$。外国から

の進出銀行は 55 行。邦銀はみずほ銀行が 2003 年 12 月に撤退し、ゼロとなった。 

 

 

参考文献 

－パナマ共和国 基礎データ(2007 年 1 月)：外務省 在パナマ日本国大使館 

－国・地域別情報 パナマ共和国(2007 年 1 月)：日本貿易振興機構（JETORO） 

－パナマ概要(2007 年 1 月)：在日パナマ大使館(Embassy of Panama in japan) 

－概要レポートパナマ(2005 年下期)：財団法人国際金融情報センター 
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資料１ 鉱物資源法（Código de Recursos Minerales (Decreto  Ley No.23)）抜粋和訳 

 

パナマ共和国 商工省鉱物資源総局 

鉱物資源法 2005 年度版 

 

第Ⅰ巻 総則 

 

第Ⅰ編 原則及び目的 

第１章 目的 

第１条 本法は鉱物資源法と呼称され、その目的はパナマ共和国領土内での鉱物の探査、

採掘を基本的に民間主導と民間投資によって行うことを奨励、規定し、これら鉱物の

国内・国際レベルの利用に必要または好適とされる調査、移送、処理の種々の開発を

促進することにある。 

第２章 国家の財産権 

第２条 パナマ領土内に存在するあらゆる種類の鉱物鉱床は、憲法第 254 条に定める規

定により国家財産である。それらは私物化の対象とはならず、憲法及び本法の定める

形式、条件のもとで用益権を認可されることができる。 

 本法に従って保証されたコンセッションによって得られる鉱物は、鉱業権者に属す

る。 

 

第Ⅱ編 コンセッションの保証 

第１章 コンセッション取得資格者 

第３条 コンセッションは、技術的、財政的資格が相違ないものと確認され、それを証

明する事実証明書をパナマに有する自然人または法人、パナマ人または外国人に認可

されることができる。 

第４条 以下に示されるいかなる者も直接または第三者を通じた間接的にもコンセッシ

ョンを認可されることはできず、また上記コンセッションを実行、享受することはで

きない。 

１.外国政府、公的・準公的外国機関及び外国政府が直接・間接に参加する企業。 

２.コンセッションの認可、操業、開発に直接、間接に介在する立場にある役人、公務

員。この禁止はその公務員がその業務を退いた時点から１年間続き、それらの公務

員の扶養または保護されている配偶者、両親、兄弟、子供にも同様に適用される。

しかしながらこの禁止は遺産相続によって取得された権利には適用されない。 

３.コンセッションから発生する支払いに関し、国庫への債務を履行していない者。 

第５条 外国政府及びその関連企業は、パナマ共和国大統領及びすべての閣僚の署名を

もって公布された大統領令によって承認される許可証を事前に特別に取得する場合を
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除き、鉱山操業を目的として設備または物資を取得、所有、所持することはできない。 

第２章 コンセッションの保証、取得の方法 

第６条 地表踏査許可は鉱物資源総局（Dirección General de Recurso Minerales）が

下す決定によって保証される。その他のすべてのコンセッションは、国家と申請者と

の間でなされる契約によって保証される。国側は商工省が代表し、合法性を持たせる

ために会計検査院（Contralor General）の署名併記が求められる。採掘コンセッショ

ンの場合にはさらに議会の承認が必要である。 

 鉱業活動は、コンセッションに適合し、本法の定める条件に従ってのみ排他的に実

施される。 

第７条 （略） 

第３章 コンセッションの認可 

第８条 コンセッションによって以下の鉱業活動を実施する権限が与えられる：パナマ

領土、領海及び大陸棚限界内での探査、採掘、移送及び選鉱。 

第９条 コンセッションには以下のものを含む。 

a)効率的活動に必要な埠頭、倉庫、発電プラント、給水設備、宿舎、キャンプその他

施設、設備の建設、設置、運転のための認可。 

b)活動に使用される物資、結果としての鉱物の購入、売却、輸出入の認可。 

c)個々の活動を行うために必要な行政的、財務的調査、総務的活動の認可。 

 第 10 条 (略) 

第 11 条 地表踏査許可は排他性を持たず、有効期間中、記載された地区内で、許可証に

特定された鉱物に関し、基礎的地質調査を実施するための認可を権利者に保証する。 

第 12 条 探鉱コンセッションは、有効期間中、権利者に以下の権利を保証する。 

a)排他性を持たず、記載された地区内で、コンセッションに列記された鉱物に関する

基礎的地質調査の実施。 

b)排他性を持って、該当する地区内で、コンセッションがカバーする鉱物の発見のた

め必要かつ求められるすべての活動の実行。 

c)商業的生産の可能な量の鉱物を発見した場合、国家が特定する期間、条件でもって、

排他的原則のもと採掘操業を可能とするコンセッションの取得。 

第 13 条 採掘コンセッションは、排他性の原則のもと、当該期間中以下の権利を鉱業権

者に保障する。 

a)コンセッションに列記された鉱物そして記載されている地区内での地質調査の実施。 

b)コンセッションに列記された鉱物の採掘及びそれぞれの地区内で採掘のために必要

かつ適切なその他の活動を行うこと。 

c)コンセッションに記載された場所から採掘された鉱物の選鉱及びその選鉱のために

必要かつ適切なその他の活動を行うこと。 

d)コンセッションに記載されたルート及び方法によって採掘された鉱物を移送するこ
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と。 

e)該当する法及び規則のもとで、コンセッション内で採掘された鉱物を保管、輸出、

販売すること。 

第 14 条 移送コンセッションは、その有効期間中、記載されたルート及び方法で、列記

された鉱物の移送を行うことを権利者に認める。 

移送コンセッションは、鉱物輸送設備の建設の目的のためにのみ承認される。 

第 15 条 選鉱コンセッションは、その有効期間中、記載された場所及び方法によって列

記された鉱物の選鉱を行うことを権利者に認める。 

第 16 条 コンセッションが排他的に鉱業活動を行うことを鉱業権者に認める時、何人も

問題となる鉱物に関し、鉱業権者に排他的に留保されたタイプ及び地区内で鉱業活動

を行うことは認められない。 

第 17 条 ジャスパー、瑪瑙、オニキス、玉髄、その他アモルファスシリカ等の地表に自

然の形で転がって存在している準貴石及び河川の含金砂の採取は、その操業が永久的

設備によってなされるのでなく、小規模に行われるものであれば鉱物資源当局が保証

する特別許可証によって行うことができる。この特別許可は操業を実施できる場所を

特定し、また、排他性を持たない。 

 

第４章 コンセッションの取得要件 

 第 18～22 条（略） 

第５章 コンセッションの範囲、優先権及び限度 

 第 23～27 条（略） 

 

第Ⅲ編 国家の特別関与 

第１章 留保地域及び留保鉱物 

 第 28～35 条（略） 

第２章 交通路 

 第 36 条（略） 

 

第Ⅱ巻 鉱業コンセッション 

 

第Ⅰ編 鉱物の分類、有効期間、コンセッションの延長 

第１章 鉱物の分類 

第 37 条 探鉱または採掘コンセッションは、本章に述べる鉱物分類に従って発行される。 

第 38 条 地表調査許可と探鉱コンセッションは、現法で考えられているあらゆる種類の

鉱物を含んでいる。採掘コンセッションは１つの分類区分内にある１つまたは複数の

鉱物に対して認可される。 
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第 39 条 ある分類区分のコンセッションは、その分類区分に該当する本法の条項の適用

対象となる。 

第 40 条 現法で定める鉱物は６つのグループに区分され、クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、

Ⅵに分類されている。 

第 41 条 鉱物は以下のとおり分類される。 

クラスⅠ 非金属鉱物 

     Ⅱ 貴金属を除く金属鉱物 

     Ⅲ 漂砂型貴金属鉱物 

     Ⅳ 非漂砂型貴金属鉱物 

     Ⅴ 炭化水素を除くエネルギー鉱物 

     Ⅵ 国家留保鉱物 

第２章 コンセッションの期間と延長 

第 42 条 地表踏査許可の期間は６年間である。 

第 43 条 探鉱コンセッションの期間は４年間であり、１つの鉱区の 大面積 25,000ha

である。採掘コンセッションの期間と 大鉱区面積は以下の分類に従う。 

採掘コンセッション 

クラス 期間（年） 面積（ha）

Ⅰ 25 5,000

Ⅱ 25 5,000

Ⅲ 10 3,000

Ⅳ 20 5,000

Ⅴ 25 10,000

Ⅵ 25 5,000

第 44 条 要請と行政機関の意見具申で証明された理由に基づき、行政機関は探鉱コンセ

ッションの期間を２度に亘って、１回につき２年の延長を行うことができる。その場

合、鉱業権者は延長のそれぞれの時に効力を持つ権利、条件、義務を受け入れるか、

延長しようとする鉱区の少なくとも 15％を延長時に返却するかしなければならない。

また鉱区に対する義務履行がなされて来ている必要がある。 

第 45 条 提出された要請に対し、行政当局は採掘コンセッションの３回の延長を保証す

る。 初が 10 年、第２回目、第３回目がそれぞれ５年である。これは鉱業権者の要請

に基づき行われ、鉱業権者が当該期間中に効力を持つ権利、条件、義務を受け入れる

かもしくは延長しようとするコンセッション下で所有している鉱区の少なくとも 20％

を、その時点で返却する必要がある。 

第 46 条 移送または選鉱コンセッションの期間は 25 年である。要請のある時には、行

政当局は３回の延長を保証し、 初が 10 年、第２回目、第３回目がそれぞれ５年であ

る。これには要請が提出され、鉱業権者が当該期間中効力を持つ権利、条件、義務を
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受け入れる必要がある。 

第３章 鉱区とその境界 

第 47 条 探鉱コンセッション中に含まれる鉱区面積と対象鉱物は、要請に基づく行政当

局の承認によって他のコンセッションに影響を及ぼさず、かつ本法の制限条項に抵触

しなければ、拡大することができる。ただし、コンセッションの有効期限及びその他

本法の適用条項は変更されない。採掘コンセッションの鉱区面積及び対象鉱物を拡大

することはできない。 

第 48 条 探鉱または採掘コンセッションは１つまたは複数の鉱区で構成されることがで

きるが、同一コンセッションでカバーされるのは８つの鉱区までである。これらの鉱

区はコンセッション内で独立して存在し、あとで統合、併合されることはできない。

独立した鉱区について、探鉱コンセッションの分割化はコンセッションが有効となっ

た日から４年を経過した後に不可能となる。また、採掘コンセッションの分割化はコ

ンセッションが有効となった日から１年を経過した後に不可能となる。 

第 49 条 探鉱コンセッション内にある各鉱区の面積またはもしそれが１つの鉱区で構成

される場合は、その総面積は 1,000ha 以下であってはならず、それぞれのクラスで認め

られた 大面積（ha）を超えてはならない。 

第 50 条 採掘コンセッション内にある各鉱区の面積またはもしそれが１つの鉱区で構成

される場合は、その総面積は 500ha 以下であってはならず、それぞれのクラスで認め

られた 大面積（ha）を超えてはならない。 

第 51～59 条（略） 

 

第Ⅱ編 地表踏査、探査、採掘活動 

第１章 制限 

第 60 条 地表踏査を実施しようとするすべての自然人は、個別に許可をとらねばならな

い。探査または採掘コンセッションの所有者の被雇用者または代理人は、前述の要件

に従うことなくコンセッションによって許された地表踏査を実行することができる。 

第 61 条 探鉱コンセッションの所有者は、その有効期間中にそのコンセッションの一部

を分離し、採掘コンセッションとして申請することができる。また、分離されなかっ

た残りの地区の探鉱コンセッションは有効なままとなる。独立単元と考えられ、一つ

に纏められた活動地域は、探鉱と採掘のコンセッションで構成されることができる。 

第 62 条 ある者が他者の権益の 34％以上を所有するかまたは直接・間接に参加するよう

な相互に関係し合うすべての者は、本法が規定する鉱区の数またはヘクタール数の制

限に関して、一者として扱われる。 

第２章 統一の合意 

 第 63～64 条（略） 

第３章 活動の開始 
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第 65 条 探鉱コンセッションの所有者は、コンセッションが有効となった日から 90 日

の期間内に、少なくとも認可された地区の一つにおいて予察的地質調査

（Investigación Geológica Preliminar）を開始しなければならない。同じくコンセ

ッション所有者は同日から１年以内に、探鉱コンセッションの示す地区の少なくとも

一つにおいて鉱物探査（Exploración Minera）を開始しなければならない。 

第 66 条 探鉱コンセッションが切れる３年前までに、鉱業権者は鉱区の少なくとも一つ

において採掘準備探鉱活動（Operación Preextractiva）を開始しなければならない。

初の期限が切れる時には、採掘準備探鉱活動はコンセッションに含まれる鉱区の内、

少なくとも半分の地域で開始されていなければならず、第 1 回目の延長期間が終了す

る時には、少なくとも 3/4 の地域で開始されていなければならない。 

第 67 条 採掘コンセッションによって保護されている鉱物について、コンセッションが

有効となった日から１年以内に商業的量（Cantidad Comercial）が発見されない時に

は、鉱業権者は許可された地区の少なくとも一つにおいて採掘準備探鉱活動を開始し

なければならない。同日から２年以内には鉱業権者は残りの地域全てで採掘準備探鉱

活動を開始しなければならない。３年が経過して、認可された鉱区の少なくとも一つ

においても経済的量の鉱物が発見されなかった場合には採掘コンセッションは消滅す

る。 

第 68 条 採掘コンセッションに示す鉱区のいずれかで、そのコンセッションが有効とな

る以前に商業的量の鉱物が発見されていたのであれば、採掘準備探鉱活動はコンセッ

ションが有効となった日から 1年以内に当該鉱区で開始されなければならない。 

第 69 条 探鉱または採掘コンセッションに従って開始された活動は、十分な結果が産業

基準に従って得られるまで、しかるべき熱意（Diligencia Debida）をもって実行され

ねばならない。 

第 70 条 探鉱または採掘コンセッションの権利保有者は、商業的量の鉱物が発見された

場合には、そのコンセッションで保護された鉱物の採掘活動を開始する義務があり、

国家の天然資源の無駄のない許される 大限度の活用まで、経済条件に照らして発見

された鉱物の商業的量がなくなるまで、しかるべき熱意をもって採掘活動を継続する

義務がある。 

第 71 条 行政当局は、技術的、経済的もしくは操業的条件が採掘活動の再開を妨げる場

合を除いて、採掘活動が休止されてから２年以内に再開されない場合には、当該地区

のすべてのコンセッションを取り消すことができる。 

第４章 国内消費 

第 72 条 行政当局は、それぞれの鉱業権者が国内消費に見合う、採掘された鉱物の一部

を、採掘された鉱物価格で、採掘場所で引き渡すことを求めることができる。すべて

の鉱業権者は効率的操業によって許される以上の量の鉱物を採掘する義務はない。 

第 73 条 鉱業権者が国内消費のために行政当局に引き渡さなければならない鉱物の量は、
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鉱物資源総局長の勧告により商工大臣が決定する。この決定は官報及び首都で一般的

