


はじめに 

 

アルゼンチンは地質的に鉱物資源ポテンシャルの高い国であるが、投資環境の整備の遅

れから、本格的な探鉱・開発投資が開始されたのは、1990 年代の後半に入ってからである。

この時期の投資により Bajo de la Alumbrera 銅・金鉱床、Salar de Homubre Muerto リチ

ウム鉱床、Cerro Vanguarudia 金・銀鉱床の開発が始まった。 

その後 2001 年の経済危機、世界的な景気後退からアルゼンチンにおける探鉱活動は停滞

していた。2003 年にはキルチネル政権が発足し、経済再建と債務問題解決に積極的に取組

んだ結果、実質 GDP 成長率は 2002 年を底として 2003 年から毎年 9％前後の高水準を維持し

ている。2006 年の輸出額は、465.3 億 US$（前年比 16.0％増）と過去最高を記録し、貿易

収支も前年比 39.1％増の 80.5 億 US$となり、経済は急速な回復基調にある。また 2004 年

からの世界的な金属価格の高騰により鉱業投資も急速に増加している。 

 本報告書はアルゼンチンの鉱業政策、政府機関、投資環境、生産動向、環境問題、主な

操業鉱山、探鉱プロジェクトの現状等について JOGMEC サンティアゴ事務所がアルゼンチン

のコンサルタントである Panorama Minero 社に依頼して作成した報告書をベースとして、

最近のデータをレビューしたものである。 

アルゼンチンの最新の鉱業投資環境を取りまとめた本報告書が我が国民間企業によるア

ルゼンチンへの鉱業投資の参考になれば幸いである。 

平成２０年１月               

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最大限の 
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。



目  次 

第 1章 総論 ･･････････････････････････････････････････････････････････････1 

1．一般事情 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････1 

2．政治・行政事情 ･････････････････････････････････････････････････････････2 

3．経済事情 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････3 

 

第２章 各論 ･･････････････････････････････････････････････････････････････7 

1．鉱業市場動向 ･･･････････････････････････････････････････････････････････7 

1.1．鉱業概況 ･･･････････････････････････････････････････････････････････7 

1.2．地質・鉱床概要･･････････････････････････････････････････････････････7 

1.2.1. 地質･地質構造･････････････････････････････････････････････････････7 

  1.2.2. 鉱床・鉱床生成区･････････････････････････････････････････････････11 

1.3．生産・輸出入動向･･･････････････････････････････････････････････････14 

  1.3.1. 主要鉱産物の生産動向･････････････････････････････････････････････14 

  1.3.2. 主要鉱産物の輸出入動向･･･････････････････････････････････････････18 

1.4．投資状況 ･･････････････････････････････････････････････････････････20 

1.5．主要鉱山・製錬所概要･･･････････････････････････････････････････････24 

1.6．探鉱プロジェクト･･･････････････････････････････････････････････････28 

2．鉱業関連法令 ･･････････････････････････････････････････････････････････34 

2.1．鉱業行政組織･･･････････････････････････････････････････････････････34 

2.1.1. 鉱業政策 ････････････････････････････････････････････････････････34 

  2.1.2. 鉱業関連組織･････････････････････････････････････････････････････35 

2.2．鉱業関連法規の概要・要旨･･･････････････････････････････････････････39 

2.2.1. 鉱業関連法規･････････････････････････････････････････････････････39 

2.2.2. 鉱業法 ･･････････････････････････････････････････････････････････39 

2.2.3. 外国投資法･･･････････････････････････････････････････････････････43 

2.2.4. 鉱業投資法･･･････････････････････････････････････････････････････44 

2.2.5. 鉱業再生法･･･････････････････････････････････････････････････････46 

2.2.6. 連邦鉱山調整法･･･････････････････････････････････････････････････46 

2.2.7. 鉱業近代化法及び付加価値税のファイナンス及び返還法･･･････････････47 

2.2.8. 環境保護法･･･････････････････････････････････････････････････････48 

3．鉱業税制 ･･････････････････････････････････････････････････････････････51 

3.1. 各種税制の概要･････････････････････････････････････････････････････51 

3.2．鉱業投資法における税制の優遇措置･･･････････････････････････････････53 

 



4．外国投資に係る諸手続き･････････････････････････････････････････････････54 

4.1. 外国投資法による規定･･･････････････････････････････････････････････54 

4.2. 外国投資優遇制度･･･････････････････････････････････････････････････55 

4.3. 外国企業による会社設立の手続き･････････････････････････････････････56 

5．社会・環境事情 ････････････････････････････････････････････････････････57 

5.1．地元住民・地域社会との関係、環境保護団体等の動向･･･････････････････57 

5.2．先住民問題 ････････････････････････････････････････････････････････58 

5.3．インフラ事情･･･････････････････････････････････････････････････････59 

6．特記事項 ･･････････････････････････････････････････････････････････････67 

6.1．チリ・ボリビアとの統合条約･････････････････････････････････････････67 

6.2．各州における鉱山開発反対運動と環境規制･････････････････････････････67 

6.3．鉱業関連制度の統一化･･･････････････････････････････････････････････69 

 

おわりに ･････････････････････････････････････････････････････････････････70 

  

別添 1．＜鉱業法の概要＞ ･･････････････････････････････････････････････････72 

別添 2．外国投資に関する法律－政令第 1853／1993 号（1993 年 9 月 8日付官報に 

掲載）の付属文書 Iとして承認された（法律第 21382 号の条文）･･････79 

別添 3．＜鉱業投資法（法律第 24196 号-法律第 25161 号及び法律第 25429 号の 

修正含む）の概要＞･･････････････････････････････････････････････81 

別添 4．＜鉱業再生法（法律第 24244 号）の概要＞ ････････････････････････････87 

別添 5．＜連邦鉱山調整法（法律第 24228 号）の概要＞ ････････････････････････90 

別添 6．鉱業近代化法（法律第 24498 号）の概要 ･･････････････････････････････93 

別添 7．付加価値税法の支払いに対する融資制度を制定する 

（法律第 24402 号）･･･････････････････････････････････････････････100 

別添 8．＜環境保護法（法律第 24585 号）の概要及び環境保護法施行のための 

補完規則-環境影響報告書の記述要領-＞･･･････････････････････････102 

 

 

 

 



第 1 章 総論 

 

1．一般事情 

 アルゼンチンは世界第 8位（南米第 2位）の国土面積、2,776,889km2を有する国で、南北

約 3,500km、東西は最も幅の広いところで 1,580km に亘る国土を有する。国土の西側はアン

デス山脈によってチリと隔たれており（国境の総距離 5,150km）、北部はボリビア（同 832km）

とパラグアイ（同 1,880km）に、東部はブラジル（同 1,224km）、ウルグアイ（同 579km）に

接している。また、アルゼンチンは海洋上においてはマゼラン海峡、ビーグル海峡、ドレ

ーク海峡に通じている。 

 アルゼンチンの気候と景色は変化に富んでおり、国土はアンデス山岳地方、北部及びメ

ソポタミア地方、パンパ、パタゴニアの特徴的な４つの地域に分けられる。アンデス地方

は山脈をなしており、パタゴニアの低く雪に覆われている山岳地域から高く乾燥したアル

ティプラノの峰まである。北部及びメソポタミア地方は豊かなチャコ森林地帯やメソポタ

ミア三角州を含み、パラナ川とウルグアイ川の間に位置する。パンパは、650,000km2に亘る

広大な平原であり、西部は頻繁な雨に恵まれる一方、東部は乾燥している。湿潤なパンパ

は、良質な牧草と非常に豊かな黒い土を持つ土地で、主に農業と牧畜に適している。パタ

ゴニアはコロラド川の南側に位置し、780,000km2に亘って乾燥し風の強い地域が広がってい

る。 

気候は、北部の亜熱帯気候から南部の準南極気候まで多様で、中部の人口集中地帯は温

暖な気候である。ブエノスアイレスを始めアルゼンチンの主要な都市はこの中部地域に集

中している。12 月半ばから 2月末にかけての気候は高温多湿で、気温は 27 度から 35 度に

上り、湿度は優に 70％を超える。6月から 8月にかけての冬季は、南部の積雪の多い時期

を除いて寒く湿度も低い。その肥沃な土地と適度な降水量は、アルゼンチンに農業、牧畜、

林業において優位性を与え、アルゼンチンを食品生産者の間で有利な土地としている。 

 アルゼンチンは、2006年 7月の統計において39.9百万人の人口を持ち、年齢毎の構成は、

14 歳未満 25.2％、15-65 歳 64.1％、65 歳以上 10.6％となっている。人口増加率は 0.96％

で、南米諸国中では最も低くく、ヨーロッパ南部の国々に匹敵する。 

1857 年から 1930 年にかけて 6百万人以上が入植し、そのほとんどがヨーロッパからの移

民であった。この過程において最も多く入植したのはイタリア人で、次いでスペイン人、

その他のヨーロッパ及び南米の国々からの小さなグループである。混血の（原住民の子孫

たち）人々は、アンデス山脈東側の高原地帯やアルゼンチン北部のチャコ地方など原住民

の小さな集落が残っている地方を除いてアルゼンチン北部の人口の半数を占める。アルゼ

ンチンの人口の半数が住んでいる首都のブエノスアイレス圏は、その住人のほとんどがヨ

ーロッパ人の子孫である。 

公用語はスペイン語で、識字率は 97％に上る。初等、中等、高等教育において州による



無償の義務教育が行われているほか、それぞれに私立学校による教育も行われている。義

務教育の期間は 10 年間である。 

アルゼンチンは 120 か国と外交関係を保っており、国連や、米州機構の創立メンバーで

あるように、230 以上の国際機関に加盟している。同様に、世銀、IMF、IFC、BID、IDC の

加盟国でもある。1967 年には GATT にも加盟している。アルゼンチンは、チリとの平和修好

条約や、ブラジルとの経済統合協定などの国際協定を通して隣接する国々との諸問題を解

決することに成功している。1985 年にはビーグル海峡にある３つの島についてのチリとの

領有争いに関してローマ法王の提案を受け入れ、チリとの最後の国境問題は 1998 年に解決

している。1991 年にはアスンシオンにおいてブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラ

グアイを加盟国とする自由貿易協定である MERCOSUR の設立に調印している。 

 

アルゼンチン共和国の基本情報 

1.面積 278 万 km2（我が国の約 7.5 倍） 
2.人口 39.9 百万人（06 年国勢調査） 

3.首都 ブエノスアイレス市（Buenos Aires） 

4.人種 欧州系（スペイン、イタリア）97％、インディヘナ系 3％ 

5.言語 スペイン語 

6.宗教 カトリック 

7.略史 

 1816 年  独立 

 1946 年  ペロン政権の成立 

 1973 年  軍部介入など変遷の後再度ペロン大統領が就任 

 1976 年  クーデターにより軍事政権成立 

 1982 年 4～6 月 フォークランド（マルビーナス）諸島紛争 

 1983 年 12 月  アルフォンシン大統領就任（民政移管） 

 1989 年 7 月  メネム大統領就任 

 1995 年 7 月  メネム大統領再度就任 

 1999 年 12 月  デ・ラ・ルア大統領就任 

 2002 年 1 月  ドゥアルデ大統領就任 

 2003 年 5 月  キルチネル大統領就任 

 