に配布される新聞に掲載されなければならない。当該決定は官報公示後２か月に効力

を発する。 

第５章 商業的量の鉱物 

 第 74～75 条（略） 

第６章 採掘義務に対する修正 

第 76 条 コンセッションが有効となった日から数えて３年が経過するまでに商業的量の

鉱物を発見し得なかった採掘コンセッションの権利者は、以下の条件を満足する場合、

事前の申請によって２年を超えない期間の延長の権利を有する。 

1.権利者が商業的量の鉱物の発見に 大限の努力を払ってきており、また継続するこ

とが権利者の探鉱活動の実績から証明されること；及び 

2.調査された鉱物について、前述の２年の期間内にコンセッションに示された鉱区の

少なくとも１か所において、商業的量が発見される信頼すべき徴候が産業基準に照

らして存在すること。 

第 77 条 経済的量の鉱物を発見したことを有効期間の２年目の終り前までに証明した採

掘コンセッションの権利者は、事前の申請によって、当該コンセッションで保護され

た全ての鉱区における採掘準備探鉱活動の開始義務を３年を超えない期間で免除され

る権利を有する。ただし、上記権利が認められるためには、当該義務の免除によって

のみ、産業基準に合致した完全で効率的な鉱物の採掘活動が実施できることを立証し

なければならない。 

第７章 サンプル 

第 78 条 ボーリングコア、ボーリングサンプル、流体サンプル、カッティングサンプル

その他物理サンプルは化石を含んで、政府職員または委託者の調査に供するために、

取得日から１年以上の期間、国内に保存する。 

第 79 条 鉱物資源総局は事前の申請によって、上述の物理サンプルの一部を一定の期間、

研究、分析の目的で国外に持ち出すことを認めることができる。 

第 80 条 物理サンプルは政府の委託者がサンプリングできるのに十分な大きさである必

要がある。鉱業権者は鉱物資源総局の要請するサンプルの一部を送付しなければなら

ない。 

第 81 条 その価値を減ずることなく分割できない化石及びその他標本は、破砕されるこ

とはない。ただし、このような標本は鉱物資源総局がその移送を認可しない限り、政

府職員または委託者による調査のために２年間国内に保存される必要がある。鉱物資

源当局は２年が経過した後もその保存を要請することができるが、鉱業権者が事後の

研究のためにサンプルにアクセスすることを妨げるものではない。 

第 82 条 すべての物理サンプルは、発見の場所、深度に従ってサンプル上に記載または

ラベルによってまたは保管される容器上に出所が明記される必要がある。 
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第Ⅲ編 移送、選鉱活動 

第１章 権限 

第 83 条 移送または選鉱コンセッションは、個々の契約に述べられている鉱物に限定さ

れる。これらの権利は第三者に損害を与えるようないかなる排他性も認めるものでは

ない。移送及び選鉱コンセッションの権利者は、本人が採掘しないものであっても、

個々のコンセッションに示されているすべての鉱物を移送、選鉱することができる。 

第２章 料金表 

第 84 条 行政当局はコンセッションの権利者である生産者と運送者の双方のために、料

金表によって輸送に関する公定価格を公正に確定する。 

第 85 条（略) 

第３章 第三者の鉱物の移送 

第 86 条 第三者に帰属する鉱物、それには国家がロイヤルティーの支払いとして受け取

るものも含まれるが、その鉱物の移送は、鉱業権者が採掘、移送しなければならない

鉱物量を差し引いた後の能力量までが、移送コンセッションの権利者の義務の一部と

なる。鉱物の移動は、鉱物所有者がしかるべく設定された料金表の料金の支払いを受

け入れた場合にのみ義務的となる。 

第 87 条 国家は利用可能な移送スペースの第三者の使用に関する優先権を有する。 

第４章 国内消費 

第 88 条 行政当局は、国内消費に必要と思われる選鉱された鉱物の適当量を、選鉱され

た鉱物に設定された価格でかつ操業場所で、各々の鉱業権者から配分を受けることを

要求できる。 

第５章 特別条件 

第 89 条 それぞれのコンセッションの認可に先立って、鉱物資源総局は移送のルート、

選鉱設備の場所を適切に変更することができ、また鉱業活動を実施する方法について

適切な条件を付すことができる。 

 

第Ⅳ編 査察、検査、監査、情報 

第 1章 権限、信任状及び範囲 

第 90～94 条（略） 

第２章 情報の使用 

第 95～98 条（略） 

第３章 報告書 

第 99～100 条（略） 

第４章 記録 

第 101～102 条（略） 
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第Ⅴ編 国家が行う鉱業活動 

第１章 認可 

第 103 条 国家は自ら鉱物資源の開発を行うことができる。そのために既存の公的組織

を活用するかもしくは特別機関または自治機関を新たに設立する。公的組織は請負企

業を使うことによって鉱山操業を行うことができる。公的組織は同じ地域・鉱種のコ

ンセッションを申請したいかなる個人または会社に対しても優先権を持つ。 

第 104 条 公的組織による鉱山操業は商工省の決定によって認可され、認可には地域、

面積、鉱種、期間及び商工省が適当と考えるその他の条件が記載される。 

 

第Ⅲ巻 コンセッションの権利と義務 

 

第Ⅰ編 譲渡と請負業者の使用 

第１章 譲渡と担保 

第 105 条 鉱業コンセッションは本法の条件に従い、取引相手の技術能力、財政・法的

立場に照らした商工省の事前の承認を得た上で、部分的または全部を移転することが

できる。移転をうける人間は、鉱業権者となり、その活動はコンセッションの（当初

の）認可を受けた時に設定された条件に従う。 

第 106～110 条（略） 

第２章 請負業者の使用 

第 111 条 すべての鉱業権者は事前の商工省の承認によって、その活動の全部または一

部を請負業者に任すことができる。その場合、請負業者はパナマ国内でコンセッショ

ンを取得または実行できる者である必要がある。しかし、その使用は鉱業権者の責任

に影響を及ぼすものではない。 

第 112 条 鉱業権者の活動の全部または一部を分担する責任を持つ請負業者は、各鉱業

権者に対応する鉱業活動に限って使用される物資を（鉱業権者と）同様に輸入するこ

とができ、鉱業権者と同じ条件に従う必要がある。 

 

第Ⅱ編 安全規制と不正防止 

第１章 予防措置 

第 113 条 すべての鉱業活動を実行する上で、不正（Desperdicios）と危険行為を回避

するための予防措置が取られる必要がある。 

第 114 条 鉱業活動中に発見され、地表または底土層から他へ流出する液体またはガス

について、もしそれが制御されないかまたは各鉱業活動の必要性に一致しないのであ

れば、その流出を回避するためのあらゆる手段が講じられる必要がある。 

第 115 条 活動開始以前の状態を回復するために、地表を修復するためのあらゆる必要

手段が講じられる。その必要手段は、操業から生じる危険な状況の回避のためにもな
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される。いかなる鉱業活動もこのような措置を遂行することなしに、完了もしくは放

棄することはできない。 

第 116 条 鉱業権者は損失と損害を回避し、鉱業活動またはその活動に使用される資産

あるいは第三者及びその資産に損失、損害を与えるかもしくは与える原因となる事態

を改善または避けるためのあらゆる必要かつ適切な措置をとらねばならない。 

第 117 条 鉱業権者はそのような危険な事態の存在、その影響を改善するために取られ

た手段を、鉱物資源総局及びその脅威が及ぶ場所のその他の鉱業権者及び住民に通知

しなければならない。 

第 118 条 鉱物資源総局は鉱業活動の不正と危険行為を避けるために遵守されるべき規

程及び規則を制定する。 

第 119 条 責任を負うべき者が定められた期間内に鉱物資源総局の指示に従わない場合

は、鉱物資源総局は必要と判断される予防措置を講じ、かつその損害を責任者の負担

によって修復または回復させることができる。 

 

第Ⅲ編 

第１章 土地、水、木材、建設石材の獲得及び使用 

第 120 条 水利権、林業権そして建設石材の使用を含む地表に対する権利が、国内法及

び本法で定める規定に従って、鉱業活動を行うに必要な量を限度として、鉱業権者に

よって確保されることができる。 

第 121 条 コンセッションは、個人が所有する柵で囲まれた土地または耕作地の中に所

有者の許可なしで立ち入ることを、鉱業権者に認めていない。 

第 122～126 条（略） 

第 127 条 鉱業権者は認可された地区で、国有地で発見された建設石材、木材、水は、

その活動のために排他的に使用することができる。 

第 128 条 しかしながら、鉱業権者は高価な木材を使用することはできず、水源を使用

または汚染し小集落、村、市に損害を与えることはできない。また、現行法に抵触す

る形での木材または水の使用もできない。 

第 129 条 木を伐採する必要のある時は、鉱業権者は現在有効な法律条項に従って、事

前に関係当局に通知しなければならない。 

 

第Ⅳ編 パナマ人の活用 

第１章 雇用 

第 130 条 パナマ市民は労働法の条項に従い、鉱業活動のあらゆる段階を通じて就業に

関する優先権を持つ。コンセッションの権利者及び鉱業活動を行う請負業者は、その

実行に必要な仕事の監督を資格ある専門家に託する義務がある。上述の専門家とは、

鉱業活動の種類に従った少なくともその分野で 10 年の経験を有する地質技師、地質エ
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ンジニア、鉱山エンジニア、冶金エンジニアまたは類似の専門家である。 

第 131 条 前項の規定に拘らず、鉱業活動に従事する鉱業権者及び請負業者は、鉱業活

動の効率的な実施のために必要な場合には、以下の条件に従って外国人の管理者、科

学者、技術者及び専門家を雇用することができる。 

１．採掘、選鉱または移送コンセッションで保護された鉱業活動に従事する外国人は、

鉱業権者によって雇用されている従業員の 25％を超えてはならず、外国人に支払わ

れる給与が全給料の 25％を超えてはならない。 

２．鉱業活動に従事する外国人は、請負業者によって雇用されている従業員の 25％を

超えてはならず、外国人に支払われる給与が全給与の 25％を超えてはならない。 

 鉱物資源総局は、上述の外国人の雇用形態を規定しなければならない。 

第２章 訓練 

第 132 条 すべての鉱業権者は自己の負担により、パナマ人被雇用者に対し、専門家ま

たは特殊技能者になるための指導及び理論的・実践的訓練を国内外の教育・専門機関

において、並びに国内外の設備または活動の中において提供しなければならない。 

第 133 条 １年間に訓練プログラムに参加すべき義務的人数は、過年度中の外国人被雇

用者の 大人数の 10％に等しくなければならない。 

第 134 条 鉱業権者は次期の指導・訓練特別コースに参加するパナマ人被雇用者につい

ての情報を鉱物資源総局に報告しなければならない。当該情報は、コースに参加する

被雇用者の氏名及び技能の程度並びに指導・訓練プログラムによって達成される参加

者の技能の向上を含むものとする。 

第 135 条 鉱業権者は、未熟練労働者及び準技能者の利益のために、これら労働者がよ

り効率的な作業方法を身に付けられるような国内鉱業活動に関連するプログラムを設

定しなければならない。当該訓練プログラムの内容及び結果は鉱物資源総局に毎年報

告されなければならない。 

 

第Ⅴ編 その他の権利と義務 

第１章 不可抗力 

 第 136～137 条（略） 

第２章 国家への報告 

 第 138～142 条（略） 

 

第Ⅵ編 コンセッションと既得権 

第 143 条 本法が有効となる時点で効力のあった権利、契約及びコンセッションは、1966

年 3 月 1 日までに権利者が要請を提出することによって、本法に従って認可されるコ

ンセッションに転換されることができる。 

 第 144～149 条（略） 
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第Ⅳ巻 申請手続き及び紛争の解決 

 

第Ⅰ編 申請または入札の提出 

第１章 内容 

第 150 条（略） 

第２章  宣誓書及びコピーの数 

第 151～152 条（略） 

第３章 必要とされる特別情報 

第 153～156 条（略） 

第４章 参照様式 

第 157 条（略） 

第５章 土地説明書及び地図の準備 

第 158～161 条（略） 

第６章 書類の提出 

第 162～167 条（略） 

 

第Ⅱ編 適格、競争及び入札 

第１章  適格の条件 

第 168～177 条（略） 

第２章  競争申請のない場合の適用条項 

第 178 条（略） 

第３章 競争申請に適用される条項 

第 179～182 条（略） 

第４章 入札 

第 183 条（略） 

 

第Ⅲ編 異議 

第 184 条（略） 

 

第Ⅳ編 

第１章 調停手続き 

第 185～187 条（略） 

第２章 上告 

第 188～201 条（略） 

第３章 秘密情報及び専門家の活用 

第 202～203 条（略） 
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第Ⅴ巻 財務条項 

 

第Ⅰ編 一般条項 

第１章 記録と支払い 

第 204 条 鉱業権者のすべての会計記録は、財政法に一致した然るべき方法で行われる。 

第 205 条 本法に従った国家への支払いは、申請費用、登録費用、国家財務の都合で鉱物

資源当局になされる入札・提案の積み立てを除いて、財政法の条文に従って大蔵省にな

されねばならない。 

 第 206 条（略） 

第２章 報告書 

 第 207～209 条（略） 

 

第Ⅱ編 地表税とロイヤルティー 

第１章 支払い金額と期日 

第 210 条 探鉱コンセッションに適用される面積（ha）当りの地表税は以下のとおり。 

  年      バルボア/ha 

１～２ 0.50 

３～４ 1.00 

５以上 1.50 

クラスⅢの鉱物については、探鉱活動の中で商業的採掘の実施が可能なことを考慮

して、地表税に加えて鉱物の販売可能総生産量（producción bruta negociable）の２％

をロイヤルティーとして支払う。 

第 211 条 各クラスの鉱物の採掘コンセッションに適用される面積（ha）当りの地表税

及びロイヤルティーは、以下のとおりである。 

クラス 当初５年間 ６～10 年 11 年以上 ロイヤルティー 

Ⅰ 0.75 1.25 2.00 2％ 

Ⅱ 1.00 2.00 3.00 2％ 

Ⅲ 1.00 2.00 3.00 4％ 

  Ⅳ 1.00 2.50 3.50 2％ 

  Ⅴ 0.50 1.00 1.50 2％ 

Ⅵ 1.50 3.00 4.00 2％ 

第 212 条 前２条に規定する地表税は、年当り、ヘクタール当りのバルボアで示されて

いる。ロイヤルティーは販売可能総生産量に対するパーセンテージである。 

第 213 条 地表税の支払いは、各年前払いでなされねばならず、ロイヤルティーの支払

いは、借り方に記入された日から数えて 60 日以内に４半期毎になされなければならな

い。 
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 地表税（借料）は、毎年初めに占有される総面積をもとに計算される。 