 

2．政治・行政事情 

政治体制は立憲共和制で、国家元首はネストル・キルチネル大統領（左派、ペロン党）

である。連邦議会は上院 72 議席、下院 257 議席の二院制で構成され、首相はアルベルト・

フェルナンデスである。主な政党としては、ペロン党（正式には正義党）、急進党、フレパ



ソ党、平等な共和国のための選択等があげられる。 

 アルゼンチンの建国は 1816 年トゥクマン市で各地方の代表による国民議会が招集されリ

オ・デ・ラ・プラタ地域の独立を宣言したことに遡る。独立当初、国家の体制をめぐって

中央主権主義派と連邦主義派が激しく対立したが、1862 年にブエノスアイレス州選出の バ

ルトロメ･ミトレ が大統領に就任、ブエノスアイレス州が主導権を握る連邦政権を新たに

樹立させたことにより、対立は沈静化して行く。20 世紀初頭、2度の世界大戦において諸

外国への物資供給国として発展したアルゼンチンは中進国の仲間入りを果たすが、富裕階

層の贅沢な生活に労働者の間で不満が高まり、1943 年に労働者の支持を得たファン･ドミン

ゴ･ペロン大佐を首謀者とした軍部によるクーデターが起こる。ペロンは 1946 年に大統領

に就任し、外国資本の国有化等を実施するが反発も強く、1955 年のクーデターにより政権

を追われることとなる。その後、軍政と民政が繰り返される政情不安定な時代を経て、経

済は悪化の一途をたどることとなる。1982 年のフォークランド紛争を経て、1983 年にアル

フォンシン政権（急進党）が成立、軍政から民政へ移管する。しかし、同政権は経済運営

に失敗、社会的混乱を招く。1989 年より 2期、1999 年まで亘るメネム政権（ペロン党）で

は、自由開放経済政策を推進。特に、1991 年 4 月の兌換法導入によりハイパーインフレは

収束。しかしメネム政権末期の放漫財政により、財政赤字、対外借り入れが急増した。 

1999 年 12 月に発足したデラルア政権（急速党）は、2001 年 11 月の経済・金融危機に端

を発した紛争により任期半ばで辞任（同年 12 月）。この後、ロドリゲス・サア、ドゥアル

デ暫定政権を経て、2003 年 4 月、繰り上げ実施された大統領選挙の結果、同年 5月、キル

チネル政権（ペロン党）が発足。キルチネル大統領は失業、貧困問題対策に積極的に取り

組みつつ、IMF との関係正常化による経済再建を実施、2006 年 1 月には 95.3 億ドルあった

IMF に対する債務残高の全額を一括事前返済した。 

 

3．経済事情 

メネム政権時代（1989-1999）には、兌換制（1ドル＝1ペソの固定相場）の下で、自由

開放経済政策、民営化・規制緩和策を促進。この結果、投資の増加が著しく、メキシコ金

融危機の影響を受けた 1995 年を除き、1990 年代には高い成長率を達成した。 

しかし、1997～98 年のアジアの通貨危機、1999 年 1 月のブラジル金融危機の影響により、

次第に景気が低迷し、デラルア政権時代の 2001 年後半には金融不安が金融危機や全般的な

経済危機に転化し、預金引出制限措置を契機とする社会的騒擾の中でデラルア政権が途中

退陣した。これを受けて、続く政権は対外債務のモラトリアム、兌換制の放棄（自由変動

相場制への移行）を行い、IMF との交渉を行ったが難航し、2003 年 1 月に暫定合意、キル

チネル政権下の 2003 年 9 月に合意に達する。キルチネル大統領は失業、貧困問題対策に積

極的に取り組みつつ経済再建を実施し、2003 年以降、経済は急速な回復基調にある。 

 アルゼンチンの 1996～2006 年の主要経済指標を比較すると（表-1、図-1、図-2、図-3）、

国内総生産（GDP）、実質 GDP 成長率、一人当たりの GDP は、2002 年を底として 2006 年まで



着実な伸びを示している。2003 年から 4年間の実質 GDP 成長率は 2003 年 8.8％、2004 年

9.0％、2005 年 9.2％、2006 年 8.5％と毎年 9％前後の高水準を維持しており、アルゼンチ

ン経済の急速な回復基調を示している。一人当たりの GDP も経済の回復に伴い着実に増加

しており、2002 年の 2,666.9US$から毎年増加し、2006 年には 5,745US$と 2002 年の約２倍

以上に達している。また、景気の上昇に伴い失業率も改善され、2002 年の 20.8%から 2006

年には 8.7％まで低下している。なお、2002 年から 2006 年までの対 US$レートは約 3.0 ペ

ソ/US$と安定的に推移している。 

 

表-1 アルゼンチンの主要経済指標 

対象年月 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

実質GDP成長率 8.1 3.9 -3.4 -0.8 -4.4 -10.9 8.8 9.0 9.2 8.5 

名目GDP総額* 292,859 298,949 283,523 284,204 268,697 312,580 375,909 447,643 531,939 654,413 

名目GDP総額** 293,005 299,098 283,665 284,346 268,831 102,042 129,596 153,129 183,196 213,199* 

名目GDP/人*** 8,426 8,511 7,987 7,921 7,410 2,667 3,446 4,060 4,799 5,745 

物価上昇率（%） 0.3 0.7 -1.8 -0.7 -1.5 41 3.7 6.1 12.3 9.8 

失業率（%） 13.7 12.4 13.8 14.7 18.3 20.8 14.5 12.1 10.1 8.7 

経常収支)** -12,137 -14,482 -11,944 -8,931 -3,780 8,720 8,065 3,446 5,789 8,053 

輸出額** 26,431 26,434 23,309 26,341 26,543 25,651 29,939 34,576 40,106 46,528 

輸入額** 30,450 31,377 25,508 25,280 20,320 8,990 13,851 22,445 28,689 34,159 

貿易収支** -2,123 -3,097 -795 2,452 7,835 17,178 16,805 13,265 12,805 13,976 

外貨準備額** 22,320 24,752 26,252 25,147 14,553 10,489 14,153 18,884 27,179 32,037 

対外債務残高** 74,912 83,111 84,750 84,936 87,907 91,247 105,895 115,884 65,187 59,830 

対日輸出額FOB** 554 647 521 380 351 408 347 363 285 404 

対日輸入額CIF** 1,150 1,431 1,068 1,006 767 314 396 440 557 673 

*百万アルゼンチンペソ、**百万 US$ ***US$      JETRO アルゼンチン HP 
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出典：アルゼンチン経済・生産省 

図-1 GDP 成長率の推移 
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出典：アルゼンチン経済・生産省 

図-2 国内総生産の推移 

 

一方、消費者物価上昇率は 2002 年に経済危機により 41.0％まで上昇したが、為替レート

の安定や政府の公共サービス料金の凍結政策等により、2003 年には 3.7％まで減少し、2004

年度も 6.1％に抑えられた。しかしながら、2005 年には再び 12.3％に急上昇した。これは

前年の 2倍以上であり、政府見通しの上限 10.5％を大きく上回るものであった。2006 年も



9.8％と物価上昇傾向は継続し、南米ではベネズエラ、パラグアイに次ぐ高率となっている。 
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出典：アルゼンチン経済・生産省 

図-3 消費者物価率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 各論 

1．鉱業市場動向 

1.1．鉱業概況 

アルゼンチンは日本の約 7倍、2,776,889km2の国土面積を有する、鉱物資源の豊かな国であ

る。非鉄金属鉱物資源については、その殆どが、チリ国境のアンデス山脈およびパタゴニ

アの Decead 地方に限定されるものの、その鉱物資源ポテンシャルは高く、探鉱が十分に進

んでいない地域が多く存在することから魅力的な探鉱投資国となっている。Fraser 

Institute の投資ランキングにおいても、アルゼンチンはラテンアメリカではチリ、メキシ

コ、ブラジルに次いでランキングされ、同国の鉱物資源ポテンシャルの高さや良好な投資

環境が世界的な注目を集めている。 

最近のアルゼンチンの鉱業は、歴史的な金属価格の高騰により活況を呈し、銅・金等の

活発な探鉱・開発活動が実施された。Metals Economics Group(2007) によると、2006 年の

アルゼンチンにおける探鉱投資額は前年比 12％増の 178 百万 US$となり、中南米ではペル

ー、メキシコ、ブラジル、チリに次ぐ第 5位、世界順位は第 12 位であった。また、アルゼ

ンチン鉱業庁の発表によれば、2006 年の探鉱を含む鉱業分野全体への投資額は 2005 年の

8.3 億 US$から 56.5％増加し、13 億 US$となった。探鉱ボーリング掘進長も 2005 年の

410,000m から増加し、2006 年には 478,500m に達した。 

順調な鉱業活動の一方、環境問題がクローズアップされ、地域住民や環境団体の運動に

よりいくつかの優良プロジェクトが延期・中止された。2003 年 4 月に地域住民等の反対に

より延期されていた Chubut 州の Esquel 金・銀プロジェクトは正式に撤退、2004 年の Chubut

州の探鉱活動禁止法案の採択、2005 年 Rio Negro 州のシアン・水銀の使用を禁止する法律

の制定に続き、La Rioja 州、Mendoza 州、Tucuman 州、La Pampa 州においてもシアン等の

有害物質の使用を禁止する法案が採択され、幾つかの優良プロジェクトが中断を余儀なく

される事態にまで発展している。 

 

1.2．地質・鉱床概要 

以下の記載は、平成 16 年度情報収集事業報告書「資源開発環境調査、アルゼンチン」（JOGMEC 

2006.9）による。 

 

1.2.1 地質・地質構造 

 アルゼンチン国土の主要部は、次の 5つのテレーンから構成されると考えられている： 

・ リオデラプラタ・クラトン(Rio de la Plata Craton) 

・ パンピア帯(Pampia) 

・ クジャニア帯(Cuyania) 

・ チレニア帯(Chilenia) 



・ パタゴニア帯(Patagonia) 

 

 リオデラプラタ・クラトンは、Florida terrane と Buenos Aires terrane が 2,300～2,100 

Ma に衝突し、それが Tandilia terrane に 2,100～1,900 Ma に付加された後に、原生代早期

に融合して固結した。縫合以前の沈み込みに関連して、２つのマグマ孤が発達したとされ

ている。それらの縫合帯は、塩基性及び超塩基性岩帯に認められる。Valcasi terrane の付

加は 750～700 Ma に行われた。 

 パンピア帯は、片岩及び片麻岩を伴う大理石の基盤から構成されており、それらは 1,000

～900 Ma 頃の安定な縁海おける堆積物が変成したものである。パンピア帯は、原生代後期

(750 Ma)にリオデラプラタ・クラトンと衝突して付加されたものである。リオデラプラタ・

クラトンにおける縫合繊の形成に先立つカルクアルカリ系列のマグマ弧は、トーナライト

と正片麻岩によって代表される。縫合線は衝上したオフィオライト岩体の存在によって証

拠づけられる。また、塩基性―超塩基性岩帯によって示される縫合線もあり、それらのう

ちの最大のものは古生代早期の Famatina terrane の付加に対応している。パンピア帯とリ

オデラプラタ・クラトンの間の主要縫合線と超塩基性岩帯によって画される地域は、背弧

の引張の場を示すものであり、Cordoba 地域の従属的なテレーンであると解釈されている。 

 パンピア帯の北西端においては、Arequipa-Antofalla terrane が付加されており、Puna

地域の基盤を形成している。そこでの現在の位置関係は、原生代後期に形成されたもので

ある。また、鉛の同位体データによると、アマゾン・クラトンとの初生的な関連を示唆し

ている。 

 Arequipa-Antofalla terrane はおそらく、1,000 Ma 以前に集積したドメイン・グループ

によって形成されている。それは 2ブロックに分類され、北部の Arequipa 帯は原生代の早

期から中期のものであり、南部の Antofalla 帯は原生代後期から古生代最早期のものであ

り、アルゼンチンの最北西部を形成している。 

 Canani 及び La Quesera の深成岩は、Arequipa-Antofalla 縫合線形成以前のマグマ弧を

代表する。それらは原生代早期のリフティング過程においてパンピア帯から分離し、縁辺

的な堆積盆を形成し、Ocloyica 造山運動に伴って縫合線を再構築したと見られる。Puna 東

部の火山帯については、非衝突の再生マグマとの見解があるものの、その縫合線以前のマ

グマ弧を代表するものと考えられる。また、古生代早期には付加が行われ、Famatina terrane

のパンピアの部分が形成された。 

クジャニア帯は、Cuyania-Precordillera とも呼ばれ、変成年代が 1,100～900 Ma とされ

ている高度及び低度の変成岩類と古生代最早期の堆積岩類から構成されている。この堆積

岩類及び基盤の変成岩の変成年代が有する特徴から、これらが Laurentia 東部の Grenvilla

帯に起源を有することが示唆される。それにはクジャニア帯と Precordillera terrane が

原生代に付加したことを示す縫合線を伴う地域が含まれ、その地域は Pie de Palo 山脈の

西斜面に出現する。パンピア帯はオルトビス紀末頃に付加したとされている。Puna 東部の



斜面に噴出したオルドビス紀のマグマ活動の南方延長は、その縫合線以前のマグマ弧に相

当する。 

 チレニア帯の基盤は、古生代後期のマグマ活動及び変成作用によって被覆されている。

基盤には 500～415 Ma の間に変形と変成を受けた形跡があり、シルル紀の堆積物に覆われ

る。その起源については不明な点がある。チレニア帯はデボン紀後期にクジャニア帯に付

加した。その縫合線は、多数の断片的なオフィオライト岩体によって示される。深成岩と

部分的には安山岩質火山岩が Cordillera Frontal を形成し、その縫合線以前のマグマ弧を

代表している。その北方延長に関しては、チレニア帯と Arequipa-Antofalla terrane との

境界が 27°30’S 付近であるとされている。 

 パタゴニア帯は、Somuncura 地塊と Deseado 地塊の 2つの地塊から構成されている。それ

らは古生代早期のFamatina造山運動のときに衝突したものであり、それに先行してDeseado

地塊の沈み込みに関係するマグマ弧の活動があった。 

 パタゴニアがアルゼンチンと完全に接合したのは古生代後期であり、それが大規模付加

運動としては最後のものである。Somuncura 地塊におけるペルム紀の深成岩活動は、この縫

合線に先立つマグマ弧に相当するものである。縫合線は、西部においては付加後のマグマ

活動や中生代から新生代の堆積物によって抹消されているため、その位置状況については

論争がある。 

 

次に各時代の地層について概略を述べる。 

始生界の岩石はアルゼンチンでは同定されておらず、最古の地層は原生代中期のタンデ

ィリア造山サイクル(2,000～1,800 Ma)に相当する。これらの岩石は花崗岩類及び片麻岩か

らなり、リオデラプラタ・クラトン及びブラジル・クラトンに関連して、中～高度の変成

作用を受けている。それらは Gran Chaco 地域の基盤を構成し、Buenos Aires 地域に部分的

に露出する。 

先カンブリア紀後期からカンブリア紀早期のパンピア造山サイクルの期間、造山運動が

アルゼンチンの北部～中部に起こり、北西―南東方向に引き続いた。これによって多様な

サイクルの変形運動が生じ、大規模な花崗岩の迸入を伴った。これらの地層は火山岩及び

変成岩からなり、Puna 帯、Cordillera Oriental 帯、Sierras Panpeanas 帯の基盤を構成し

ている。それらの地域では、第三紀末のアンデス造山運動の期間に大略南北方向の断層に

よるブロック化を蒙っている。 

カンブリア紀後期からデボン紀の間にファマティナ造山サイクルが起こった。この間、

縁海堆積盆がアルゼンチン西部の厚い堆積物が集積する地域で発達した。そこにおいては

堆積盆内で堆積環境が変化に富んでいる特徴を有する。これらの堆積物はアルゼンチンの

北西部の各州に広く露出し、その堆積物のシーケンスはペルー及びボリビアへと追跡する

ことができる。また、それらは南東に続き、下部古生界のシーケンスが Buenos Aires 州南

東部で再露出する。それらの岩石は南部アフリカにおける岩石との類似性を有している。 



オルドビス紀からシルル紀にかけての時期に、アルゼンチン北西部はオクロジカ造山運

動に関連する造構運動の影響を受けた。下部古生界のシーケンスの変形とマグマ弧の形成

は花崗岩類の迸入、ミロナイト質片麻岩、ペグマタイト、酸性及び塩基性岩脈の生成をも

たらした。 

石炭紀と三畳紀の間のゴンドワナ・サイクルは、その初期において更なる変形と花崗岩

類の迸入をもたらした。それからはマグマ活動や構造運動を全く伴わない陸生堆積物の堆

積時期となった。しかしながら、ペルム紀早期末から三畳紀早期に継続したサンラファエ

リナ造山運動は、集中的な火山活動と深成岩の活動をもたらした。最も活動の激しかった

のは San Juan、 Mendoza、 Neuquen の各地域である。 

三畳紀には多数の陸上盆地が形成され、それはジュラ紀における顕著な海盆での堆積へ

と引き続いた。このプロセスは、ジュラ紀中期の南部大西洋の拡大によって最高潮に達し

た。三畳紀における陸上盆地堆積物は、アルゼンチンの西部において南北方向に連なり、

南部はパタゴニアまで連続している。 

ジュラ紀と白亜紀の大半を占めるパタゴニア造山サイクルの間にリフティング運動があ

り、上昇した海盆はアルゼンチンの南部及び西部の広大な範囲に分布している。この時期

の陸生堆積物はアルゼンチン中央部では地下に潜っているが、パタゴニアでは広く露出し

ている。そこにおいては、ジュラ紀の堆積物が広範囲なイグニンブライトとその他の火山

噴出物の産出に付随している。アルゼンチン北東部では Parana 高原からの塊状の玄武岩溶

岩が分布している。その全体の分布域は、ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグ

アイに跨る約百万 km2の範囲にわたっている。 

 アンデス地帯の上昇は第三紀に始まり、そのプロセスは今日も継続している(アンデス造

山サイクル)。連続的な構造運動及び火山活動は、山脈の形成と厚さ数千 mに達する陸上堆

積物の堆積をもたらした。暁新世から始新世には、主に酸性火山岩からなる火山活動がチ

リ側アンデスの広い範囲で発生した。一方、南部及び東部の Mendoza 州、Santa Cruz 州に

おける火山岩は主として玄武岩質である。 

 第三紀の堆積物はアルゼンチン全土に広く分布し、中央部及び北部では砕屑物や火山砕

屑物が最大１万 mの厚さで分布する。そして、東部及び南部では主に陸棚堆積物が分布す

る。アルゼンチンの中央部、北部及び東部の大半には第四系が分布し、これらは河川堆積

物、湖沼堆積物及び風化堆積物からなり、広大な平原を形成している。 

 Puna 地域には、主に安山岩・石英安山岩の噴出活動が広範囲に認められる。一方、Mendoza

州及び Neuquen 州の高山地帯における第四紀の火山活動は玄武岩が卓越する。 

Mendoza、Neuquen、Santa Cruz、 Rio Negro, Chubut の各州の丘陵地帯には大量の玄武岩

溶岩が分布している。 

 アルゼンチンの地質構造図を図-4 に示す。 



 
図-４ アルゼンチンの地質概要図        

  出典：Director Nacional del Servicio Geologico(1996) 

 

 