第 214 条（略） 

第 215 条（略） 

第 216 条 国家が規定のロイヤルティーの支払いを受ける鉱床が存在する土地の全部ま

たは一部を所有する者は、それぞれの土地の所有割合に応じてロイヤルティーの５％

を受け取る権利を有する。 

第 217 条（略） 

第２章 ロイヤルティーの支払い 

第 218 条 ロイヤルティーは行政当局が他に指定しなければ現金で支払われる。 

ロイヤルティーとして支払われる鉱物の品質は、採掘される鉱物と同じであって、

一般の販売のために選鉱されたものでなければならない。 

第 219 条 ロイヤルティーの受取り形態についての行政機関の決定は、それぞれの財政

年度に先立つ少なくとも 60 日前までになされねばならず、各財政年度を通して有効と

なる。 

第 220 条（略） 

第 221 条（略） 

第３章 鉱物探査費用の控除 

第 222 条 探鉱コンセッションの権利者は、国家に支払われる地表税から、その総額の

75％を 大限度として、しかるべく証明された当該コンセッションの探鉱費用を控除

することができる。地表税が控除の認可以前に支払われたものである時、鉱業権者は

当該財政年度に支払われるべき税額との差額をクレジットにすることが許される。払

い戻しは現金ではなされない。 

 

第Ⅲ編 税金の算定 

第１章 所得税の算定 

第 223 条 鉱業権者は本法と一致した損益勘定に従って、国家に対して所得税額を支払

わなければならない。算定の要約は「鉱業活動による収入に関する税の表」と呼ばれ

る様式に従って提出される。この様式はそれぞれの財政期間に対応して、年次税報告

の一部として提出される。 

第 224 条 鉱業以外の活動の結果として発生した損失は、鉱業活動から得られた収入か

ら控除することはできない。 

第 225 条 鉱業権者は財政法の規定に従って所得税を支払わねばならない。 

第 226～230 条（1988 年の改正で失効） 

第２章 控除 

 第 231 条（1988 年の改正で失効） 

第 232 条 鉱業権者は所得税法に従って、活動経費を所得から控除できる権利を有する。
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地表税、ロイヤルティー、直接税、輸入税及び減価償却費に加えて、以下の費用を活

動経費として控除できる。 

ａ）入札、提案のために国家に対して支払われたプレミアムの適切な分割による年間

負担額。 

ｂ）鉱物の年間償却控除。 

ｃ）経済的量の鉱床を探すためになされた立杭・通洞・水平坑道の開削、オープンピ

ットの開削、ボーリング、その他の活動の内、成功を収めなかった活動に係る経費。 

ｄ）予察的地質調査、鉱物探査、採掘準備探鉱活動に関連するか、もしくは鉱物採掘

の目的でなされた通洞、水平坑道の開さく、オープンピットの開さく、ボーリング

その他類似の活動に関連して発生したサービス、供給のための経費及びその他経費。 

有形固定資産の減価償却または資本の償却として認められる物資に係る経費は活動

経費に含めることはできず、減価償却費としてのみ控除される。 

第 233 条 鉱業権者の活動で発生した所得税の計算に係る損失は、発生した年度に計上

せずに引き続く年度に繰り延べることができるが、当該損益が発生した年度から数え

て３年を超えて繰り延べることはできない。本条に述べる未計上の損失は過年度に遡

って計上することはできず、また、国庫からいかなる払戻を受けることもできない。 

第 234～244 条（略） 

第３章 損失の設定 

第 245～247 条（略） 

 

第Ⅵ編 その他条項 

第１章 単独、合同の宣言 

 第 248～250 条（略） 

第２章 価格 

第 251 条 探鉱または採掘コンセッションの権利者は、採掘鉱物価格として認識される

本人が採掘する鉱物の採掘場所での価格を設定しなければならない。その設定に際し、

鉱業権者は輸出場所で以前に存在した価格、パナマ国内の通常商業取引価格または参

考価格と呼ばれる本法の規定に従って輸出場所で設定される価格の内、いずれかに留

意しなければならない。 

 採掘鉱物価格は過去に存在した価格もしくは設定された価格から行政当局が認可し

た差額以外の、採掘場所と参考価格が設定された場所との間で発生する移送料または

選鉱コストを差し引いた額の内、いずれかより低くはない。 

 当該価格はいかなる場合でも生産コスト以下とはならない。 

第 252 条 鉱業権者は選鉱鉱物価格と呼ばれる、選鉱した鉱物の選鉱場所での価格を設

定しなければならない。その設定に際し、鉱業権者は前条に規定された趣旨を十分に

考慮に入れなければならない。 



 36

第 253 条 参考価格は、行政機関が国内需要を満たすために要請する鉱物に対して支払

われる採掘鉱物価格または選鉱鉱物価格を設定する基礎として使用される。 

第 254 条 参考価格はパナマの出荷港または通常商取引が行われる場所での鉱物販売価

格に等しい。 

第 255 条 パナマが世界の供給源としての地位を確立するまで、参考価格は鉱物資源総

局による決定に従い、取引可能な も近くの国際市場で購入されパナマの港で引き渡

される鉱物の価格または国内の通常商取引の一部として販売される鉱物の価格と同一

となる。 

第 256 条 パナマが鉱物の国際供給源としての地位を確立した時には、参考価格は鉱物

資源総局による決定に従い、鉱業権を持たず、さらに直接・間接を問わず鉱業権者と

関係を持たない者が、国内の鉱業権者によって採掘、選鉱された鉱物を国内で供給さ

れる時に支払う価格となる。 

第 257 条 鉱物資源総局は迅速かつ活動的な採掘または選鉱の操業が継続されることを

保証するために、必要と認められる場合には、適用される参考価格の 大 20％までの

変更を認可することができる。 

第 258 条 価格変更の承認要請及びその許可は秘密とみなされ、これらに関連する文書

は、当該価格変更が有効である間は、行政当局または鉱業権者によって第三者に開示

されてはならない。 

 第 259～261 条（略） 

第３章 輸出入 

第 262 条 ガソリン、アルコール及び鉱業活動において生産性を有さないと考えられる

車輌を除いて、鉱業活動の効率的、経済的実施に必要な設備、交換部品、物資はコン

セッションの有効期間中、輸入税及び関税を免除されて輸入することができる。 

第 263 条 １つまたは複数の鉱業権者のために鉱業活動を実施する準備を行っているこ

とを行政当局に証明できる請負業者は、ガソリン、アルコール及び適正な条件下で国

内生産される物資を例外として、鉱業活動の効率的、経済的実施に必要な物資、設備、

交換部品を輸入税及び関税を免除されて輸入することができる。 

 請負業者の義務とされた鉱業活動が完了した場合には、免税で輸入された物資、設

備、交換部品は、もしそれらが本法第 266 条に定められた条件で移転されないのであ

れば、各々の税が支払われるかまたは再輸出される必要がある。 

第 264 条 設備、交換部品、物資を輸入または獲得した鉱業権者及び請負業者は、輸出

ライセンスまたは許可証がなくても、30 日以上前に行政機関に事前通知を行うことに

よって輸出税を免除されて再輸出することができる。 

第 265 条 設備、交換部品、物資に対する輸入税及び関税の免除申請は、鉱物資源総局

の事前承認を付した上、大蔵省によって処理される。 

第 266 条 輸入税及び関税を免除されて鉱業権者または請負業者によって輸入された設
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備、交換部品、物資は、30 日以上前に行政機関に事前通知の上、輸入税を支払うこと

なく、類似の鉱業活動を行う別の鉱業権者または請負業者もしくは国家に移転される

ことができる。 

第 267 条 鉱業権者または請負業者は、輸入税を免除された物資の輸入、使用、移転ま

たは再輸出に関し、行われたあらゆる処理が証明できるように当該物資の詳細な記録

を保持しなければならない。 

第 268 条 鉱業権者または請負業者は、以下のものをを輸出することはできない。 

1)行政当局がロイヤルティーとして現物徴収することを決定した鉱物。 

2)国内需要を満たすために行政当局の要請で売却される鉱物。 

第 269 条 前条の規定を例外として、国内で採掘または選鉱された鉱物は、行政当局の

認可のもと輸出税免除で輸出することができる。 

第４章 拠出 

第 270～273 条（略） 

第５章 保証金 

第 274～275 条（略） 

第６章 通貨 

第 276～279 条（略） 

 

第Ⅵ巻  申請･コンセッションの放棄と取消 

 

第１章  申請の取下げ 

第 280 条（略） 

第２章  放棄 

第 281～283 条（略） 

第３章  不存続 

第 284 条～285 条（略） 

第４章  期限切れ 

第 286 条（略） 

第５章  無効 

第 287 条（略） 

第６章  取消  

第 288～289 条（略） 

第７章  行政的解決 

第 290～291 条（略） 
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第Ⅶ巻 政府行政機構及び罰則 

 

第Ⅰ編 機構と手続き 

第１章 鉱物資源総局と局長 

第 292～293 条（略） 

第２章 鉱物資源総局の役割 

第 294 条（略） 

第３章 局長の権限 

第 295～299 条（略） 

第４章 様式 

第 300 条（略） 

第５章 鉱業登記 

第 301～312 条（略） 

第６章 官報、その他新聞、掲示公告による通知 

第 313～314 条（略） 

第７章 個人への通知 

第 315 条（略） 

 

第Ⅱ編 罰則 

第１章 一般条項 

第 316～317 条（略） 

第２章 特別罰金 

第 318～320 条（略） 

第３章 不法行為及び危険行為 

第 321～322 条（略） 

 

第Ⅷ巻 定義及び 終条文 

 

第Ⅰ編  

第１章 語句の意味 

第 323 条（略） 

 

第Ⅱ編 終条項 

第１章 追加条項 

第 324～325 条（略） 

第２章 失効条項 
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第 326 条（略） 

第３章 一般条項 

第 327 条（略） 

第４章 暫定条項 

第 328～329 条（略） 

終章 本法の発効期日 

第 330 条（略） 
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資料２ ペタキージャ法抜粋仮訳 

 

立法議会 法律Ｎo.9（ASANBLEA LEGISLATIVA LEY No.9）（1997 年 2 月 26 日制定） 

国家と Minera Petaquilla 社間で締結された契約を承認する法律 

 

立法議会は以下のとおり定める： 

 

第１条 以下の文面により国家と Minera Petaquilla 社との間で締結された契約書を承認

する。 

 

契約書前文（略） 

 

第一条項 目的（抄訳） 

本契約の主たる目的は Cerro Petaquilla として知られている地域に賦存する金、銅、そ

の他鉱物の鉱床に関して以下に定められたコンセッションを Minera Petaquilla 社に付与

することである。 

 

第二条項 定義（略） 

 

第三条項 権利と義務（抄訳） 

A.  Minera Petaquilla 社の権利 

 

１．コンセッション地域に賦存する鉱物に関連した地質調査を鉱物採掘前と採掘期間中に

実施すること。 

２．関連する環境規則を遵守することを条件に、探査、採掘、採鉱、加工、精製、輸送、

選鉱、販売及び商業化を含むがそれらに限定されない全ての種類の鉱山操業をコンセ

ッション地域内で実施すること、並びに上記鉱山操業を実施するために必要かつ十分

なその他の操業と活動をコンセッション地域内外で行うこと。 

３．本契約の条件に合致して定められたプロジェクト地域内で採掘した鉱物を選鉱するた

めに必要な活動を行うこと。 

４．鉱山業界で安全と認識されている方法・手段によって、鉱石、精鉱及び採掘された鉱

物並びに Minera Petaquilla 社が操業のために必要と判断するあらゆる品物、食糧、

材料または資産を輸送すること。 

５．現行の法及び施行規則の規定に従い、コンセッション地域内で採掘された鉱石、精鉱

及び鉱物をコンセッション地域内外での保管すること並びにそれらを輸出及び商品化

すること。 
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６．Minera Petaquilla 社が本プロジェクトの開発に必要と判断した時に、本契約の添付文

書 IV の規定に従い、本契約が効力を発した時点において国家が所有する全ての土地及

び水域の表面あるいは地下及び水面下を、第三者の権利を侵害しない手段によって通

行する権利。上記の土地及び水域の表面あるいは地下及び水面下に、Minera Petaquilla

社が本プロジェクトの開発に必要とする施設及び設備を建設または敷設するとともに、

維持し、使用する権利。地下において通行権を行使する場合、Minera Petaquilla 社は

当該通行場所に存在し得る淡水層における地下水面の保護に関係する全ての事柄につ

いて関連国家機関と協力する。Minera Pequilla 社はこの通行権を享受し、通行権の遂

行はいかなる概念に基づく支払いの対象とはならない。本契約が効力を発生した後に

国家所有の土地が第三者に譲渡された場合、その土地の作物や恒久的建築物に対する

物理的損害に相当する賠償を損ねることなく、Minera  Petaquilla 社の通行権が優先

する。 

本契約の添付文書 IV の規定に関し、Minera Petaquilla 社と ADRIAN 社は、当該添付

文書で同意された事項の遂行または履行について両者間で発生したあらゆる紛争もし

くは論争は、本契約にしたがって Minera Petaquilla 社に課された国家に対する義務

及び責任並びに隣接するコンセッションに関して ADRIAN 社に課された国家に対する義

務及び責任に関して、いかなる影響も与えないことを表明する。ただし、上記紛争も

しくは論争が国家による行為または不作為によって発生した場合は、この限りではな

い。 

７．プロジェクト活動に必要な場合に、何らの科料を納めることなく、天然水を使用する

権利とその流れを変える権利。これらの使用が、本契約が効力を発生した時点で当該

天然水を使用する個人、私的機関、あるいは国家機関の権利または所有物を損傷する

か、もしくは妨害する場合には、これらの個人または機関は Minera Petaquilla 社か

ら被った損害に対して現行基準に従った正当な賠償金を受け取る。同じく Minera 

Petaquilla 社は、当該天然水の使用により影響を被る地域に本契約が効力を発生した

時点で合法的に居住する自然人に対して十分な量の飲料水を供給することを保証する。 

８．橋梁、パイプライン、運河、線路、鉄道、その他の交通施設または輸送手段及びその

他プロジェクトの実行に有効または必要な装置や施設を設計し建設する権利並びに、

本契約の条項にしたがって支払われる借地料、ロイヤルティー及び地方税を除いて、

あらゆる種類の租税、借地料、ロイヤルティー、税金、その他国家に対する負担金を

支払うことなしに当該装置及び施設を利用する権利。Minera  Petaquilla 社は、石、

砂、砂利を含むがそれらに限定されずにインフラ工事を実行するために必要な材料ま

たは鉱物を採掘し利用する権利を付与されていると見なされ、さらに上記目的のため

に、本契約の規定及び建築材料として使用される非金属鉱物の採掘を管理・規制して

いる現行法規にしたがって採石場を開発する権利を有する。 

９．プロジェクトに供する電力を発電し、現行法規にしたがって発電した電気の余剰分を
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販売または商品化すること。さらに、Minera Petaquilla 社がプロジェクト及びプロジ