1.2.2. 鉱床・鉱床生成区 

 アルゼンチンにおける鉱化作用は、上述した構造運動及びマグマ活動と基本的に関係す

る。地史とそれぞれの時代の主要な鉱化作用及び鉱床生成の場について概観すると、次の

ようになる。 

 アルゼンチンの中央部にはパンピア造山サイクルの変成した先カンブリア界の基盤が露



出し、脈状及び層状の金・銀、鉛・亜鉛、タングステンの鉱化作用を伴っている。これら

は San Luis 州及び Cordoba 州の丘陵地帯に広範囲に分布している。パンピア造山サイクル

の鉱化作用はパタゴニアの北部にも認められ、San Martin 鉱山におけるタングステン鉱化

作用が知られているが、古生代の花崗岩類の貫入によってリモビゼーションを受けている

可能性がある。塩基性及び超塩基性岩体は Cordoba 州においてポディフォーム型クロム鉱

床を胚胎し、San Luis 州の Las Aguilas と Catamarca 州の Sierra de Fiambala においてニ

ッケル・コバルト、銅鉱床を胚胎する。 

 広範囲な鉱化作用がファマティナ造山サイクルのオルドビス系堆積岩層に関連して存在

する。Jujuy 州の Pirquitas 鉱山の錫鉱床、Jujuy 州 Sierra de la Rinconada-Santa Catalina

から Catamarca 州 Salar del Hombre Muerto の南にかけての金鉱床、Jujuy 州の El Aguilar

や La Rioja 州の La Helvecia における層状の銀、鉛・亜鉛鉱床、Salta 州の La Colorada

や San Juan 州の Santa Elena で発見された古生代の海底火山活動による金、銅、鉛・亜鉛

の塊状硫化物鉱床、Rio Negro 州の Sierra Grande や Jujuy 州の Zapla で発見されたシルル

紀の堆積盆における堆積性鉄鉱床などが列挙される。 

 ペルム紀から三畳紀のゴンドワナ造山サイクルに関係する鉱化作用は主として多金属型

鉱床であり、Las Picazas における金、鉛・亜鉛鉱床、Sierra Pintada におけるウラン、

Santa Clara, El Portillo, Infiernillo などの銅・モリブデン鉱床、Josefina における

タングステン鉱床などがその例である。これらは全て Mendoza 州に産する。 

 パタゴニア造山サイクルの鉱化作用は、南部大西洋の拡大に伴うマグマ活動とそれによ

る堆積盆―火山弧の発達に関係するものである。堆積性及び化学的堆積プロセスに関係す

る鉱化作用としては、Mendoza 州及び Neuquen 州におけるジュラ紀から白亜紀の堆積盆およ

び Salta 州における白亜紀の堆積盆中の銅、ウラン、バナジウム鉱床が知られている。

Mendoza 州及び Neuquen 州の Rio Colorado のカリ鉱床も白亜紀に生成したものである。 

 海洋の拡大に関係する火成活動は、Santa Cruz 州において流紋岩コンプレックスに伴う

含金石英脈の Cerro Vanguardia 鉱床を生成している。 

 ジュラ紀の火成活動は 42°S 以南のパタゴニア地域に多金属型硫化物鉱床を生成してお

り、Chubut 州に Lago Fontana, Corcovado, Los Manatiales などの鉱床が存在している。

また、Mendoza 州の El Burrero 鉱山のように高山地帯にマント型銅鉱床を生成している。

白亜紀の火成活動に関係する鉱化作用としては、Neuquen 州の Campana Mahuida のような

銅・モリブデン鉱床と、Chubut 州の Huemules や Neuquen 州の Andacollo のような金鉱床が

挙げられる。白亜紀の Salta 州におけるアルカリ質花崗岩の貫入は、カーボナタイトを伴

い、レアアース鉱床の生成をもたらした。 

 アンデス造山サイクルによる鉱化作用には化学的堆積性のものと火成活動によるものと

がある。前者は Salta 州の Tincalayu や Sijes のような陸上堆積盆に形成された第三紀の

硼酸塩を含む蒸発含鉱床である。後者は第四紀の同様な環境における塩湖の生成物であり、

Catamarca 州の Salar del Hombre Muerto のようにリチウムが経済性を有するまで濃集した



ものである。 

 連続的なマグマ弧の活動は第三紀末からポーフィリーカッパー鉱床を含む重要な鉱化作

用をもたらした。漸新世の活動は Salta 州の Acay-Organullo の多金属型鉱化作用をもたら

した。中新世～鮮新世の活動はアンデス造山サイクルで最も重要なものであり、アルゼン

チンにおける銅・モリブデンと銅・金・モリブデンを含むポーフィリーカッパー鉱床をも

たらしている。これらに関して、Catamarca 州の Bajo de la Alumbrera, San Juan 州の El 

Pachon, Mendoza 州の Paramillos Norte/Sur が代表として挙げられる。この時代のその他

の鉱化作用としては、San Juan 州の Valle de Cura、Catamarca 州の Laguna Verde や San Luis

州の Carolina のような鉱染、鉱脈、ストックワークの金鉱床が存在する。一方、Jujuy 州

の Pan de Azucar や Mendoza 州の Paramillos de Uspallata のような銀、鉛・亜鉛の鉱脈

型鉱床も存在する。 

 更新世～完新世の火山活動は硫黄鉱床をもたらしており、Mendoza 州の Volcan Overo や

Salta 州の La Casualidad 鉱床が存在する。また、この火山活動は地熱エネルギー資源とし

て重要性が高い。 

 

次にアルゼンチンにおける主要鉱床地帯について述べる。 

 アルゼンチンにおける銅及び金の鉱化作用は主として次の 3地域に分布する。 

(1)その１つは、南部アンデスの銅鉱床帯であり、1,000km 以上にわたってアルゼンチンの

北西部を通過し、幅は 500km 以上にも及ぶ。国境を隔てたチリ側のポーフィリーカッパー

鉱床を反映して、アルゼンチン側には Bajo de la Alumbrera, El Pachon や Paramillos Sur

などの鉱床が産出する。 

(2)次はチリの Maricunga-El Indio 金鉱床帯のアルゼンチン側の箇所である。 

(3)他は最近開発された南部パタゴニアの Santa Cruz 州金鉱床地帯である。 

 Maricunga-El Indio 金鉱床帯は延長 450km でチリの国境に沿って走っており、50km 程ア

ルゼンチン側に広がる。地質は中新世～鮮新世の火山岩類であり、これらが金の鉱化作用

の胚胎母岩となっている。Santa Cruz 州金鉱床地帯はジュラ紀の酸性火成岩帯に発見され

たもので、分布域は約 8万 km2に及ぶ。鉱化作用に伴って広範囲な浅熱水性の変質帯が生成

している。 

 

 鉱床探査及び鉱業生産のこれまでの主要な活動は、Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, 

Mendoza といったアルゼンチンの北西部から西部の 5州に集中している。北西部の Jujuy 州

及び Salta 州の鉱床は、ボリビアの典型的な鉱床型とチリ北部で発見されている鉱床型と

の漸移的なものである。このように、Jujuy 州西部の熱水性銀・鉛・亜鉛鉱床はボリビアの

卑金属鉱床帯の延長を代表するとともに、同州北西部においては、そこで発見されている

銀、錫・タングステン鉱床と、国境の反対側で発見されている鉱床との類似性を有してい

る。この地域は金－アンチモンの組み合わせや、浅熱水性の金・銀、水銀の鉱床、Puna の



高地山間盆地の蒸発岩鉱床などをも胚胎している。蒸発岩は硼酸塩、リチウム、カリなど

を含んでおり、蒸発岩の産地は火山岩中に胚胎する浅熱水性鉱床と同様に Salta 州内に延

びている。Salta 州西部は更なる漸移帯であり、ポーフィリーカッパー鉱床のポテンシャル

を有する。一方、Salta 州の東部アンデス地帯は以前より金・銀の産出地であり、貴金属お

よび卑金属鉱床胚胎が期待される地域である。 

 Catamarca 州において、チリ北部とボリビアの幅広い地質の混合は幅の狭いものとなり、

その姿はアルゼンチンの中央および南部アンデスでの典型的なものとなる。この漸移帯で

の鉱化作用としてはポーフィリーカッパー鉱床があり、浅熱水性の多金属・貴金属鉱床を

伴う。しかし、これらの鉱床は規模がチリ側の鉱床より一般的に大きくない。 

 アルゼンチンの金鉱石の多くには自然金が認められ、一部に金・テルル化物を伴う。細

粒に分離した金が石英脈や黄鉄鉱、硫砒鉄鉱、黄銅鉱、輝安鉱などの硫化物に伴って認め

られる。金粒のサイズは大きく変化し、Catamarca 州の Farallon Negro 鉱山では 0.02～

0.13mm であり、Bajo de la Alumbrera では 10～12 ミクロンである。金鉱床は大きく 3タ

イプに分類されており、それらは、(1)Santa Cruz 州の浅熱水金鉱床、(2)熱水性の金・銅

鉱化作用、(3)そしてアンデス地帯における浅熱水金鉱床である。 

 現在、金鉱床の地質については探査活動で得られた新たな情報によって見直しがなされ

ている。例えば、San Juan 州に古くから知られている Huailan 地区における金鉱床の再分

類により、米国でカーリン型の炭酸塩岩を母岩とする浅熱水型との類似性が指摘されてい

る。また、初生金鉱床に加え、含金硫化鉄鉱物の風化と侵食による沖積性ないし残留性の

金鉱床が各地に分布している。また、南部のパタゴニア地方において、浅熱水金鉱床が見

つかり、探鉱プロジェクトが動き出している。 

 

1.3．生産・輸出入動向 

1.3.1 主要鉱産物の生産動向 

アルゼンチンは鉱物資源が非常に豊かな国である。約 2.8 百万 km2近い面積を誇り、アン

デス山脈には、3,500km に亘って様々な操業鉱山や探鉱プロジェクトが存在する。 

 アルゼンチンの主な鉱物資源は銅、鉛、亜鉛、金、銀、リチウムで、この他、ホウ酸ナ

トリウム、岩塩、珪藻石、重晶石等の非金属鉱物を生産している。 

 

2006 年の主要鉱産物の生産量は銅：187,240t（前年と同量）、金：28.3t（前年比 1.4％

増）、銀：273.9t（前年比 3.8％増）、鉛：13,728t（前年比 28.5％増）亜鉛：31,870t（前

年比 5.4％増）といずれも前年と比べ増加した。アルゼンチンにおける主要鉱産物生産量推

移を表 2に、銅、鉛・亜鉛、金・銀の生産量の推移を図-5、図-6、図-7 に、鉱産物生産額

の推移を図-8 にそれぞれ示す。 

銅生産のほとんどは Bajo de la Alumbrera 鉱山（ポーフィーリー銅・金鉱床）によるも

ので、近年はほぼ一定の生産水準（20 万 t/年前後）を保っている。金生産は主に Bajo de la 



Alumbrera 鉱山の銅の副産物、Cerro Vanguardia 鉱山（浅熱水性金銀鉱床）、Veradero 鉱山

（高硫化系金銀鉱床）によるもので、2005 年の Veradero 鉱山開発により今後、生産量が増

加すると予測される。鉛・亜鉛は Aguilar 鉱山（SEDEX 型鉛・亜鉛鉱床）によるものである

が、資源の枯渇により減産傾向にある。 

 

表-2 アルゼンチンにおける主要鉱産物生産量の推移 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

銅(t) 170,273 210,126 145,197 191,667 204,027 199,020 177,143 187,317 187,240 

鉛(t) 15,004 14,256 14,115 12,334 12,011 12,079 9,511 10,683 13,728 

亜鉛(t) 35,560 34,192 34,858 39,703 37,325 29,839 27,220 30,227 31,870 

金(kg) 20,400 38,515 25,956 30,632 32,506 29,744 28,466 27,904 28,300 

銀(kg) 35,768 73,785 78,271 152,802 125,865 133,917 172,387 263,766 273,858 

ﾁﾘｳﾑ(t) 3,428 1,626 2,697 1,588 2,052 2,805 4,225 5,904 14,664 

ｶﾄﾞﾐｳﾑ(t) 145 140 137 160 153 126 111 124 91 

*Estimate 

出典：アルゼンチン連邦鉱業庁 

 