ェクトに関連する作業に必要と考えるあらゆる通信施設を設定、建設及び操業するこ

と。 

10．プロジェクトの開発に必要となるライセンス、許可、承認、その他の認可を国家また

はその一部門、自治機関もしくは半自治機関から、遅滞なく取得する権利。本契約の

その他の規定に従い、これら全てのライセンス、承認または認可は一般の申請に係る

通常の負担で付与されるものと理解される。 

11．国家に対するあらゆる公共料金、租税または負担金を支払うことなしに、車両、ヘリ

コプター、飛行機、はしけ、陸上、海上または水陸両用の重機、引き舟、大型船、労

働者輸送船及びその他全てのプロジェクトの効果的な開発のために必要な機械・設備

を所有、操業、活用すること、並びに、プロジェクトの開発に必要となる範囲内でパ

ナマ領内での航空、海上及び陸上輸送サービスを提供すること。 

12．Minera Petaquilla 社はプロジェクトの開発に必要または有益なコンセッション地域内

外の国有地を取得、リースまたは利用する権利を持つ。Minera Petaquilla 社は大蔵省

の仲介で当該土地の所有、リースまたは利用権を取得することができる。当該土地が

利用可能でかつ、本契約の添付文書Ⅳの規定にしたがい、第三者が獲得した権利が損

害されない場合はいつでも、大蔵省は求めに応じ、会計法に定められた公開入札、競

争入札または競売の仕組みに当該コンセッションをゆだねることなく、直接 Minera 

Petaquilla 社に権利を与えることができる。用益権またはリース土地を使用する場合、

Minera petaquilla 社から支払われる金額は本条項で定められているヘクタール毎の借

地料を超えない。Minera Petaquilla 社が所有権の取得を求める場合、その土地の代価

は現行法制で定められている手続に従って決定される。 

Minera Petaquilla 社がコンセッション地域内外に所在する私有地を必要とする場合、

その使用、所有または取得は、本条項Ａ７.に規定されたものを除いて、鉱物資源法の

条項と本契約の規定にしたがって取り扱われる。 

13．Minera Petaquilla 社は本契約の対象とされている活動に関し、F/S の結論に従って、

港湾地域内で Minera Petaquilla 社が必要とする埠頭、ドック及びその他の港湾・船

着場の施設を直接同社または常に同社の監督下での第三者によって設計、建設、操業

する権利を有し、さらに、それらの埠頭、ドック、その他の港湾・船着場の施設の優

先的使用権を有する。当該施設の利用に関して定められる料金または港湾手数料は

Minera Petaquilla 社、その保有する船舶及び本契約の目的に関連するサービスを提供

する第三者の保有もしくは管理化にある船舶には適用されない。本契約が第五条項に

したがって完了した場合は、上記港湾施設の所有権は直ちに国家に移転し、国家はそ

の操業に対する責任を負う。 

前段落の記載条項に拘らず、国家は本契約で保護されているものとは異なる目的で他

の船舶が当該港湾施設を使用することを許可する権利を留保する。この 後の場合、
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Minera Petaquilla 社はそれらの船舶に対して適当と判断される埠頭権利料を徴収する

る権利を留保し、当該船舶による港湾施設の使用が Minera Petaquilla 社、その系列

会社、請負業者または下請業者が行う活動に何らかの形で損害を与える、もしくは妨

害する場合には、それら船舶による港湾施設使用に反対することができる。いずれの

場合でも、Mineera Petaquilla 社は同社がそれらの船舶の利用に提供する、または供

給するクレーン、配管、保管倉庫、その他のサービス、施設、機器使用に対する合理

的な権利料または料金を徴収することができる。 

14．水先案内、牽引、修理、小型船の運行及び一般的な航行補佐サービスを組織、設定及

び提供すること。この権能は当該サービスを行う義務を意味するものではないことか

ら、その遂行は Minera Petaquilla 社の自由裁量に任されている。これらのサービス

は、国家が与えるライセンスの保護の下、Minera Petaquilla 社により選任された能力

のある者によって提供される。当該サービスのコストは国家が定める料金または権利

料によって賄われる。Minera Petaquilla 社所有の船舶、同社にサービスを提供してい

る船舶及び本契約に記載された活動に関連するサービスを提供している船舶には、国

家への権利料も料金も適用されない。Minera Petaquilla 社が本条項に記載されたサー

ビスのいずれかの提供継続を望まない場合は、少なくとも 6 ヶ月前にその旨を国家に

通知しなければならない。この場合、国家は定められた一般適用料金を徴収して当該

サービスを提供し、これらの料金は Minera Petaquilla 社のみでなく、本契約に記載

された活動に関連して同社にサービスを提供している者にも適用されるが、常に、そ

れらのサービス及び活動の提供は常に Minera Petaquilla 社に優先権が与えられる。

上記に拘らず、国家は他の使用者に提示している、または提示可能な も有利な料率

を Minera Petaquilla 社に提示するものと理解される。 

15．本契約に記載された活動に関連するか、もしくはそれらの活動の進展に関連する、航

空、海上または陸上活動と関係がある工事、施設、付属物、補助工事とサービスを設

計、設定、建設、保全、更新及び拡張すること、同じく、防波堤、埠頭、ヘリポート、

滑走路、管制塔、道路、橋、街道、岸壁、浚渫、運河及びドックを設計、建設、保全、

更新及び拡張すること、さらに、その使用が建設、健康、安全、衛生及び環境保護に

関する現行法規の規定を遵守している限りにおいて、上記のような施設を無料で使用

すること。 

16． Minera Petaquilla 社が本契約に記載された活動に関連して使用する移動不可能な施

設及び輸送機器、それと同じく、配管、水道、ダクト、線路、駅及び鉱石、鉱物また

は貨物及び一般商品を輸送するためのその他施設もしくは Minera Petaquilla 社が通

行権を行使するために建設されたかまたは建設する予定で同社機能の本来的な活動の

ために供される輸送施設は、コンセッション地域内及びプロジェクトの形成部分に含

まれるものと見なされる。 

17．プロジェクトを管理し、操業すること及び本契約第九条項の規定にしたがいプロジェ
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クトの一部、一段階または一時期もしくはプロジェクト全体に関する該当権利の全部

または一部を譲渡すること。 

18．上述の権利と認可に加えて、Minera Petaquilla 社は本契約第一条項に記載された目的

の達成及び本条項で供与された権利と権限の遂行に付随するかまたは資するとみなさ

れる行為もしくは活動を行うための権利と権限を有する。 

 

B. Minera Petaquilla 社の義務 

 

１．本契約が効力を発した時点において有効な鉱業部門の環境規則で要求されている事前

環境評価、環境診断、環境実現性調査及びそれらに付随する調査はまとめて環境報告

と称せられ、本契約の一部を形成し、Minera Petaquilla 社によって履行されるべき義

務となる。鉱物資源総局は INRENARE と協議の上、環境報告書を構成する調査書の評価

を行う。 

２．採掘開始以前に Minera Petaquilla 社は、当該採掘が行われるプロジェクト地域の環

境実現性調査結果を個別に提出する。上記調査は商工省鉱物資源総局により事前に承

認された該当分野の専門家により実行または検査される。上記調査結果は査定されな

ければならず、鉱物資源総局へ提出された日から 45 日以内にその承認、修正または拒

否が決定されなければならない。上記期間の経過後、鉱物資源総局からの査定結果が

発表されない場合は、環境実現性調査は承認されたものと見なされ、Minera Petaquilla

社はその調査結果にしたがって開発を進めることができる。 

３．毎年初めに Minera Petaquilla 社は、商工省鉱物資源総局に該当年度の計画と凡その

経費を記載した作業計画を提出しなければならない。 

４．Minera Petaquilla 社は、本契約第十三条項に定められている控除を受け、本契約第四

条項に規定されたプロジェクト地域として確定されていないコンセッション地域に関

してヘクタール当たり以下の年間借地料を国家に現金で支払わなければならない。 

      年度      ヘクタールあたり US$ 

      1 年目、2年目 0.50 

      3 年目、4年目 1.00 

      5 年目以降 1.50 

５．Minera Petaquilla 社は下表にしたがって、本契約第十三条項に定められている控除を

受け、本契約第四条項に規定されたプロジェクト地域として確認された地域に関する

ヘクタール毎の借地料及び採掘された鉱物に関する年間ロイヤルティーを国家に現金

で支払わなければならない。 

鉱物クラス 当初５年間 ６～10 年 11 年以上 ロイヤルティー 

Ⅰ 0.75 1.25 2.00 2％ 

Ⅱ 1.00 2.00 3.00 2％ 
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Ⅲ 1.00 2.00 3.00 4％ 

  Ⅳ 1.00 2.50 3.50 2％ 

  Ⅴ 0.50 1.00 1.50 2％ 

Ⅵ 1.50 3.00 4.00 2％ 

   上記鉱物クラスは以下の意味を持っていると理解される。 

クラス I：建設材料を除く非金属鉱物 

クラス II：貴金属を除く金属鉱物 

クラス III：漂砂型貴金属鉱物 

クラス IV：漂砂型以外の気金属鉱物 

クラス V：炭化水素を除くエネルギー鉱物。 

クラス VI：留保鉱物 

借地料の支払いは毎年前払いで、ロイヤルティーの支払いは 3 ヶ月毎に前期終了後か

ら 60 日以内に行われる。借地料は毎年初めに留保された面積の合計に基づいて計算さ

れる。本条項において、Minera  Petaquilla 社が支払うロイヤルティーは本契約第二

条項に規定される販売可能総生産量（producción bruta negociable）の比率として表

示される。 

６．Minera Petaquilla 社は、詳細が以下に示される報告書を毎年商工省に提出する義務が

あり、同局は他の政府機関の窓口となり、都合に応じて情報提供を行う。 

a) 操業報告書、これは年間報告書の一部となる。ただし、商工省が別の形で提出され

ることを望む場合は、Minera Petaquilla 社に少なくとも 60 日前に事前通告を行う

ものとする。当該報告書は以下に関する情報を網羅するものとする：報告書が対象

とする期間中に採掘・輸送・選鉱された鉱物、適用された価格、実施された鉱山操

業の数と種類、それらの操業によって得られた成果、適切な操業基準に従って鉱山

操業に適用された工程、ボーリング記録、サンプル、取得した地形・地質・鉱物学

的データ、掘削場所、調査場所、地図、地質図・地質断面図及び操業過程で得られ

たその他全ての重要な技術情報並びに未報告データ。さらに、商業的量の鉱物が得

られたか否かを記載し、得られた場合には、採掘開始予定日と予定される操業の規

模をを併せて示す。 

b) 雇用と訓練の報告書、これは、国家が別の形式で提出されることを要求しない限り、

年間報告書の一部となる。当該報告書は前会計年度のパナマ人と外国人の雇用及び

訓練計画の進展に関する申告で構成される。全ての報告書は Minera Petaquilla 社

またはその代表者として認可された人物の宣誓を必要とする。 

７．Minera Petaquilla 社は国家に対し、プロジェクトに関連する技術報告の検査及び勤務

時間内におけるプロジェクトの全施設への立入検査を行うことを認め、国家は上記検

査に伴って発生し得る全ての経費とリスクを負うことと了解される。 

８．Minera Petaquilla 社は、本契約第三条項 A-13 及び 14 の規定に従って同社が建設する
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港湾施設とその付属設備へのアクセスと利用を国家に対して認める。 

９．採掘活動開始以前に、Minera Petaquilla 社は Cocle 州及び Colon 州内のプロジェクト

周辺共同体住民の学習及び訓練コースまたは職業訓練を援助するための総額

250,000.00 US$の給費基金を創設し、その運営に参加する。上記住民は共同体代表者

と Minera Petaquilla 社により構成される委員会によって選抜される。 

10．Minera Petaquilla 社は、住民の安全、衛生及び建設に関して一般的に適用される基準

と規則に常にしたがって、プロジェクトの鉱山、インフラ及び付帯設備に対してしか

るべく維持管理を行う義務がある。同じく、Minera Petaquilla 社は本契約で規定され

た全ての義務を履行する限りにおいては、必要と判断される場合、プロジェクトの一

部または全部を放棄することができる。 

 

第四条項 プロジェクト地域と初期投資 

 

１．本契約の条項の下、Minera Petaquilla 社、その系列会社、請負業者及び下請業者は、

プロジェクトまたはいかなるプロジェクト地域の商業的開発のために、コンセッショ

ン地域の全部または一部での評価、採算性、鉱物探査に関する作業及び調査を何時で

も実行することができる。 

２．Minera Petaquilla 社と系列会社は、コンセッション地域のいかなる箇所、部分または

一部を国家に返還する選択権を持つが、それを行使する場合、環境保護に関する本契

約の第七条項の規定に従う。さらに Minera Petaquilla 社は、コンセッション地域の

鉱床評価を行うことができ、一つ以上の“プロジェクト地域”を定めることができる。

プロジェクト地域が確定したならば、Minera Petaquilla 社は当該プロジェクト地域に

おける F/S を開始し、その結果を商工省に提出しなければならない。Minera Petaquilla

社はコンセッション地域を都合に応じて複数の開発区域に分割し、一つ以上のそれら

の区域を任意の形態または形状を持つプロジェクト地域として指定することができる。

いずれにしても、Minera Petaquilla 社は、本契約を承認する法律の公布日から起算し

て遅くとも 18 ヶ月以内にプロジェクト地域として定められたコンセッション地域のい

ずれかに関する F/S を商工省に提出しなければならず、当該調査は本契約の一部を形

成する添付文書 II に定められている必要事項を履行していなければならない。 

３．本契約が効力を発生してから 60 ヶ月以内に Minera Petaquilla 社は、少なくとも

10,000,000.00 US$を探査、インフラ、道路及び F/S に投資する。 

 