2002 年からの銅・金等の鉱産物の生産量に大きな変化は認められない（銀の生産量増加

を除く）が、近年の金属価格の高騰により、生産額は急増している。 

アルゼンチンは現在、El Pachon（操業開始予定 2010 年－銅・金）、Agua Rica(同 2010

年－銅・金)、Pascua-Lama（同 2010 年－金）、Manantial Espejo（同 2008 年－金・銀）、

Gualcamayo（同 2008 年－金）、Casposo（2008 年－金）等の多くのアドバンスステージの優

良プロジェクトを保有しており、これらのプロジェクトの開発により、銅、金･銀の生産量

が増加することが期待される。 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006（est.） 年

トン

銅生産量

 
    出典：アルゼンチン連邦鉱業庁 

図-5  銅生産量の推移 
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出典：アルゼンチン連邦鉱業庁 

図-6  鉛・亜鉛生産量の推移 
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出典：アルゼンチン連邦鉱業庁 

図-7  金・銀生産量の推移 
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出典：アルゼンチン連邦鉱業庁 

図－8 鉱産物生産額の推移 

 

アルゼンチンの鉱業生産が GDP 全体に占める比率を分析すると、僅かであるがしっかり

とした増加傾向が見られ、1993 年の 1.5％から 2004 年には 2.0％となっている。同様に、

鉱業生産が財の生産全体に占める割合も同期間に 4.6％から 6.1％に増えている。 

また、連邦鉱業庁の発表によると、2006 年の鉱業に従事する直接労業者数は、2002 年の

24,000 人から 53.5％増加し 36,850 人に、間接労働者数は 2002 年の 97,000 人から 33.0％

増加し、129,000 人になった。 

アルゼンチンの鉱業生産が財の生産及び GDP 全体に占める割合の図-9 示す。 

 



0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 年

比率（％）

鉱業の財の生産に
占める比率

鉱業の国内総生産
に占める比率

 

出典：CEPAL 資料（経済・生産省主計課のデータに基づく） 

図-9 鉱業が財の生産・GDP に占める比率の推移 

 

1.3.2. 主要鉱産物の輸出入動向 

 アルゼンチンの最近の輸出入動向について、図-10 に 1996 年～2006 年までの輸出入額及

び貿易収支の推移を示す。輸出額については 1999 年のブラジル金融危機、2002 年のアルゼ

ンチン経済危機により若干の下落があったものの、毎年順調に伸びており、2002 年～2006

年の平均増加率は約 20％である。2006 年の輸出額は、465 億 2,800 万 US$（前年比 16.0％

増）と過去最高を記録した。一方、輸入額は 2002 年の経済危機のときに前年比 55.8％減の

大きな落ち込みを記録しが、これ以降は経済の回復に伴い輸出同様顕著な増加傾向にある。

2006 年の輸入額は、341 億 5,900 万 US$（前年比 19.0％増）であった。貿易収支は 1999 年

までは輸入超過が続いていたが 2000 年に逆転、2002 年に輸入額が大幅に減少したことによ

り輸出超過となり、これ以降は年間 100 億 US$以上の輸出超過の状態が続いている。2006

年の貿易収支は、139 億 7,600 万 US$（前年比 9.1％増）と高水準を維持している。 
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出典：アルゼンチン経済・生産省 

図-10 輸出入額、貿易収支の推移 

 

主な輸出費品の構成比は 2005 年実績ベースで、穀物、油糧種子等の一次産品が 19.8％、

食品産業残留物、油脂等の農畜産物加工品が 32.9％、輸送機器、金属製品、化学製品、機

械･電気等の工業製品が 29.8％、原油、天然ガス等の燃料・エネルギーが 17.5％で、一次

産品とその加工品の割合が全体の 50％以上と高いのが特徴である（図-11 参照）。 

 一方、主な輸入品の構成比は、機械・機器 17.0％、自動車 14.8％、電気機器 12.6％、有

機化学品 6.0％、プラスチック 5.2％、鉱物性燃料 5.0％となっている。工業製品が高い比

率を占めるのが特徴であり、アルゼンチンの輸出入は一次産品を輸出し、工業製品を輸入

するという構造となっている。 
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出典：国家統計・センサス局（INDEC） 

図-11 輸出入品の構成（2005 年） 



 

 アルゼンチンの主要地域・国別輸出入比較を図-12 に示す。輸出入ともメルコスール（南

米南部共同市場：アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ）がトップで、EU、

NAFTA(北米自由貿易協定：米国、カナダ、メキシコ)がこれに続く。特徴的なのは中国との

貿易で、輸出入とも近年急激な伸びを示している。 

 日本への主な輸出品目は非鉄金属鉱物 31％、アルミ 19％、えび 7％、日本からの主な輸

入品目は乗用車 16％、自動車部品 15％、原動機 9％、等である（％はいずれも 2004 年ウェ

ート：JETRO HP）。 
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図-12 主要地域・国別輸出入比較（2006 年） 

 

1.4．投資状況 

アルゼンチン連邦鉱業庁発表のデータによると、2006 年にアルゼンチンの鉱業分野にお

ける探鉱・生産活動への投資額は 39 億ペソを超える歴史的新記録を達成した。これは約 13

億 US$に相当し、2005 年の投資額 8.3 億 US$と比べ 56.4％増加した。これらの投資を行っ

たのは国内資本の他、カナダ、ペルー、中国、ブラジル、米国、南ア、チリ、スイス、オ

ーストラリア、その他諸国と様々な国に亘っている。 

アルゼンチン政府の公式発表によると、これら 39 億ペソの投資の 71％は建設前のアドバ

ンスステージ段階にあるプロジェクトで、Santa Cruz 州の San José プロジェクト及び

Manantial Espejo プロジェクト、Jujuy 州の Pirquitas プロジェクト、San Juan 州の Lama 

Pascua 及び Gualcamayo プロジェクト、Mendoza 州の Potasio Río Colorado プロジェクト、

Catamarca 州の Agua Rica プロジェクト、その他がこれに相当する。なお、この 71％の中

には、産業用鉱物や装飾用岩石の採石場の再開プロジェクトも含まれている。 

また、上記投資額の 16％は探査や初期段階の探鉱等の非常にリスクのある分野への投資

である。2006 年の探鉱活動における総ボーリング掘削長は 478,500m（前年比 16.7％増）で

過去最高を記録した。 

総投資額の残り 13％は、生産段階にあるプロジェクトの技術革新、技術近代化に対する



投資であり、例えば、Jujuy 州の Aguilar 鉱山、Santa Cruz 州の Cerro Vanguardia 鉱山、

Catamarca 州の Bajo de la Alumbrera 鉱山会社、その他、産業用鉱物・装飾用岩石の生産

に従事する中小企業の投資である。 

投資額の大幅増に加え、鉱石及びその派生製品の輸出額も 2006 年に過去最高を記録し、

対 2005 年比 71％増、対 2004 年比 141％増の 7,950 百万ペソ（US$2,650 百万）に達した。

輸出先国も新規の輸出先国を加え 50 か国以上に昇っている。 

鉱業投資額の推移を図-13 に、総ボーリング掘削長の推移を図-14 に示す。 
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出典：アルゼンチン連邦鉱業庁 

図-13 鉱業投資額の推移 
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出典：アルゼンチン連邦鉱業庁 

図-14 探鉱活動における総ボーリング掘削長 

 

非営利団体で社会・経済の研究を行なっているカナダの Fraser Institute が実施したア

ンケート調査（2005－2006）によると、下記諸表に見られるとおりアルゼンチンは鉱山国

として大変良い評価を受けている。なお、この調査は鉱山会社 322 社からの回答をもとに

行ったもので、これら会社の探鉱予算合計額は 18 億 30 百万$であった。Metals Economics 

Group によると、2005 年のアルゼンチンの探鉱予算総額は 52 億$であったので、調査対象

となった鉱山会社の探鉱費合計はその 3分の 1に相当する。 
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(1) Bajo de la Alumbrera 鉱山 

 位   置：Catamarca 州中央部 

 権   益：Xstrata 社 50％、Goldcorp 社(加)37.5％、Northern Orion 社(加)12.5％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：ポーフィリー銅・金鉱床 

 鉱量・品位：埋蔵鉱量（確定+推定）は 3.9 億ｔ（銅 0.47％、金 0.51g/t）で、資源量は

4.2 億ｔ（銅 0.47％、金 0.50g/t） 

 操 業 開 始：1997 年 10 月 31 日に試験操業を開始 

生 産 量：銅生産量 180 千 t、金生産量 641,158oz（20.0t）（2006 年） 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：15 年 

概   要：Bajo de la Alumbrera 鉱床は、Catamarca 州 Belen 地区、Andalgala の北東

150km の標高 2,300～2,650m に位置するポーフィリー銅・金鉱床。Minera 

Alumbrera Ltd.が操業。鉱区については、開発当初からの契約で Catamarca

州鉱業公社 YMAD(Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio：Catamarca

州政府、Tucuman 大学、連邦政府の各代表により設立された公社)が所有し

ている。鉱業権を Minera Alumbrera Ltd.が租借する形となっており、YMAD

は、利益が生じた時点で税引前利益の 20％を得ることになっている。 

開発当初州へのロイヤルティに関して鉱山側と州政府との間でその算定方

法について争議があったが、2000 年 12 月の同州議会は連邦政府鉱業投資法

第 22 条が定める上限 3％を州の”Regalias”（権利金）とし、”boca mina”

と呼ばれる山元価格から生産費用を差し引いた額（機械設備の減価償却は

加算されない）を母数とすることで合意した。 

1997 年 10 月 31 日に試験操業を開始。初期投資額は 1,200 百万 US$で、

露天掘採掘準備、選鉱場（87,500t/日）、Tucuman 市からの 220kV、200km の

送電線、Tucuman 市 Cruz del Norte のフィルタープレス設備、310km の精

鉱スラリーパイプライン、San Martin 精鉱積出港設備等からなる。Cruz del 

Norte～San Martin 間の 830km は鉄道輸送である。採掘中のピットは盆地で

周囲は山岳に囲まれておりピットの直径は 1,300m までと制限される。 

2006 年の銅生産量は鉱石品位の低下により前年比 3.8％減の 180 千 t を

記録した。金生産量は前年比 11.1％増の 641,158oz（約 20.0t）となった。

キャッシュコストは選鉱・輸送コスト等の増加により前年の 10¢/lb から

20¢/lb に上昇した。 

同鉱山では、過去 4 年間に亘り 60 百万 US$を投資し、選鉱場等の各種施

設の増強を行っている。また、15.5 百万 US$を投資し、処理能力 4,400t/

年のモリブデン精鉱生産プラントを建設する予定で、2007 年 8 月から建設

を開始する見込みである。 

(2) Aguilar 鉱山 



 位   置：Jujuy 州北東部 

 権   益：Glencore 社 89％ IFC（世界銀行のファイナンス会社）11％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：SEDEX 型鉛・亜鉛鉱床 

 鉱量・品位：開山以来、これまでに約 40 百万 t、鉛 亜鉛:12％を生産、Aguilar 鉱床の

採掘はほぼ終了（現在 Esperanza 鉱床を採掘中） 

 操 業 開 始：1936 年 

生 産 量：粗鉱量 542,000t/年、亜鉛精鉱 70,000t/年(亜鉛:49.5％)、鉛精鉱 18,000t/

年 (鉛:75.0％、銀：1,242g/t) 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：10 年 

概   要：Mina Aguilar 鉱山は、Jujuy 州 Jujuy 市の北東 240km に位置する南米最大

の SEDEX 型鉛・亜鉛鉱床で、アルゼンチンでは唯一の鉛・亜鉛鉱山である。

1936 年に操業を開始しており既に最盛期を過ぎた鉱山である。1990 年には

鉱量枯渇から閉山寸前であったが Esperanza 鉱床の発見で現在も操業を行

っている。Aguilar 鉱床の採掘はほぼ終了し、現在 Esperanza 鉱床を採掘中。

亜鉛精鉱は San Juan 州で、鉛精鉱は Jujuy 州で処理。2004 年 Minera San 

Jose(ボリビアの前大統領 Gonzalo Sanchez 関連会社)の所有していた

Minera Aguilar 社の権益 89％をスイスの Glencore 社が買収、残り 11％は

世界銀行のファイナンス会社 IFC が所有。残存鉱量が少ないことから、2006

年から4年間かけて、鉱量増加のための積極的な周辺探鉱を実施する予定。

投資額は 70 百万 US$。また、これまでに 12 百万 US$を投じて新たな選鉱プ

ラント新設、パイプライン網整備、燃料を石油から天然ガスに変更してい

る。Jujuy 州政府は、鉱山開発にインセンティブを与えるため、3％のロイ

ヤルティからの探鉱投資の 1％控除を実施している。 

 

 (3) Cerro Vanguardia 鉱山 

位   置：Santa Cruz 州 Magallanes 地区 

 権   益：Anglo Gold 社 92.5％、Santa Cruz 州鉱業公社 Formicruz：7.5％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：浅熱水性低硫化系金・銀鉱床、SEDEX 型金・銀鉱床 

 鉱量・品位：埋蔵鉱量は約 6百万 t、品位 6.9g/t で金量は 1.34 百万 oz、 

生 産 量：粗鉱量 657,000ｔ/年、金 232,000oz(7.2t)、銀 2 百万 oz(62.2t) キャッシ

ュコストは 225$/oz  

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：約 9年 

概   要：Cerro Vanguardia 鉱山は同国南部 Santa Cruz 州 San Julian の北東 150km

に位置するジュラ紀中期の浅熱水性低硫化系金銀鉱床。６つの露天掘りで

採掘しカーボンインリーチから Merrill-Cwowe 工程の後、精錬してドーレ

を生産している。露天掘り採掘は 24 時間、年間無休状態で粗鉱量 1百万ｔ



/年を採掘している。2006 年の金生産量は金品位が 2005 年の 7.7g/t から

7.3g/t に低下したものの、採鉱量が 8％増加したことにより前年比 1.8％増

の 232,000oz(7.2t)となった。キャッシュコストは金生産量の低下と銀クレ

ジットの低下により、2005 年の 171$/oz から 31.6％上昇し 225$/oz となっ

た。 

鉱区は標高 200m 程度の低平地に位置するが気候は夏冬で寒暖の差が激し

く（35～－20℃）、冬季には積雪が１m程度ある。初期投資額は270百万US$で、

既存ガスパイプラインからの支線44kmとガス火力発電所により14.6MWの電

力が、9km 先に位置する水井戸から 1,670m3/秒の用水が、また 12km 先の泉

から飲料水が供給される。製品であるドーレの運搬等用に鉱山から 7km に空

港が建設された。従業員は 906 人である。同金山の場合、州へのロイヤルテ

ィは山元価格の 1％と規定されている。 

 

(4) Salar de Hombre Muerto 鉱山 

位   置：Catamarca 州北西部、Salta 州との州境付近、標高 4,000m 

 権   益：FMC Lithium（米）100％ 

 鉱   種：リチウム 

 鉱量・品位：炭酸リチウム及び塩化リチウムの資源量は 85 万ｔ  

操 業 開 始：1998 年 4 月 

生 産 量：炭酸リチウム 11,200ｔ/年、塩化リチウム 7,250ｔ/年 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：40 年 

概   要：Salar de Hombre Muerto 鉱山は、Catamarca 州北西部、Salta 州との州境付

近、標高 4,000m に位置する Honbre de Muerto 塩湖にあり、FMC Lithium（米

国）の子会社 Empresa Minera de Altiplano S.A.が操業している。塩湖か

ら高濃度のリチウムを含むブラインを4台の大型ポンプでポンプアップし、

吸着・蒸発させリチウム塩を回収。毎年 37 百万 US$相当の炭酸リチウム、

塩化リチウムを米国、英国、日本、ドイツに輸出している。Salta 州には塩

化リチウム精製プラントを有する。投資額は 137 百万 US$。2004 年から、

10 百万 US$を投資して操業コスト削減をはかっている。 

 

(5) Veladero 鉱山 

位   置：San Juan 州、San Juan 市北東約 375km 

 権   益：Barrick 社 100% 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：高硫化系金・銀鉱床 

 鉱量・品位：金量 12.8 百万 oz（398t） 

 操 業 開 始：2005 年 9 月 



生 産 量：金生産量は 2005 年（9月-12 月）が 56,000oz、本格操業に入る 2006 年から

700,000oz/年（21.8t/年）。 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：17 年 

概   要：Veladero 鉱山は San Juan 州、Pascua-Lama 鉱床から６km ほど東、標高 5,000m

に位置する高硫化系金・銀鉱山。ジュニアカンパニーArgentine Gold 社の探

鉱に 1994 年 Barrick が参入し、1999 年には Homestake が参入した。2002 年

の Barrick と Homestake の合併により、現在は Barrick が 100％の権益を所持

する。探鉱の結果鉱量は増大しており、1999 年当初で金量 5.3 百万 oz（165t）

であったが、現在は金量 12.8 百万 oz（398t）になる。2002 年 10 月に F/S を

終了し、初期投資 540 百万 US$、キャッシュコスト US$155/oz である。2003

年 11 月には EIS（環境影響評価）が San Juan 州から承認され、同 12 月から

本格的開発がスタート、2005 年 9 月より操業を開始した。 

 

製錬所 

アルゼンチンでは現在下記の製錬所が操業している。 

Rosario(Santa Fe) Refinary 

操業会社：Cia Sulfacid SACI y F 

  権  益：Glencore International AG 100％ 

場  所：サンタフェ 

 生 産 品：亜鉛 

 生 産 量：40 千 t（2006 年実績） 

      出典：Raw Materials Data, February 2007, Raw Materials Group 

 

1.6．探鉱プロジェクト 

アルゼンチンは鉱業制度リフォーム後の1996～1997年には大規模鉱山開発に伴う大型投

資が見られたが、その後世界的な探鉱の冷え込みおよび経済危機に陥り探鉱活動は低迷し

ていた。しかし 2003 年後半以降の金属価格高騰から探鉱活動が活発化した。アルゼンチン

鉱業庁の発表によると、2003 年に約 50 件あった探鉱プロジェクトが、2005 年には約 275

件以上に増加、ボーリング掘進長も 478,500m に達し、今後も鉱業投資の顕著な伸びが予測

されている。アドバンススステージにある探鉱・開発プロジェクトについて、概要を以下

に記載する。 

 

(1) El Pachon  

位   置：San Juan 州東部 

 権   益：Xstrata 社 100％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：ポーフィリー銅・モリブデン鉱床 



 鉱量・品位：確定・推定埋蔵量 700 百万 t、銅：0.65％、モリブデン：0.014％、金：2.59g/t

（カットオフ品位銅 0.4％）、予想資源量 570 百万 t、銅：0.53％、モリブ

デン：0.014％、金：2.6g/t。 

 操 業 予 定：2010 年 

 予想投資額：15 億 US$ 

予想生産量：245,000t/年（銅精鉱）  

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：23 年以上 

概   要：El Pachon 鉱床は、San Juan 州 San Juan 市の東約 300km にあるポーフィリ

ー銅・モリブデン鉱床でチリとの国境から 2km ほど離れた標高 3,600～

4,100m に位置する。国境を挟んでチリ側第 IV 州には Los Pelambres 銅山（El 

Pachon の西 10km に位置する）が操業中。Cambior 社と Campan .Mina San Jose

社が 50/50 の権益を有していたが、2001 年 9 月に Noranda（現 Xstrata）が

28 百万 US$で買収した。 当初は、Los Pelambres 銅鉱山のオペレーションシ

ップを持つ Antofagasta Minerals Plc 社が買収し、Los Pelambres との統合

開発も有り得ると目されていた経緯もある。2005 年に概念スタディーを終了

し、現在 F/S を実施中で 2007 年末までに完了する見込みである。生産量

245,000t/年（銅精鉱）、キャッシュコスト 0.55-0.65/lb US$で初期投資額は

15 億 US$である。F/S でポジティブな結果が得られた場合、2010 から操業を

開始する予定である。 

 

(2) Agua Rica 

位   置：Catamarca 州 Andalgala 地区 

 権   益：Northern Orion 社(加)100％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：ポーフィリー銅・金・モリブデン鉱床 

 鉱量・品位：資源量 14.6 億 t、銅：0.44％、モリブデン：0.03％、金：0.19g/t、金属量

銅：6.4 百万 t、モリブデン：437 千 t、金：8.9 百万 oz（カットオフ品位

銅：0.2％)。  

 操 業 予 定：2010 年 

 予想投資額：20.5 億 US$ 

予想生産量：年間生産量銅：136,000t、金：125,000oz(3.9t)、モリブデン：7,250t  

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：25-30 年 

概   要：Agua Rica 鉱床は、Catamarca 州 Bajo de la Alumbrera 鉱山の東 34km、標

高 3,200～3,500m に位置するポーフィリー銅・金・モリブデン鉱床。2003

年 2 月に BHP Billiton 社が 72％の権益を、パートナーのカナダのジュニア

カンパニーNorthern Orion社に12.6百万US$で売却し。現在Northern Orion

社が 100％権益を所持している。同社はこれまでに、60 百万 US$を投資して、



67,000m のボーリング、2本の坑道開削、冶金試験のための岩石採取、地下

水確保調査を実施している。2006 年中間期に F/S を完了、現在鉱山開発資

金を提供するパートナーを探している。2008 年に建設を開始し、2010 年か

ら生産を開始する予定である。 

 