第五条項 契約期間（抄訳） 

 

本契約はこれを承認する法律の施行日から 20 年間の有効期間を持つ。Minera Petaquilla

社は契約の継続的延長を２回申請し取得することができ、当該延長は各々20 年間の有効期
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間を持つと了解される。 

 

第六条項 開発及び投資の責務(略) 

 

第七条項 環境保護 

 

 Minera Petaquilla 社は、パナマ共和国における現行の一般に適用される法律及び施行規

則を遵守し、コンセッション地域の環境の適切な保護を常時維持しながら活動を行う義務

を持つ。 

Minera Petaquilla 社は自らの過失、故意または不作為によって、その操業を原因として

生じた環境被害に責任を持つ。この目的で、Minera Petaquilla 社は現金、支払いが保証さ

れた小切手、保険証書、金融機関の支払い確約書、地方銀行により発行された信用状、銀

行保証または現行の法律により認められた他のいずれかの手段を通じて、国家に対する

3,000,000.00 US$の保証金を用意する。当該保証金は鉱山建設の開始時点で用意され、国

家により請求されなかった全額もしくはその一部は、遅くとも本契約終了後一年以内に取

り消されるか、または返却される。同保証金は商工省及び会計検査院宛てに発行されなけ

ればならない。保証金額は Minera Petaquilla 社の責任限度を意味するものではない。 

鉱物資源法に定められている再植生義務に加えて、Minera Petaquilla 社は自然に対して

与えた被害の程度に応じて、何らかの森林破壊を生じたコンセッション内の地域について

の再植林プログラムへの資金提供を約束する。本プログラムは関係当局と協議の上、地域

住民と環境にとって も都合が良いと思われる、コンセッション地域周辺区域の原生種を

用いて行われる。 

 

第八条項 専門家の雇用 

 

 Minera Petaquilla 社、その系列会社、請負業者、下請業者は国内労働者の雇用を優先す

る。しかしながら、外国人雇用者数がプロジェクト全体の労働力の 25%を超えない限り、外

国人を雇用することができる。 

上記の規定に拘らず、本契約の効力発生及び本契約で述べられている建設工事開始から

初の 5年間は、Minera Petaquilla 社、系列会社、請負業者及び下請業者が要求する鉱業

分野の経験を持つ外国人専門家、技術者または労働者をより多い比率で雇用することが許

可され、国家は当該外国人被雇用者が必要とする労働許可、ライセンス及びビザを与える。 

 Minera Petaquilla 社は外国人を雇用する場合、パナマ人に技術移転を行うことを約束す

る。 

上記比率を適用するに際して、プロジェクト全体の労働力は、Minera Petaquilla 社、系

列会社、請負業者及び下請業者により雇用された労働者を含むものと考える。 
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第九条項 契約の譲渡(略) 

 

第十条項 エネルギー（抄訳） 

 

Minera Petaquilla 社は直接または第三者経由で自己が使用する電力を発電することがで

き、そのための発電設備を建設、操業することができる。 

 

第十一条項 国家の義務（略） 

 

第十二条項 免税 

 

国家は Minera petaquilla 社とその系列会社に対して（明記されている場合は、その請

負業者と下請業者に対して）、本契約の全有効期間中に以下の免税措置を与える。 

A.  Minera Petaquilla 社、系列会社、請負業者及び下請業者に対する、以下の物品の導

入又は輸入に掛かる輸入税、租税、賦課、関税、固定資産税、その他の税の免除：機器、

機械、材料、交換部品、軽油、C重油及び 1992 年 9 月 9日付け内閣政令 No.38 で制度化

され、1992 年 12 月 31 日付け法律 No.31 によって承認された 1992 年 9 月 15 日付け契約

No.35 の第 22 条に記載された保護関税の対象となるその他の石油製品（これらの石油製

品には当該保護関税が適用され得る）、本契約で保護された操業を効果的かつ経済的に

進めるために必要とされる原料、潤滑油及び作業用車両、さらに、プロジェクトの建設、

開発、操業、維持、インフラ及び活動にのみ割り当てられる船舶、航空機、部品及び付

属品。 

   本項にしたがって、税金を免除された財産はプロジェクトの進展のみに用いられなけ

ればならないと理解される。当該財産は国家の書面による事前承認なしには、売却も譲

渡もできず、購入日から 低 2年間が経過した後、売却または譲渡時点の現価を基に計

算される税金の支払いを条件に売却または譲渡することができる。 

本条項 Aに規定する輸入税免除の承認が効力を発するために、Mienra Petaquilla 社、

その系列会社、請負業者及び下請業者は商工省鉱物資源総局に免税される財または製品

を輸入する意図を通知し、同総局は通知を受理した日から 30 日以内に申請者が免税を

保護されている旨の証明書を発行する。当該証明書は大蔵省税関総局により受理され、

同総局はしかるべく税を免除した迅速な輸入手続きを行う。 

B.  Minera Petaquilla 社、系列会社、請負業者及び下請業者に対する以下の物品に掛か

る譲渡税の免除：本プロジェクトの操業、建設または維持管理に使用されるか、もしく

は本契約の条項に従いコンセッション地域内で Minera Petaquilla 社が実施するか、ま

たは同社の利益のために実施される活動に必要とされる、有形財産、鉱物に関する動産

類、機器、機械、材料、部品、付属品、原材料、クレーン、作業用車両、船舶、飛行機、
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器具、経由、潤滑油、その他の石油製品、積載・輸送用コンテナ。免税の対象となる財

産はプロジェクト独自の活動に用いられなければならず、購入日から 2年を経過しなけ

れば売却または譲渡をすることができず、常に売却または譲渡時点の現価を基に計算さ

れる該当税の支払い対象となる。 

ただし、当該財産は本契約の定めるところに従い Minera Petaquilla 社の系列会社

に移転することができるか、もしくは事前に商工省当局に財産移転の通知を行うこと

によって何らの制限を受けることなく、Minera Petaquilla 社が享受する輸入税免除の

特権を享受するその他の自然人または法人に移転することができるものとし、これら

の移転は国家に対するいかなる税金の支払い対象とはならない。 

C.  口銭、貸付、ロイヤルティー、返金、国外で行われた専門上あるいは経営上の勧告に

対する顧問料、割引、本契約書第十六条項に定められた支払いまたは本契約の目的とな

る活動に関連するその他の支払いのために行われる海外送金に掛かる所得税の免除 

D.  Mienra Petaquilla 社の港湾施設内に適用し得る、鉱産物の船荷料金及びコンテナ、

積み込み、積み下ろし、操縦、操作、滞留のための埠頭使用料の免除。 

E.  あらゆる税務年度における Minera Petaquilla 社及び系列会社の利益剰余金に掛かる

全ての税金、課税の免除。 

F.  コンセッション地域における鉱物採掘権に対する報奨金及び入札金の支払い免除。 

 

第十三条項 税務控除 

 

１． Minera Petaquilla 社とその系列会社は、現行所得税法に従い控除可能なものを営業

経費に含める権利を有する。借地料、ロイヤルティー、税金、償却負担金に加えて、

以下の科目を営業経費として控除することできる： 

a) 本条項６項 bの規定に従う各鉱床の枯渇概念による年間控除。 

b) 商業的採掘に値する鉱量を見つけられなかった、坑道掘削、試掘、地下道掘削、露

天掘り採掘、ボーリング及びその他類似の作業に要した費用。 

c) 基礎的地質調査、鉱物探査、採掘準備探鉱活動に関連して実施される役務提供及び

調達に要する費用並びに坑道掘削、試掘、地下道掘削、露天掘り採掘、ボーリング

及び鉱物採掘活動をにらんでに行われるその他の類似の作業に要する費用。 

有形固定資産の減価償却または資本の償却として認められる経費項目は営業経費

に含めることはできない。 

２． ある会計年度で被った営業損失を決定する為には、前年度から繰り延べされた損失

を除き、鉱山操業による総収入から鉱物資源法、本契約及びその他の適用法律で認可

された全ての控除を差し引かねばならない。 

３． 控除可能な一般経費と見なされるのは、税金、手数料、公共料金、負担金及びその

他の国家に対する支払い並びに本契約に従うパナマ市民の教育と訓練から生じるかま
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たはそれらに関連する経費である。同様に、本契約書第十四条項(I)L 項の規定により、

Minera Petaquilla 社が支払う、国家に納める所得税と相殺されていない状態での市町

村税も控除可能な一般経費と見なされる。 

４． Minera Petaquilla 社は契約有効期間中に取得する償却可能な財産のための償却勘定

を定め、当該財産は以下のカテゴリーにしたがって分類される： 

A カテゴリー：地上に建設された建築物とその他の恒久的構築物、駐車場、鉄道線路、

トンネル、ダム、橋梁と道路、廃棄物貯蔵所、港湾施設、空港施設と滑走路。 

B カテゴリー：以下のものを含むその他の固定資産；使い勝手を良くするために建築物

及びその他の不動産内に設置される機械・設備 (移動可能な機器、船舶、はしけを除

外される)、エレベーター、配電・配管システム、発電及び送電の為ための固定設備。 

C カテゴリー：以下のものを含むがそれらに限定されない移動可能な機器、船舶、はし

け及びあらゆる種類の鉱山機械；トラクター、バス、機関車、貨物車、飛行機、積み

下ろし施設、貨物輸送用機器、下記のカテゴリーDに含まれないその他の移動可能な機

器設備、電話及び一般的通信システム。 

D カテゴリー：コンピューター機器、その付属品及びプログラムを含む、実験設備、ボ

ーリング機器、試験またはサンプリングに使用される財産並びにその他の科学技術用

機器 

E カテゴリー：上記カテゴリーのいずれにも属さないその他の資本財。 

 

Minera  Petaquilla 社が受ける償却の恩恵に関連して、同社が取得する償却可能な

資産に掛かる費用はその資産に対応する勘定に追加され、各会計年度において課税所

得を計算する際に、Minera Petaquilla 社は(a)当該会計年度当初に各カテゴリーに既

に含まれている資産の仕入原価及び(b)同会計年度中にそれらのカテゴリーに追加さ

れた財産の原価の 50%、の合計額に以下に列挙されている比率を乗じて得られた金額を

償却することができる： 

A カテゴリー： ７％ 

B カテゴリー：１５％ 

C カテゴリー：２５％ 

D カテゴリー：３３％ 

E カテゴリー：２０％ 

   しかしながら、これらのカテゴリーのいずれに関しても、各カテゴリーに含まれる

資産の取得原価の合計から、当該取得現価に関して以前に控除された償却額の合計を

引いた差額より大きい額を償却分として控除することはできない。 

  あるカテゴリーの資産に関して認められる控除の 高額がその会計年度の純課税所

得を決定するために用いられなかった場合には、未控除残高の一部または全額を将来

の会計年度における他の控除額と共に償却するために、期限を設けずに繰り延べるこ
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とができる。しかしながら、ある特定の会計年度における償却による控除は、あらゆ

るカテゴリーの資産に関して、当該年度末までにそのカテゴリーに分類された資産の

取得原価合計額を超えることはできず、また、本第 4 項の直前の段落の規程に従って

制限される。 

   現在の年度と過年度の所得税計算に従う Minera Pwtaquilla 社の営業損失は控除さ

れない間、次の会計年度に繰り延ることができるが、実際に損失が発生した年度から 5

年を超えて繰り延べることはできない。損失の発生から 5 年が経過した後は、当該損

失は控除することができず、また、国庫からの何らの返還も発生しない。 

本契約が効力を発生した時点で鉱物資源法が認めているその他の控除の中で、Minera 

Petaquilla 社は以下に記載されている控除を行うことができる： 

ａ．ある会計年度にコンセッションに関連した鉱物探査にしかるべく発生したと証明

される経費は、当該会計年度に国家に支払う借地料からその借地料の合計額の 75%

を限度として控除することができる。借地料の支払いが本控除の承認がなされる

前に行われている場合には、Minera Petaquilla 社は支払い済額を翌年度の借地料

支払いに充当することができる。この概念による現金での払い戻しは行われない。 

ｂ．鉱山、採石場及びその他の再生不能天然資源の採掘において、Minera Petaquilla

社は各会計年度の純課税所得を計算するための営業経費に、生産または採掘ユニ

ットの機能枯渇による控除を算入することができる。この目的のため、各会計年

度初日時点での鉱床の埋蔵量が計算され、当該年度の生産量が合算される。過年

度の生産量の合計と当該年度の生産量との関係から、枯渇による控除を得るため

の当該年度の償却率が資産価値の比率として導かれる。同じ操作が、鉱床が完全

に枯渇するまで年度毎に繰り返される。 

本項目の目的のため、前段落は以下の計算式にしたがって適用される： 

DA＝枯渇による控除 

TA＝枯渇比率 

PMi＝期間当初の鉱石埋蔵量 

UP＝期間中の採掘または生産量 

RA＝期間中に追加された埋蔵量 

RMf＝年度 終時点の鉱石埋蔵量 

VA＝資産価値 

Pf＝ロイヤルティーのために三ヶ月に申告された価格の平均 

PR＝回収率 

TM＝メトリックトン 

LEY=岩石または鉱石の金属含有量。 
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計算式 

 

ステップ１：TA＝RMi＋UP＋RA 

 

         UP 

ステップ２：RMf＝RMi－UP＋RA 

ステップ３：VA＝（RMf×Pf×LEY）×PR 

ステップ４：DA＝TA×VA 

本項で述べられている鉱床の品位と新たに獲得された埋蔵量は商工省鉱物資源総局

により認証される。 

鉱山償却による控除は、採掘の総収益から認められた鉱山償却以外の全ての営業経費

を差し引いた Minera Petaquilla 社の可処分利得の 50%を超えることはできず、本段落

の可処分利得を計算する際に、営業経費には Minera Petaquilla 社が支払う金利及び当

該会計年度に対応する資産償却は含めないとものとする。この控除の限度額は Minera 

Petaquilla 社の判断により、鉱物の採掘場所または鉱床毎に分離して適用されるか、も

しくは、同一の粉砕設備を使って処理されている全ての鉱床にまとめて適用される。採

掘の総収益と営業経費は一般的に受け入れられている財政会計原則に従い、上記ケース

に応じて採掘場所毎もしくはまとめて計上される。 

ｃ．鉱山償却による控除は鉱物が採掘される場所及び鉱物のクラスに従って独立に計

算される。 

 

Minera Petaquilla 社は各会計年度の所得税申告書と併せて、各採掘場所の鉱山償却控除

のために行われた計算をまとめた表を作成し提出しなければならない。 

 

第十四条項 国家に対する納税 

 