(3) San Jorge 

位   置：Mendoza 州北西部  

 権   益：Global Copper 社(加)100% 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：ポーフィリー銅・金鉱床 

 鉱量・品位：埋蔵鉱量（確定＋推定）は 361 百万 t、銅： 0.39%、金 ：0.18g/t（カット

オフ品位銅 0.2％） 

予想生産量：年間金生産量 700,000oz/年（21.8t/年）の見込み 

概   要：San Jorge 鉱床は、Mendoza 州の州都 Mendoza の北西 90km、標高 2,600m に

位置するポーフィリー銅・金鉱床。カナダのジュニアカンパニーNorthern 

Orion 社が2002年にそれまでのパートナーであったClimex社を買収したが、

現在同じくカナダのジュニアカンパニーGlobal Copper 社が 100％権益を所

有している。露天採掘、酸化鉱＋二次富化鉱対象のヒープリーチング、SX-EW

で回収する計画。1996 年 1 月にプレ F/S 用のボーリングを実施、3月には選

鉱試験を実施、1997 年に SX-EW のプレ F/S を実施した。2006 年 5 月に Global 

Copper 社がカナダのジュニアカンパニーCoro Mining 社とオプション契約を

締結、Coro Mining 社が F/S を実施する。 

 

(4) Pascua-Lama 

位   置： San Juan 州北西部 

 権   益：Barrick 社 100％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：高硫化系金銀鉱床 

 鉱量・品位：16.9 百万 oz(526t) 

 操 業 予 定：2010 年  

 予想投資額：約 23 億 US$ 

予想生産量：最初の 10 年は 750,000-775,000oz の金および 35Moz の銀を生産。 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：20 年 

概   要：アルゼンチン San Juan 州 San Juan 市の北西約 375km に位置する高硫化系

金銀鉱床で、El Indio ベルトの中に位置する。1994 年に Barrick Gold が

権益を買収した。その後の探鉱により、買収当時の金量 1.8 百万 oz(56t)

が現在の 16.9 百万 oz(526t)にまで増大している。キャッシュコストは、

US$130-140/oz の見込み。初期投資額は当初、約 14 億 US$とされていたが



最近の建設資材費・人件費等の高騰により、23-24 億 US$まで増加する見込

みである。酸化鉱はシアンリーチング、一方硫化鉱は当初浮遊選鉱により

金・銀を含有する銅精鉱を生産する予定であったが高圧酸化処理後リーチ

ングで処理する方式に変更された。採掘はチリ側で始まり、Pascua ピット

は１次クラッシャーから地上及び坑内コンベヤーによりアルゼンチン領内

の Rioturbio に位置する選鉱プラントまで運搬される。鉱山キャンプと磨

鉱プラントもまたアルゼンチン側 Riotaguas に建設が予定される。現地ま

でのアクセス道路（アルゼンチン San Juan～Valle de Cura 間）の建設は

2000 年第４四半期に完成している。 

        2004年 8月にチリ-アルゼンチン2国間鉱業統合条約に基づきプロトコー

ルが署名され本格的に開発準備が整い、2005 年内に両国の環境影響評価承

認を得て、2006 年早々から本格的な開発をスタートさせたい意向であった。

しかしながら露天採掘にあたって 3 か所の氷河の取り壊しもしくは移設が

必要となることから、2005 年初めごろから、下流で氷河の融水を農業用水

としている地元住民が反対運動をはじめ、その後国際環境団体が加わり氷

河そのもの移設が地域の生態系を破壊すると反対運動を激化させた。最終

的に 2006 年 2 月、氷河の移設はしない、下流の農業に影響を及ぼさないと

いう条件でチリ第Ⅲ州の地方環境委員会が開発を認め、アルゼンチン側で

も 2006 年 12 月に環境許可を取得、税金問題に関するチリ・アルゼンチン

両国政府の決定を経て 2007 年より開発工事を開始する。 

 

(5) Pirquitas  

位   置：Jujuy 州の北西部 

 権   益：Silver Standard Resources 社(加)100％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：多金属鉱床（銀、錫、亜鉛） 

 鉱量・品位：鉱量（確定・推定）18.9 百万 t、銀：177g/t、錫：0.21％、亜鉛：0.61％、 

 予想投資額：146 百万 US$ 

予想生産量：年間生産量銀：9.1 百万 oz、錫：2,500t、亜鉛：6,600t  

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：8.8 年 

概   要：Pirquitas 鉱床は Jujuy 州の北西部 Rinconada 地区の標高 4,100m に位置す

るボリビアから延長する銀に富む多金属鉱床。1935年～1980年代まで操業。

1998 年の F/S では、鉱量（確定・推定）：30.4 百万 t、銀：128g/t、錫：0.17％、

亜鉛：0.81％（カットオッフ品位銀：40g/t）とされていた。マジョリティ

ー（56.6％）を有していた Sunshine Mining 社が倒産し、その後ニューヨ

ークの投資会社 Highwood Partner が保有していたが、2004 年 Silver 

Standard Resources 社が買収し、同社が 100％の権益を有することなった。



Silver Standard Resources 社による最新の F/S によると、年間生産量銀：

9.0 百万 oz、錫：2,500t、亜鉛：6,600t で、キャピタルコストは 146 百万

US$である。2007 年第 3四半期より建設を開始する予定である。 

 

(6) Navidad 

位   置：Chubut 州の中央部 

 権   益：Aquiline Resources 社(加)100％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：多金属鉱床 

 鉱量・品位：概測資源量(indicated resource) 93.4 百万 t、銀：102g/t、鉛：1.41％（カ

ットオフ品位銀：50g/t） 

 

概   要：Navidad 鉱床は、Chubut 州中央部 Gastre 地区に位置する多金属鉱床で、地

質区分上からは Deceado マシッフに属する。2003 年 3 月カナダのジュニア

カンパニーである IMA Exploration Inc.により発見され、その後同社が探

鉱を継続、現在はカナダの Aquiline Resources が権益 100％を保有する。

これまでのボーリング調査の結果、推定資源量(indicated resource) 93.4

百万 t、銀：102g/t、鉛：1.41％（カットオフ品位銀：50g/t）の鉱床が捕

捉されている。鉱床は Galena hill, Nevadad hill, Connected zone から

なる。鉱床は地表近くにあり露天採掘が可能。 

現在フェーズⅣのボーリング調査を実施中で、この調査により新たな鉱

化ゾーンが確認されており、資源量が増加する見込みである。鉱床は地表

近くにあり露天採掘が可能。 

 

(7) Manantial Espejo 

位   置：Santa Cruz 州中央部 

 権   益：Pan American Silver 社(加)100％  

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：低硫化系浅熱水金・銀鉱床 

 鉱量・品位：資源量 4.8 百万 t、銀 239g/t、金 4.0 g/t 

操 業 予 定：2008 年 

予想生産量：年間生産量、銀 124t、金 2.2t 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ： 約 10 年 

概   要：Manantial Espejo 鉱床は、Santa Cruz 州 Puerto San Julian の東約 160km

に位置する低硫化系浅熱水金・銀鉱床で、カナダのジュニアカンパニーであ

る Pan American Silver 社が権益 100％を保有する。2005 年の FS によると、

採掘量 2,000t/日を見込んでいる。選鉱試験による回収率は銀 80％以上、金

95％であり、プロジェクトサイトでドーレを生産する予定。2007 年 1 月末現



在、建設の 10％を完了、2008 年 2 月より生産を開始する。年間生産量は銀

124t、金 2.2t を見込んでいる。 

 

(8) Huevos Verdes-San Jose 

位   置：Santa Cruz 州北西部 

 権   益：Mauricio Hochschild 社(ペルー)51％、Minera Andes 社(米)49％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：系浅熱水金・銀鉱床 

鉱量・品位：推定・確定埋蔵量、金：453,000oz、銀：28.3 百万 oz 

概測・精測資源量、金：480,000oz、銀：29.9 百万 oz   

 予想投資額：61.2 百万 US$ 

予想生産量：年間生産量、金：61,000oz、銀：3.1 百万 oz 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ： 5 年 

概   要：Huevos Verdes-San Jose 鉱床は、Santa Cruz 州北西部に位置する浅熱水金・

銀鉱床で、ペルーのジュニアカンパニーである Mauricio Hochschild 社が

権益 51％を、米国ジュニアカンパニーである Minera Andes 社が残りの 49％

を保有する。現在、鉱量増加のためのボーリング調査を継続中である。 

 

(9) Calcatreu 

位   置：Rio Negro 州中央部 

 権   益：Aquiline Resources 社(加)100％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：浅熱水金・銀鉱床 

 鉱量・品位：概測資源量 6.2 百万 t、金 3.04g/t、銀 28.1g/t、金量 603,000oz、銀量 5.57

百万 oz  

 予想投資額：79.2 百万 US$ 

予想生産量：年間採鉱量、750,000t 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ： 4.5 年 

概   要：Calcatreu 鉱床は、Rio Negro 州に位置する浅熱水金・銀鉱床で、カナダの

ジュニアカンパニーである Aquiline Resources 社が権益の 100％を保有す

る。2005 年に環境影響報告書を提出したが、当局に拒否され、その後、Rio 

Negro 州がシアン･水銀を使用した処理を禁止したため、シアンを使用しな

い金回収方法を採用した。現在、鉱量とマインライフ増加のため、既存鉱

体周辺部のボーリング調査を継続中である。予想投資額は 79.2 百万 US$で

年間採鉱量 750,000t、マインライフは 4.5 年の予定である。 

 

(10) Gualcamayo 

位   置：San Juan 州北西部 



 権   益：Yamana Gold 社(加)100％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：浅熱水金鉱床 

 鉱量・品位：精測資源量 21.7 百万 t、金品位 0.71g/t、金量 499,000oz 

       概測資源量 62.3 百万 t、金品位 0.66g/t、金量 1.29 百万 oz 

 操 業 予 定：2008 年 

 予想投資額：55.7 百万 US$ 

予想生産量：年間生産量、金 96,000oz 

ﾏ ｲ ﾝ ﾗ ｲ ﾌ：約 10 年 

概   要：Gualcamayo 鉱床は、San Juan 州 Jachal 地区、標高 2,500m に位置する浅熱

水金鉱床で、カナダのジュニアカンパニーである Yamana Gold 社が権益の

100％を保有する。2006 年 12 月に環境影響評価を提出済み。環境当局の許

可が得られれば、2007 年建設を開始し、2008 年から生産を開始する予定。 

 