I. 国家が本契約の条項に従って Minera Petaquilla 社と系列会社に与える免税と恩恵を損

なうことなく、同社とその系列会社は国家に以下の租税、手数料、料金、負担金を支払

う： 

A. 本契約の規定に従い、Minera Petaquilla 社が得る利益に関する所得税。 

B. 以下の租税、手数料及び登録料： 

（１） Minera Petaquilla 社またはその系列会社が財産もしくは権利に関してなされ

る所有権登録で発生する租税、権利料または登録料の 50%。 

（２） Minera 社またはその系列会社が財または権利に関してなされる抵当券登録で

発生する租税、手数料または登録料の 50%。 

（３） Minera Petaquilla 社またはその系列会社が申し込む融資契約登録により発生
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する租税、手数料または登録料の 50%。 

（４） 公的登録により発生するその他の手数料または登録料。 

C. 公証人手数料。 

D. 本契約が効力を発した時点での有効法規に従う、有形動産の輸入または譲渡に課せられ

る有形動産譲渡税の 5%。ただし、第十二条項 A及び Bに記載された譲渡については、常

に当該租税は免除される。 

E. 現行法規の規定により発生する印紙税の 50%。 

F. 本契約の規定にしたがって Minera Petaquilla 社が免除を受けているもの以外の、国家、

その下部組織または従属機関によって供給される公的サービスの使用に対する手数料

及び料金。いかなる場合でも、手数料または料金は一般に適用される現行料金表により

支払われる。 

G. 社会保険料の雇用者負担分、Minera petaquilla 社従業員名簿に基づく専門職割増金及

びその他の雇用者納入分。これらは一般に適用される現行の納入額が支払われる。 

H. 現行法制と一般に適用される現行税率に従う不動産税。前記に拘らず、Minera 

Petaquilla 社またはその系列会社が取得あるいは建設した不動産がプロジェクト開発

のために使用され、かつ同社及び系列会社が鉱物処理施設、港湾施設または輸送・積み

下ろし施設に 10,000,000.00 US$以上の投資を行っているパナマ共和国内の州に当該不

動産が所在する場合は、不動産税は年間 100,000.00 US$を限度として支払われる。 

I. 商工業ライセンスに関する税金は年間 20,000.00 US$を限度として支払われる。 

J. 本契約第三条項 B、4及び 5項の規定に従う借地料とロイヤルティー。 

K. コンセッション地域が所在する市町村に対して、本契約により国家が借地料として受け

取る金額と Minera Petaquilla 社が支払うロイヤルティーの合計額の 15%を Minera 

Petaquilla 社が直接支払う。国家は担当機関を通じてこの義務の履行を確認する。 

L. 市町村税。各市町村に支払われる市町村税の合計は年間 100,000.00 US$を超えない。

Minera Petaquilla 社が市町村税として支払い義務のある上記を超える追加の金額は、

その年度の所得税支払いと相殺する税務クレジットとして控除される。市町村税の支払

い限度額は、パナマ共和国会計検査院が発表する製造業卸売物価指数の 2年間の変化率

で調整される。 初の調整は本契約有効期間の 5年目に行われ、直前 2年間の上記物価

指数で発生した変化が考慮される。その後に続く調整は 2年毎に各年度 終日に行われ

る。当該指数が本条項で規定する調整の遂行に利用できない場合には、国家と Minera 

Petaquilla 社の同意の下に、その他の指数または調整方法を適用する。 

M. 本契約において Minera Petaquilla 社がその支払いを免除されているものとは別に設定

されているか、もしくは将来別に設定される、その他全ての租税、手数料、抵当料、料

金、徴税、負担金の内、一般に適用され、かつ本契約の規定及び本契約が効力を発生す

る時点で有効な法律の規定と矛盾せず、また、それらの規定を超えないもの。ある特定

の産業またはある特定の活動にのみ適用される租税、手数料、抵当料、料金、徴税、負
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担金、課徴金は一般に適用されるものとは見なさない。 

II.本条項の前述規定及び本契約のその他の規定を損なうことなく、さらに借地料とロイヤ

ルティーのみを例外として、Minera Petaquilla 社またはその系列会社がプロジェクトの建

設と開発のために負った債務の支払いを終了していない間、同社とその系列会社は、市町

村税を除いて、プロジェクト開発に関連するあらゆる事由により発生し得る全ての種類の

租税、手数料、料金、負担金、抵当料、寄付金または徴税支払いの全部が免除される。 

 

第十五条項 直接投資及びインフラ投資 

 

 Minera Petaquilla 社、その系列会社、請負業者及び下請業者は現行法律と本契約に定め

られている租税、料金、負担金、寄付金及び手数料を国家に支払うために使用できる税務

クレジットの使用権利を持つ。当該税務クレジットは、Minera Petaquilla 社、その系列会

社、請負業者及び下請業者が本契約の有効期間中に本プロジェクトに関連する、以下の種

類またはカテゴリーのインフラに投資した金額の合計に等しいものとする。 

A．（以下略） 

 

第十六条項 Minera Petaquilla 社の債権者及び出資者に関する税金（略） 

 

第十七条項 通貨事項 

 

本契約の有効期間中、国家は MineraPetaquilla 社とその系列会社に対し、国外における

あらゆる通貨での資金の保有並びに本プロジェクトから何らかの形で派生するかまたは関

係する、前払金及び投資の充当、配当金、利子及び利益の支払いを目的とする送金を含む

が、それらに限定されないあらゆる性格の送金を自由に行うことを、全ての税金、全ての

租税及び源泉徴収義務の免除を付して認める。同様に、Minera Petaquilla 社とその系列会

社はパナマ共和国外に銀行口座を保有することが出来る。 

 

第十八条項 コンセッション、権利及び特典の登録（略） 

 

第十九条項 通知（略） 

 

第二十条項 偶然または不可抗力 

 

 本契約の目的のために、偶然と見なされるのは以下の出来事、事実または状況である：

伝染病、地震、落盤、洪水、暴風雨またはその他の気象の悪条件、爆発、火災、落雷、そ

の他、自然に引き起こされるか否かを問わず、予測不能または被害者の制御が及ばないも
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ので、かつ被害者の適切な行為を遅延、制限または妨害するもの。 

 本契約の目的のために、不可抗力と見なされるものは以下の事件、事実または状況であ

る：戦争、革命、反乱、市民暴動、封鎖、騒乱、禁輸、ストライキ及び Minera Petaquilla

社、その系列会社、請負業者または下請業者の過誤もしくは不作為に起因しないその他の

労働争議、政府もしくは政府機関による命令または指導、本プロジェクトの経済的開発が

不可能となるような国際市場における鉱物価格、機器の引渡しの遅延、被害者の責任に帰

することのできない本プロジェクトの機能に否定的な影響を及ぼす設備または機器の欠陥

並びに、予測不能または被害者の制御が及ばない事件、出来事または状況で、かつ被害者

の適切な行為を遅延、制限または妨害し、被害者の過誤もしくは不作為に帰することがで

きないもの。 

 金銭の支払い義務でない限り、偶然もしくは不可抗力を原因として、本契約の当事者の

一方が本契約に従って負っている義務の履行を放棄した場合、当該不履行は契約違反もし

くは契約不履行とは見なされないと了解される。金銭の支払いではない活動が、偶然もし

くは不可抗力によって、遅延、制限あるいは妨害された場合には、影響を受けた活動を実

施するために割り当てられた期間と同様に本契約の有効期間は、その偶然、不可抗力もし

くはそれらの原因が生じていた期間と等しい期間延長されるものとする。F/S に基づいて

Minera Petaquilla 社が実行することを約束した投資は、いかなる概念の下においても金銭

の支払い義務とは見なされない。 

（以下略） 

 

第二十一条項 適用法律 

 

 本契約は両者間の法的規則であり、本契約はパナマ共和国内で現在施行されている法律

及び将来適用される法律によって支配される。ただし、それらの法律または法規定が本契

約と反する、一致しないまたは並存しないか、あるいは一般適用ではない場合は除く。あ

る産業またはある特定の活動に適用される法律は一般適用とは見なされないものと理解さ

れる。本契約に定められていない事項及びその規定に一致しない、または並存しない事項

については、本契約に補足的に鉱物資源法の規定が適用される。 

（以下略） 

 

第二十二条項 根本的な不履行（略） 

 

第二十三条項 調停（略） 

 

第二十四条項 放棄（略） 
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第二十五条項 分離性 

 

 本契約のある条項の一部または全部が無効となった場合、その他の条項の有効性はいか

なる影響も受けない。 

 

第二十六条項 履行の保証金 

 

 本契約の履行を保証するためにに、Minera Petaquilla 社は国家に対して、現金、保証小

切手、保険会社証書、金融機関支払い約定書、地方銀行発行の信用状、銀行保証または現

行法律で許可されているその他の手段を通じて 3,000,000.00 US$の保証金を預ける。当該

保証金は Minera Petaquilla 社により、本契約を承認する法律が官報に告示された日から

180 日以内に預けられる。この保証金はパナマ共和国商工省及び会計検査院宛に発行されな

ければならない。この保証金は本契約終了時点で取り消しされ、Minera Petaquilla 社に返

還される。 

 

第二十七条項 印紙税 

 

本契約はその締結を承認する法律の発効日から有効となり、この契約は印紙税として

1,000.00 バルボア(Balboa)の支払いを発生する。 

 

第二十八条項 代位弁済（略） 

 

パナマ市において、 1996 年 2 月 16 日 

 

国家代表                                  Petaquilla 社代表 

（署名）                 (署名) 

Nitzia R. Villarreal                      Richard Fifer 

GEORECURSOS 代表             ADRIAN 代表 

（署名）                 (署名) 

Richard Fifer                             Richard Fifer 

 

承認： 

Gustavo Perez 

共和国監査官 

 

添付 I  コンセッション地域の記載 
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コンセッションは本契約の定めるところに従い、以下に記載する合計 13,600 ヘクタール

の面積を有する地域である。 

 

第 1 地域：（以下略） 

 

添付 II F/S の定義－Cerro Petaquilla プロジェクト(略) 

 

添付 III 投資の事前プログラム（略） 

 

添付Ⅳ（略） 

 

第 2 条 本法律は公布された時点から効力を発する；（以下略） 

 

第 3 回の審議により承認。パナマ市、1997 年 1 月 30 日 

 

CESAR A. PARD                             VICTOR M. DE GARCIA M. 

議長                   事務局長 

 

大統領府 

パナマ市、パナマ共和国、1997 年 2 月 26 日 

 

ERNESTO PEREZ BALLADARES         RAUL ARANGO GASTEASORO 

共和国大統領                              商工大臣 
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資料３ NGOBE-BUGLE コマルカ設置法抜粋仮訳 

法律第 10 号（LEY POR LA CUAL SE CREA LA COMARCA NGOBE-BUGLE Y SE TOMAN OTRAS MEDIDAS）

1997 年 3 月 7 日制定 

 

第 I 章 設置と定義 

第１条 憲法及び国家の法律に従って、Ngobe-Bulgé コマルカ（先住民自治区）をパナマ共

和国内の政治上の特別区として設置する。同コマルカは Bocas del Toro、Chiriqui 及び

Veraguas の 3 州の大陸部及び半島部にまたがる 3 つの地域から成り、その組織及び機能

は憲法、組織憲章及び本法に従う。 

  上記 3 つの地域は地区及びコマルカ評議会に細分され、その組織、行政及び機能は、

本法、組織憲章及び憲法に規定される特別制度に従うものとする。 

第２～８条（略） 

 

第Ⅱ章 土地所有制度 

第９～16 条（略） 

 

第Ⅲ章 統治及び行政 

第 17～39 条（略） 

 

第Ⅳ章 司法管理 

第 40～41 条（略） 

 

第Ⅴ章 経済事項 

第 42～46 条（略） 

 

第Ⅵ章 天然資源 

第 47 条 開発計画またはプロジェクトによって集落もしくは人々の移動または再配置が生

じる場合には、国家は、影響を受ける者の生活の質の向上をもたらす、十分な賠償金を

保証する義務がある。 

第 48 条 Ngobe-Buglé 先住民自治区に存在する天然資源、岩塩、鉱山、水、採石場及び全

ての種類の鉱床の探査と採掘は、国家の法律の規定に従い、国に恩恵をもたらす工業、

農牧、観光、鉱業・エネルギー、交通・通信またはその他の開発計画及びプロジェクト

の遂行を通じて行うことができる。 

  この場合、国家とコンセッションの権利者は、先住民の権力機関及び先住民共同体が

情報を提供され、当該プロジェクトに関する先住民自身の観点を主体的に提起できる形

で、普及プログラムを実現することとし、当該プロジェクトは住民の参加を促しつつ、
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住民の受益権及び持続可能な開発と生態系保全の原則の履行を保証しなければならない。 

  開発が可能な場合、事前の環境影響調査が必要とされ、その調査には影響を受ける住

民の文化的特徴を考慮した社会的影響が含まれる。調査結果は関係当局に提出されなけ

ればならず、同当局は、30 日以内に先住民側の観察事項が提出されることを目的として、

コマルカ調整審議会を通じて先住民の権力機関に写しを渡す。 

天然資源開発コンセッション権利者と労働者との労働関係は、憲法及び現行労働法の

規定に従う。 

注:本条に規定された事項は、コマルカ内に全面的に所在する工業、農牧、観光、鉱業・

エネルギー、交通・通信、その他の開発計画及びプロジェクトに適用される。 

第 49 条 各コマルカ地域に持続可能な観光開発計画の作成及びプロジェクトの実施を監督

するための観光開発委員会を設置する。（以下略） 

第 50 条 国家再生可能天然資源庁には、法的及び制度的に与えられた権限に加えて、コマ

ルカ行政当局の効果的な参加を得て、コマルカ内に存在する植物相、森林帯、土壌、動

相、地下水及び表面水等の再生可能天然資源の保全並びに合理的な利用を監視する権限

がある。 

 注：国家再生天然資源庁の事前認可無しで本条に記載する資源の工業的活用はできない。

同庁は、コマルカ行政当局と共に該当資源の保全を行い、その略奪を防止するために

同当局の協力を要請する。 

第 51 条 既存の規則に従い、商工省水産資源局はコマルカ行政当局と共に、コマルカの管

轄権の下にある海産及び淡水資源の保全並びに合理的な使用を監視する。 

 

第Ⅶ章 考古学の対象場所及び対象物 

第 52 条（略） 

 

第Ⅷ章 文化、教育及び健康 

第 53～55 条（略） 

 

第Ⅸ章 選挙 

第 56 条（略） 

 

第Ⅹ章 暫定条項 

第 57 条（略） 

 

第ⅩⅠ章 終規定 

第 58～61 条（略） 



 60

1997 年 1 月 28 日、パナマ市、Justo Aroemena 宮殿での第三審議で可決された。 

 

CESAR A. PARDO R.                   VICTOR M. DE GARCIA M. 

議長                事務局長 

 

国家行政府－大統領府 

パナマ市、パナマ共和国、1997 年 3 月 7日 

 

ERNESTO PEREZ BALLADAREZ            RAUL MONTENEGRO DIVIAZO 

共和国大統領            内務司法大臣 
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資料４ 環境基本法抜粋仮訳 

 

パナマ共和国環境基本法(1998 年 6 月制定） 

 

第 I 編 目的、目標と基本的定義 

 

第 I 章 目的と目標 

第 1 条 環境管理は国家の義務である、よって本法では天然資源の継続的使用を促進しつ

つ、環境を保護、保全、回復するための基本的原則と基準を定める。さらに、国内にお

ける人間の持続的開発のために、環境問題を秩序付け、社会的・経済的目的と統合する。 

 

第 II 章 基本的定義 

第 2条 （略） 

 

第 II 編 国家環境政策 

 

第 I 章 戦略、原則及び方針 

第 3 条 国家環境政策は国家によって確立された対策、戦略及び行動の統合から成り、公

共部門、民間部門、経済主体及び一般市民の天然資源及び環境の保存、使用、管理及び

開発に関する行動を方向付け、条件付け、決定するものである。 

第 4条 国家環境政策の原則及び方針は以下のとおりである： 

1．国家の義務として、市民に生活のための健康で適切な環境と継続可能な発展を付与す

る。 

2．環境品質の保護、保全、改善と修復のための効率的、効果的な部署間連帯を保証する

地方、地域及び全国範囲の政府及び非政府による活動を規定する。 

3．国家の経済上、社会上、文化上の決定、行為及び戦略に環境面を組み入れ、国家の一

連の公的政策に国家環境政策を統合する。 

4. 環境を維持できる行動と清潔な技術の使用を支援、促進し、また、環境汚染物質と廃

棄物の蓄積レベルを減少する手段として、財のリサイクル・再使用市場の形成を支援

する。 

5．環境に対する公的及び私的行為において、その姿勢の変更を促進するための適切な情

報を広め、公害予防と環境修復のためのメカニズムと手段に優先度を与える。 

6． 本法に規定する原則と両立しうる形式で、生産システムの変換プロセスを促進、支援、

誘引する手段及びメカニズムに優先度を与えて優遇する。 

7．天然資源に関する個人への権利供与条件の中に、使用した天然資源を環境的に相殺す

る義務を含め、さらに、これらの目的のために、社会的コストと保全のためのコスト
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を組み入れた当該資源の経済的価値を定める。 

8．仲裁、調停、和解、公的聴聞といった論争解決メカニズムを奨励する。 

9．国家環境政策の経済的実現性を保証するために資源を投入する。 

 

第Ⅲ編 環境管理のための国家管理組織について 

 

第 I 章 環境庁 

第 5 条 法律、施行規則及び国家環境政策の遂行及び適用を確保するため、天然資源及び

環境を統括する国家の独立機関として環境庁を設置する。 

 （以下略） 

第 6 条 環境庁はその機能の範囲内で、行政府において経済計画政策大臣によって代表さ

れる。 

第 7条 環境庁は以下の権能を有する： 

1. 国家開発計画と協調した国家環境政策及び天然資源活用政策を形成する。 

2. 環境関係省庁連絡会及び民間機関と共同で、政府の環境政策、戦略及び計画の遂行を

指導、監督及び実施する。 

3. 関係当局の参加を得て排出、吸収、工程及び製品の環境基準を制定する。 

4. 要請に応じたしかるべく審議を行うための法律案を作成する。 

5. 国家環境政策及び再生可能天然資源政策を遂行するための裁定、技術的・管理的基準

を発布し、環境破壊が防止されるようにその遂行を監視する。 

6. 本法、その施行規則、環境品質基準及び法律に定められた技術的・管理的規定を履行

させる。 

7. その担当分野に関連して国内及び国際機関に対してパナマ共和国を代表し、本法律施

行日時点で国家天然資源庁（INRENARE：Instituto Nacional de Recursos Naturales 

Renovables）に対して与えられている全ての代表権と権能を受け持つ。 

8. 役割にしたがって、公的機関及び民間機関を通じて、環境プロジェクトの遂行を促進

し便宜を与える。 

9. 環境影響に関する調査、申告及び評価の作成及び提出のために、展望、指針及び参照

条項を制定する。 

10. 環境影響調査を査定し、該当する裁定を下す。 

11. 担当する環境政策、戦略及びプログラムの作成及び実行に関して、市民の参加並びに

本法及びその施行規則の適用を推進する。 

12. 天然資源と環境に関する権限の地方当局への移譲を促進し、地方の環境管理について

市町村を技術的に支援する。 

13. 国家科学技術省及びその他の専門機関と協調して、技術的及び科学的環境調査を促進

する。 
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14. 文部省及びその他の専門機関と協調して、公式及び非公式の環境教育プログラムの作

成と遂行に協力する。 

15. 調査を通じて、環境及び天然資源の持続可能な使用に関連するデータベースを創設し、

そのアクセスの維持と更新を行う。また、技術的補佐及び支援のために、国家環境審

議会並びに州、先住民自治区及び地域の環境審議会へ情報と分析を提供する。 

16. 環境管理の年間報告書を作成し、行政府へ提出する。 

17. 営利目的の活動を推進するためのサービスを公的機関、混合企業、民間企業または自

然人に有料で提供する。非営利活動に従事する自然人または法人と環境庁との関係は

協定を通じて設定される。 

18. 本法、施行規則及び補足規則にしたがって罰則と罰金を科す。 

19. 本法、その施行規則またはその他により該当する、または割り当てられるその他の事

項。 

第 8条（略） 

第 9条（略） 

第 10 条（略） 

第 11 条 長官は環境庁の法的代表者となり、以下の権能を持つ。 

1. 環境庁を指揮し、管理する。 

2. 環境庁の予算案と年間活動計画を作成する。 

3. 環境庁の担当する政策、計画、戦略、プログラムとプロジェクトを遂行する。 

4. 行政府に環境庁の構造と組織及び本法の施行規則を提出する。 

5. 環境に関する地域機関・国際機関に対してパナマ共和国を代表し、また、外務省と協

調し、パナマ共和国により承認、批准された管轄する環境に関する国際条約及び協定

をフォローし履行するための措置を講ずる。 

6. 環境関係省庁連絡会並びに州、先住民自治区及び市町村の環境審議会を指揮し調整す

る。 

7. 権限の委託を行う。 

8. 環境庁がその目的を達するために行う、100 万バルボア（balboa）までの、自然人ま

たは法人との行為、金融取引、契約または移譲を認可する。 

9. 部下の任命、転勤、昇格、休職、資格付与、解雇を行う。また、非行が証明された場

合に罰則を科す。 

10. 再生天然資源に関する国家資産についてのコンセッションを付与する。 

11. 研修・訓練プログラムを促進すると共に、環境庁の優先順位にしたがって当該プログ

ラムの参加者を選別する。 

12. 全ての種類の財産の売買、賃借及び取引を行う。現行法の規定にしたがい、コンセッ

ションの付与、専門家との契約、建設工事及びプログラムの企画実行を行う。 

13. 法律により該当するその他全ての権能を遂行する。 
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第 12 条（略） 

第 13 条（略） 

 

第 II 章 国家環境審議会 

第 14 条 国家環境審議会が以下の権能を持って創設される： 

1. 政府審議会に国家環境政策と天然資源の持続可能な使用について勧告する。 

2. 持続可能な発展のための国家環境政策の遂行を保証するため、環境関係省庁連絡会の

協調を促進し、環境庁を支援する。 

3. 国家の環境政策、戦略、計画、プログラムの実行を承認し、監督する。 

4. 環境庁の年度予算及び臨時予算を承認する。 

5. 国家持続的発展審議会と協調して公共政策への環境的側面の導入に協力する。 

6. 国家環境諮問委員会と協議を行う。 

7. 100 万１バルボア（balboa）から 1,000 万バルボア（balboa）の罰金を科す。 

8. 環境庁長官から提案された水資源使用料金を決定する。 

第 15 条 国家環境審議会は共和国大統領により指名される 3 人の大臣により構成される。

審議会は四半期毎に招集され、メンバーの指名と役割に関する全ての事項は細則として

別途定める。 

 

第Ⅲ章 環境関係省庁連絡会 

第 16 条 環境を管轄する公的機関は環境関係省庁連絡会を形成し、その実効性のため、連

絡会を統括する環境庁の機軸にしたがい、相互間の連携、協議及び実行のメカニズムを設

定する義務がある。上記の目的は政策の調和を図り、管轄範囲の競合または欠落を避ける

と共に、本法の目標と目的及び国家環境政策の方針に統一的かつ有効に対応することであ

る。 

第 17 条（略） 

 

第 IV 章 国家環境諮問委員会 

第 18 条 国家の重要かつ広範にわたる決定を下すための環境庁の諮問機関として、国家環

境諮問委員会を設置する。また、当該委員会は国家環境審議会へ勧告を行う。 

第 19 条 国家環境諮問委員会は政府、市民社会及び先住民自治区を代表する 15 名以下の

委員で構成される。市民社会の代表は、提出された複数の候補者リストの中から共和国

大統領により指名される。先住民自治区の代表者は提示された一つの候補者リストから

共和国大統領により指名される。 

第 20 条（略） 
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第 V 章 州、先住民自治区、地域の環境諮問委員会 

第 21 条 市民社会の参加する、州、先住民自治区、地域の環境諮問委員会を創設する。当

該委員会では環境課題の分析を行い、委員会の事務局長を務める地域の環境管理官に意見

具申、勧告、提案を行う。 

委員会は以下のとおり構成される： 

1．州委員会。委員会主催者である知事、技術部会、州調整審議会の代表者、地域市民社

会の代表者によって構成される。 

2．先住民自治区。委員会主催者である先住民全体会議代表、先住民全体会議の代表者、

先住民地区調整審議会の代表者、技術部会、地域市民社会の代表者によって構成され

る。 

3．地域。委員会主催者である首長、市町村審議会の代表者、地域市民社会の代表者によ

って構成される。 

 

第 IV 編 環境を管理するための手段 

 

第 I 章 領土内の環境秩序 

第 22 条（略） 

 

第Ⅱ章 環境影響評価のプロセス 

第 23 条 その性格、特徴、影響、所在地または資源により環境リスクを生む可能性のある

公的または私的な活動、工事もしくはプロジェクトは本法施行規則に基づき、遂行開始

前に環境影響調査を必要とする。これらの活動、工事もしくはプロジェクトは運河地域

及び先住民自治区で行われるものを含めて環境影響評価プロセスを受けなければならな

い。 

第 24 条 環境影響調査の評価プロセスは以下の段階を含む。 

1. 活動、工事、プロジェクトに応じて本法施行規則の限定リストに記載される環境影響

調査報告の環境庁への提出。 

2. 提出された環境影響調査報告に関する環境庁による環境影響調査の評価と承認。 

3. 環境管理適正化プログラム(PAMA)及び承認決定の追跡、管理、予算化及び実行状況の

評価。 

第 25 条 環境影響調査の内容は関係当局と協調の上、環境庁により定められ、各手続きマ

ニュアルに告示される。 

第 26 条 環境影響調査は、活動、工事またはプロジェクトの実施企業とは独立の、環境庁

によりしかるべく認証された能力のある自然人または法人により作成される。 

第 27 条 環境庁は環境影響調査の提出を一般に知らしめ、活動、工事もしくはプロジェク

トに関するコメントを受け付けるための一定の期間を与える。当該期間は、活動、工事
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もしくはプロジェクトの複雑性に従って、別途定められる。 

第 28 条 本法及び施行規則にしたがって環境影響調査を必要とする国家の全ての活動、工

事またはプロジェクトのために、当該事業を実施する公的機関はその予算の中に環境影

響調査作成義務を履行するための資金を含め、かつ環境管理適正化プログラムの履行の

ために必要な経費を計上しなければならない。 

第 29 条 環境影響調査報告を受理した後、環境庁はその分析、承認または拒否を行う。環

境影響調査報告の実行、拡大及び提出に関する規定は本法施行規則を通じて定められる。 

第 30 条 環境影響調査の提出または遂行の不履行があった場合、環境庁はプロジェクトの

活動を停止することができ、該当する罰金を科すことができる。 

第 31 条 国家環境審議会または環境庁の決定に反対して、その管轄範囲において、行政手

続きによって無効とする再考慮措置を行使することができる。 

 

第Ⅲ章 環境品質基準 

第 32 条 環境庁は関係省庁及び共同体の参加の下に、環境品質基準の提案作成を主導する。 

第 33 条（略） 

第 34 条 環境品質基準は領土内すべてにおける履行義務であり、その実行のために関係当

局、先住民自治区、市町村及び共同体が参画する。 

第 35 条（略） 

第 36 条 環境品質基準を定める行政令は履行時間表を定めなければならず、当該時間表は

放出、排出、環境影響を特徴づけるための 3 年を限度とする期間及び基準を履行するた

めの活動もしくはプロセスまたは技術的変更の導入を行うための 8 年を限度とする期間

を含む。市町村当局は本法の範囲内で基準を制定できるが、その基準は憲法及び国家と

の協定を尊重しなければならず、また、環境庁による承認を受ける。 

定められた期間内に時間表を履行した企業は本法及びその施行規則に従い、交換可能

な環境クレジットの庇護を得ることができる。 

第 37 条 環境庁は関係当局との調整により、非常に脆弱な地域または排出限度を超えた地

域のための環境予防及び公害防止計画の作成、遂行し、当該計画の忠実な履行を監視す

る。 

第 38 条 必要に応じた更新を行うために 低 5年毎に全ての経済手段と環境規制を見直す

ことは環境庁の義務である。新しい品質基準の決定に際しては、当該基準への漸進的な

合致を許容する段階原則が適用される。 

第 39 条 国家は環境庁を通じて、関係当局との協調及び参加を得て、要求された要件を履

行する私的機関または第三者のために、環境に無害なプロセス・製品を証明するための

要件を定める。経済主体に関する汚染物質排出の認証過程においては、環境庁は経済主

体間のクレジット交換を容認する。 
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第Ⅳ章 環境の監督、管理、監査 

第 40 条 環境影響調査プロセスに関する活動の監督、管理及び監査は、環境管理適正化プ

ログラムの提出及び環境基準の履行に従属する。上記は環境庁固有の役割であり、施行

規則に従い、事例に応じて関係当局と共同で遂行される。 

第 41 条 環境検査及び環境監査は、ランダムにまたは環境庁によって承認されたプログラ

ムに従い、当局によりしかるべく認証された自然人もしくは法人によってのみ実行され

る。環境検査または監査業務を行う者は、これらの実施に関して、現行法規で規定され

た責任に従う。 

第 42 条 会計検査院は公的基金及び国家財産で遂行される活動、工事またはプロジェクト

に関する環境監査を実行することができる。 

第 43 条 環境庁は関係当局との調整により、設定された基準の履行を監視するために、環

境品質追跡プログラムを作成し遂行する。本法施行規則は本法第 16 条で述べられている

環境関係省庁連絡会における追跡と制御のメカニズムを規定する。 

第 44 条 環境基準が施行された時点で稼動中の活動、工事またはプロジェクトの名義人は、

環境監査を実施することができ、当該環境監査から派生し事前の環境庁の承認を必要と

する環境管理適正化プログラムを履行する明白な責任を有する。この場合、監査の実行

中及び環境管理適正化プログラムの有効期間中は、当該プログラムに記載された事項以

外の環境基準及び要件は適用されない。 

 

第Ⅴ章 環境情報 

第 45～47 条（略） 

 

第Ⅵ章 環境教育 

第 48～50 条（略） 

 

第Ⅶ章 科学技術調査プログラム 

第 51～52 条（略） 

 

第Ⅷ章 災害と環境緊急事態 

第 53～54 条（略） 

 

第Ⅸ章 国家環境口座 

第 55 条（略） 

 

第Ⅴ編 健康保護と危険廃棄物と潜在的危険物質 
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第Ⅰ章 環境健康 

第 56 条 厚生省は人間の健康に関する全ての事項に基準を定め、監視、管理、罰則を科す

担当当局である。また、環境の健康に関する見地から、環境の改変が人間の健康に直接

影響を及ぼさないように、環境庁と共に技術的及び管理的措置を調整する。 

 

第Ⅱ章 危険廃棄物と潜在的に危険な物質 

第 57～61 条（略） 

 

第Ⅵ編 天然資源 

 

第Ⅰ章 一般規定 

第 62 条 天然資源は公共所有と社会利益のものであるが、個人により合法的に取得した権

利を損なうものではない。本法記載の天然資源に関する基準の目的は、天然資源活用に

おける継続性と合理性を組み入れることと、環境保護がこれら資源の政策と管理におけ

る恒久的構成となることを保証することである。これらの命令が履行されるように監視

するのは環境庁に該当することから、必要な技術基準と管理手順を発布する。 

第 63 条 天然資源が存在し、採掘もしくは活用されている先住民自治区及び市町村は現行

法規に従い、環境庁が先住民自治区当局と共同で定める要件に合致するよう、その保護

と保全に貢献する義務を持つ。 

第 64 条 天然資源を活用するためのコンセッションは現行法規にしたがって裁定される。 

第 65 条 環境庁は天然資源活用に係る料金を定める。当該料金は技術的及び経済的調査に

基づいて正当に設定されるものとする。水資源の利用に関する料金は、環境庁の提案に

基づき政府審議会が決定する。 

 

第Ⅱ章 保護区と生物多様性 

第 66～72 条（略） 

 

第Ⅲ章 国家森林資源 

第 73～74 条（略） 

 

第Ⅳ章 土地使用 

第 75～76 条（略） 

 

第Ⅴ章 大気の質 

第 77～78 条（略） 
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第 79 条 国家は国際的に同意された共同実施プログラムを通じて、炭素捕獲を森林の環境

への奉仕と認識し、金融・経済資金を獲得するためのメカニズムを定める。 

 

第Ⅵ章 水資源 

第 80～84 条（略） 

 

第Ⅶ章 水性生態資源 

第 85～86 条（略） 

 

第Ⅷ章 エネルギー資源 

第 87 条 電力の発電、送電、配電に関する活動の開発政策は、環境影響と天然資源に関連

して、エネルギー政策委員会が環境庁と共同で定める。 

第 88 条 国家はクリーンな技術の使用と高エネルギー効率をはじめとする、無公害なエネ

ルギープロジェクトを推進し、優先権を与える。 

第 89 条 環境庁は商工省炭化水素総局及び厚生省と共同で、該当する環境影響評価で定め

られた事項にしたがって、公害を予防、管理するための手段を定める。 

 

第Ⅸ章 鉱物資源 

第 90 条 環境庁は鉱業活動から発生する環境影響に関する事項を定める責任者となる。 

第 91 条 鉱山及び冶金活動の名義人は、その施設で行われる処理の結果として発生する排

出、排水及び廃棄物に対して責任を持つ。 

第 92 条 関係当局は、環境庁と協調して、環境管理適正化計画の適切な適用を監督、管理、

監視する責任を持つ。 

第 93 条 鉱業プロジェクトのための環境影響査評価または環境監査の結果である環境管理

適正化プログラムは環境庁により承認されなければならず、また、同庁は基準が履行さ

れない場合は操業を停止し罰則を科す権限を持つ。 

 

第Ⅹ章 海洋沿岸資源と湿地帯 

第 94 条（略） 

第 95 条（略） 

 

第Ⅶ編 先住民自治区及び先住民 

 

第 96 条 環境庁は先住民共同体及びその伝統的権威と共に、その地域に存在する環境と天

然資源に関する全ての事項の調整を行う。 

第 97 条 国家は、生物多様性の保全と持続可能な利用に関連する伝統的な生活様式が根付
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いている先住民及び地方共同体の知識、革新及び実践を尊重、保護、維持し、これら共

同体の参加の下にそのより幅広い適用を促進し、派生する恩恵が共同体と均等に分配さ

れることを振興する。 

第 98 条 法律により創設された先住民自治区及び保護区内に所在する再生天然資源の使用、

管理及び伝統的かつ持続可能な活用に関連する先住民自治区及び先住民の権利を認識す

る。これらの資源は憲法、本法及びその他の国家の法律で定められている環境保護及び

保全の目的にしたがって使用されなければならない。 

第 99 条 先住民自治区または先住民の居住する土地で認可される天然資源の探査、採掘及

び利用はその文化的、社会的、経済的支柱及び精神的価値に損害を与えてはならない。 

第 100 条 国家は、先住民自治区または先住民の精神的価値を構成し、その存在が文化的

アイデンティティを保持するために不可欠となる墓地、霊場、宗教または類似の信仰に

使用されている区域を保証し尊重する。 

第 101 条 先住民の土地に所在する資源の工業または商業目的の活用は、先住民構成員に

関して、関係当局から発行される認可が必要とされる。 

第 102 条 先住民自治区及び保護区内の土地は差し押さえ不能、不可侵で譲渡不可能であ

る。この制限は先住民共同体の土地譲渡の伝統的システムには影響を与えない。先住民

共同体または先住民は、一般的に事前の同意のみを通じて、先住民自治区または所有地

から移転させることができる。 

移転が発生する場合、事前の補償を受ける権利及び以前住んでいた土地と同等の土地

へ再居住する権利を持つ。 

第 103 条 先住民共同体の地域内で活動、工事またはプロジェクトが実施される場合、協

議手続は、共同体の権利と習慣並びにその資源、知識または土地の使用に対する補償に

関して、共同体代表との同意に達するべく方向付けられる。 

第 104 条 先住民自治区または先住民共同体の土地における天然資源の活用に関連するあ

らゆる種類の認可を付与するにあたっては、関係当局により要求される必要事項及び手

続が履行される限り、当該構成員によって提出されるプロジェクトに優先権を与えるも

のとする。 

上記規定は、現行法規にしたがって、探査権利の結果としてある企業が持つことがで

きる天然資源の採掘権利及び利用権利を制限するものではない。 

第 105 条 先住民自治区または先住民の土地における天然資源の活用を目的とした活動に

おいて、先住民の受ける恩恵が現行法規で考慮されていない場合は、先住民は派生し得

る経済的恩恵に参加する権利を持つ。 

 

第Ⅷ編 環境責任について 

 

第 I 章 義務 
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第 106 条 全ての自然人と法人は損害を予防し、環境汚染を管理する責任にある。 

第 107 条 本法及びその他の現行法の基準で定められている、許容範囲もしくは予防、制

御、評価、緩和及び修復に関する規則、プロセス及びメカニズムに違反することによっ

て発生した環境汚染は、そのケースに応じて、民事、行政または刑事上の責任を問われ

る。 

第 108 条 資源の使用または活用もしくは活動の実施により、環境あるいは人間の健康に

損害を与えた者は、発生した損害を修復すると共に予防及び緩和手段を請じ、必要とな

る費用を負担する。 

第 109 条 人間の健康に影響するかまたはその可能性のある、環境を危険にさらすかまた

は損害を与える、あるいは基本的環境プロセスまたは国民の生活の質に影響を与えるか

その可能性のある物質または廃棄物を排出、流出、放置または放出する全ての自然人ま

たは法人は、環境関連特別法が定める事項にしたがい、深刻な損失を発生し得る損害に

対する対象責任を持つ。 

第 110 条 放射性物質を含む危険廃棄物の発生者は、 終処分中または処分後に発生する

ものを含めて、全ての段階の操作から生じる損害に対して、輸送及び管理責任者と連帯

責任を持つ。管理責任者は関与した段階で発生した損害のみの責任を負う。 

第 111 条 行政責任は環境損害に対する民事責任及び罰すべきまたは追及すべき行為から

生じる刑事責任とは別個のものである。環境損害に対する行政、民事、刑事訴訟におい

て、いかなる市民もしくは民間団体を正当と判断するためには、共有の利害及び個々利

害が認識される。 

第 112 条 環境品質基準、環境影響調査、環境管理適正化プログラム、本法、補足の法律

及び行政令及び本法施行規則の不履行は、個々の事情及び違反の程度にしたがい、文書

による警告、企業活動の一時的または恒久的停止もしくは罰金を以って環境庁により罰

せられる。 

第 113 条 パナマに所在する保険会社と再保険引受会社は、発生した損害の経済的賠償の

ための安全手段として企業が利用できることを目的とし、環境民事責任保険を設定する

ことができる。 

 

第Ⅱ章 行政違反 

第 114 条 本法に規定された基準の違反は行政違反を構成し、環境庁によって 1,000 万バ

ルボア（balboa）以下の罰金で罰せられる。罰金額は個々の規則で定められているとこ

ろに従い、違反の重大さまたは違反の再犯性に応じて決定される。 

環境庁長官は 100 万バルボア（balboa）までの罰金を科す。 

100 万バルボア（balboa）から 1,000 万バルボア（balboa）までの罰金は国家環境審議

会により科せられる。 

上記に加え環境庁は、該当する民事及び刑事責任を損なうことなく、環境損害の浄化、
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緩和及び補償に係る経費の支払いを違反者に命じる権限を有する。 

第 115 条 環境犯罪または違反を告発する市民は、個人的にまたは法的に集合して、財政

法規で規定された密輸告発の場合と同じ恩典及び本法施行規則で定めるその他の恩典を

を受けることができる。 

 

第Ⅲ章 民事訴訟 

第 116～118 条（略） 

第 119 条 環境に関する民事訴訟は、損害の発生または認識から 10 年で時効になる。 

 

第Ⅸ編 環境犯罪調査 

 

第 I 章 訴訟指揮 

第 120 条 検察庁が犯罪者を解明するための操作を開始、調査、実施する責任者である。 

第 121 条 訴訟指揮のプロセスは訴訟法第三巻第Ⅱ編第 I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ及びⅨ

章の規程に従い検察庁が実施する。 

 

第Ⅱ章 検察庁の部局 

第 122 条 環境上級検察局をパナマ州管区に、コロン州及びサン・ブラス先住民自治区の

ための巡回検察局をコロン州管区に、巡回検察局をパナマ州管区に、中央諸州のための

巡回検察局をペノノメ市管区に、チキリ州及びボカス・デル・トロ州のための巡回検察

局をダビド市管区に、ダリエン州のための巡回検察局をメテチ管区に創設し、それらが

環境犯罪調査を担当する。 

第 123 条 訴訟法に以下のとおり、第 352 条 g を追加する。 

第 352 条 g. 環境上級検察局は訴訟法で上級検察局の機能として定められているところ

に加えて、以下の特別職権を持つ： 

○１．天然資源及び環境が影響を受けるいかなる状況に対しても、環境に対する犯罪を

解明するための全ての業務を実施する。 

○２．犯罪組織を尋問し、罰すべき行為を解明するための捜査を行う。 

○３．環境庁と緊密に協力する。 

○４．健全かつ汚染の無い環境に反する犯罪行為を暴くため必要かつ適切なすべての行

動をとる。 

第 124 条（略） 

 

第Ⅹ編 司法機関 

 

第 I 章 巡回判事 
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第 125～126 条（略） 

 

第ⅩⅠ編 暫定条項 

 

第 127～128 条（略） 

 

第ⅩⅡ編 終規定 

 

第 129 条 以下の法律の規定は本法の補足となる： 

1994 年の法律第１号｢パナマ共和国森林法（porla cual se establece la legislación 

forestal de la República Panamá, y se dictan otras disposiciones）｣；1995 年の法

律第 24 号｢パナマ共和国自生生物法（por la cual se establece la legislación de vida 

silvestre de la República Panamá）｣；1992 年の法律第 24 号｢パナマ共和国再植林活動

振興及び規定法（por la cual se establecen incentivos y se reglamenta la activida 

de reforestación en la República Panamá）｣；1994 年の法律第 30 号｢環境影響評価に

関する 1994 年の法律第 1号第 7条を改正する法律（por la cual se reforma el articulo 

7 de la Ley 1 de 1994 sobre estudios de impacto ambiental）｣；1966 年の行政令第

35 号｢水使用施行規則（por el cual se reglamenta el uso de las aguas）｣ 

第 130 条 以下は領土の秩序に関する本法の補足となる。 

1997 年の法律第 21 号｢大洋間地域開発地域計画及び運河地域使用・保全・開発一般計

画を承認する法律（por la cual se aprueba el Plan Regional de Desarrollo de la Rregión 

Interoceánical y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del 

Canal）｣の諸規定。 

第 131 条 行政府は本法発布から 12 ヶ月以内に本法施行規則を定める。 

第 132 条 本法は訴訟法に第 352 条を追加する；1985 年の法律第 8 号のの第 3 条と第 5 条

を改正する、さらに、1986 年の法律第 21 号、1983 年の行政令第 29 号、1983 年の行政令

第 43 号、1985 年の行政令第 31 号並びに本法に反する全ての規定を廃止する。 

 

1998 年 6 月、パナマ市 Justo Arosemena 宮殿において、第三回の審議で承認された。 

 

議長 Gerardo Gonzalez Vernaza 

 

事務局長 Harley James Mitchell D. 
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