(11) Casposo 

位   置：San Juan 州北西部 

 権   益：Intrepid Mines 社(加)100％ 

 鉱 床 ﾀ ｲ ﾌ ﾟ：浅熱水金・銀鉱床 

 鉱量・品位：概測資源量 1.69 百万 t、金 5.29g/t、銀 115g/t、金量 287,000oz、銀量 6.27

百万 oz 

 操 業 予 定：2008 年 

予想投資額：45 百万 US$ 

予想生産量：年間生産量、金：65,000oz/年、銀：1.0 百万 oz/年 

概   要：Casposo 鉱床は、San Juan 州、San Juan 市の北西約 100km に位置する浅熱

水金・銀鉱床で、カナダのジュニアカンパニーである Intrepid Mines 社が

権益 100％を保有する。これまで、5,000m 以上のボーリングを実施。現在

捕捉している鉱体下部の連続性を確認するため、ボーリング探査を継続実

施中。2007 年 9 月より建設開始予定。 

 

 

2．鉱業関連法令 

2.1．鉱業行政、組織 

2.1.1 鉱業政策 

 アルゼンチン政府は外国企業による鉱業投資を促進し、鉱業を国の主要産業として形成

することを国家戦略とし、1993年から1995年にかけて鉱業関連法制度のリフォームを行い、

1996 年および 1997 年には世界で最も投資環境の整備された国として評価された

(JICA,2001)。その後、1997 年以降の Bajo de la Alumbrera 鉱山（銅・金）、Hombre Mueruto



鉱山（リチウム）および Cerro Vanguardia 鉱山（金・銀）といった大型鉱山開発に繋がっ

た。2003 年 12 月アルゼンチン連邦政府は国家鉱業プラン（El Plan Minero Nacional）を

発表し、2004 年 1 月から連邦鉱業庁を中心として、国家鉱業政策に則った国家鉱業プラン

を実行に移している。なお、この国家鉱業プランの骨子は次の通りである。 

a) 国の政策としての鉱業 

b) 投資のための予測可能な環境の整備 

c) 全国の生産モデルに役立つ行動政策の立案 

d) 生産とコミュニティーの関係改善 

e) 地方の統合 

f) 公共情報の民主化 

 

2.1.2. 鉱業関連組織 

アルゼンチンの鉱業行政を司る機関は公共投資・サービス計画省の下に設置される、連

邦鉱業庁である。公共投資・サービス計画省はアルゼンチンの公共事業、通信・運輸、鉱

業・エネルギー等を管轄する省で鉱業庁のほかに、建設庁、通信庁、エネルギー庁、運輸

庁が置かれている。連邦鉱業庁は鉱業行政の実務を行なう機関で、連邦鉱山局及び地質鉱

物調査所及び国土計画開発局から構成され、連邦鉱山局には鉱業投資部、鉱業開発調整部、

鉱業生産支援部が、地質鉱物調査所には地質鉱物資源研究所と鉱業技術研究所が置かれて

いる。また、地質鉱物調査所は主な州に支所を設置しており、各州との調整を行なってい

る。国土計画開発局は連邦政府がアルゼンチンの国土開発計画を策定する当たって、協力・

支援を行う機関である。 

公共投資・サービス計画省及び連邦鉱業庁の概略機構図を図-16、図-17 にそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Secretaria de Obras Públicas 

   建設庁 

    

   Secretaria de Comunicaciones 

   通信庁 

Ministerio de Planificacion Federal,    

Inversion Publica y    Secretaria de Minería 

Servicios   鉱業庁 

公共投資、サービス計画省    

   Secretaria de Energía 

   エネルギ－庁 

    

   Secretaria de Transporte 

   運輸庁 

図-16 公共投資、サービス計画省の概略機構図 



 

    Dirección Nacional de Minería    

    連邦鉱山局    

          

      Dirección de Inversion y Normativa Minera  

      鉱業投資部  

          

      Coordinación de Desarrollo Minero  

      鉱業開発調整部  

          

      
Asistencia a Productor 

Minero 
   

       鉱業生産支援部  

 Secretaria de Minería         

 鉱業庁         

     
Servico Geológico Minero 

Argentina 
   

    SEGEMAR 地質鉱物調査所    

          

      IGRM    

      地質鉱物資源研究所    

          

      INTEMIN    

      鉱業技術研究所    

          

    
Dirección Nacional de 

Planificación 
   

    Estratégica Territorial    

    国土計画開発局    

図-17 連邦鉱山庁の概略機構図 

 

(1) 連邦鉱業庁 

連邦鉱業庁（Secretaría de Minería de la Nación）は公共投資・サービス計画省の下

部組織を構成する政府機関である。連邦鉱業庁は政府機関として、鉱業分野における政策

を定め、遂行するのがその機能である。連邦鉱業庁が 2006 年に実施した事業内容を以下に



示す。 

① 国家鉱業計画に基づき、鉱業投資促進のための環境を整備することを目的に、一連の

決議書と政令を通じて行動基準を立案。 

② 各州において小規模の鉱業起業をより実施し易くするための鉱山道路（Huellas 

Mineras）の建設を計画・実施。（現在も継続実施中） 

③ アルゼンチンの鉱業生産分野、機械、副原料、サービス業務の各分野、その他関連業

務に従事者と政府機関とが参加した官民による全国生産討論会を開催し、鉱山業界の

振興に必要な政策を討議。 

④ 鉱業中小企業発展及び新規市場開発、需要の評価、技術・資金援助、技術革新、環境

の保護を目的として、中小企業・地域開発次官室（Subsecretaría de Pequeña y Mediana 

Empresa y Desarrollo Regional）との協力協定を締結等、他の産業分野との交流を促

進。 

⑤ 新規市場の開発のため、PDAC における政府ブースの設置、EXPOMIN、MARMOMAC（大理

石及び花崗岩の国際見本市）等の鉱業展示会への参加。 

⑥ その他、先住民コミュニティーとの協定、鉱業博物館の創設・維持、関係諸機関と環

境保全に関する協議、鉱業資機材の供給業者の育成発展への参加、地熱・温泉開発室

の設置等を実施。 

 

なお、鉱区の管理・許可については州政府の所轄であり、各州の鉱業関連部局がこれを

担当する。 

 

(2) 連邦鉱山局 

 連邦鉱山局（Direccion Nacional de Mineria）は連邦鉱業庁の下部組織で、①連邦鉱業

庁がアルゼンチンの鉱業政策を策定するに当っての支援、②鉱業投資法に規定される税制

上の優遇措置を受けるために必要な鉱業投資登録簿への登記及び審査、③連邦及び州政府

関連機関との調整、④鉱業関連データ（投資額・生産量等の統計資料）の整理・提供、⑤

連邦政府のインフラ整備計画の地方政府への配分等を実施している。 

アルゼンチンに投資する企業は鉱業投資法に規定される税制上の優遇措置を受けるため、

探鉱・開発に係る詳細計画を連邦鉱山局に提出しなければならず、同局はアルゼンチンで

行われる大部分の探鉱・開発プロジェクトの詳細を把握・管理している。 

 

(3) 地質鉱物研究所 

 地質鉱物研究所は地質鉱物資源研究所と鉱業技術研究所の２つの研究機関と管理部門、

11か所（Catamarca, Comodoro Rivadavia, Cordoba, General Roca, Jujuy, Mendoza, La Rioja, 

Salta, San Juan, Tucuman, Viedma）の地方支所から構成される。 

 地質鉱物資源研究所はアルゼンチン全土の地質図及び環境･防災図の作成、物理探査、地



化学探査の実施や鉱床生成図の作成、各部署の要請に応じて衛星画像（LANDSAT-TM）の提

供や GIS の作成、本部と各州政府の調整業務を実施している。 

 鉱業技術研究所は鉱業関係技術の研究及びその普及を目的とする研究所で、鉱物処理、

化学分析、材料研究、応用地質及び鉱山計画･管理の５つの部署からなる。 

 

2.2．鉱業関連法規の概要・要旨 

2.2.1 鉱業関連法規 

アルゼンチンは鉱業活動を支援するための各種法律を制定しており、これにより法制度

的に安定な投資環境を提供している。この各種法律には、鉱業法、外国投資法、鉱業投資

法、鉱業再正法、環境保護法、ボリビア・チリとの間に結ばれている鉱業統合協定などが

含まれる。 

鉱業と鉱業に対する投資に関する法的枠組みには以下のものが含まれている。 

 鉱業法（及びその修正法） 

 外国投資法 法律第 21382 号 

 鉱業投資法 法律第 24196 号（及びその修正法） 

 鉱業再生法 法律第 24224 号 

 付加価値税のファイナンス及び返還法 法律第 24402 号 

 鉱業近代化法 法律第 24498 号 

 連邦鉱山調整法 法律第 24228 号 

 環境保護法 法律第 24585 号 

 チリとボリビアとの鉱業統合協定 

 

鉱業投資に関する各種法律は 1993 年～1995 年に制定されており、安定的な投資環境を確

保するため、制定前の法律に大きな変更をもたらした。これらの法律は財政的・税的イン

センティブを通して鉱業投資に対して優遇措置を与えており、アルゼンチン国内で画一的

かつ統合的な鉱業促進政策を実施するため、妥当な制度上の枠組みを形成している。 

 以下に各種法律の概要を記載する。 

 

2.2.2.鉱業法 

鉱業法はアルゼンチンにおける鉱業活動の法的規範となる重要な法律であり、鉱物資源

の所有権、探査、開発に関する権利と義務について定めている。地下の鉱物の所有権は国

または州に帰属し、土地の所有権と切り離している。鉱業権は国または州からリースによ

り付与される排他的権利で、死亡による譲渡可能な権利としている。また、鉱業活動にお

ける環境保護法(No.24585)は鉱業法に組み込まれている。 

別添１に鉱業法の概要を記載する。また、鉱業法に規定される主な事項及び鉱業権取得

に関する事項をを以下に記載する。なお、本報告書では探鉱に係る鉱業権を探鉱鉱業権、



鉱山開発及び採掘に係る鉱業権を採掘鉱業権とし、両者をあわせて鉱業権とした。 

 

(1) 鉱物資源の所有権 

鉱床の所有権については、国または州がその管轄地域内に賦存する鉱床の所有権を保有

しており、国または州が個人に鉱床を探査し、採掘し、鉱山主として振舞う権利を付与す

る。鉱業権を得た者は、不動産利用権者として、所有権者と同様の権利を有する。この権

利は排他的専有権であり、契約の締結または死亡により譲渡可能な権利である。 

 

(2) 鉱物資源のカテゴリー 

鉱業法では、鉱物資源は次の三種に分類されている。 

第 1種鉱物資源： 

 a. 金属鉱物：金、銀、プラチナ、水銀、銅、鉄、鉛、錫、亜鉛、ニッケル、コバルト、

ビスマス、マンガン、アンチモン、タングステン、アルミニウム、ベリリウム、バ

ナジウム、カドミウム、タンタル、モリブデン、リチウム及びカリウム； 

 b. 燃料鉱物：瀝青炭、褐炭、無煙炭及び固形炭化水素 

 c. 砒素、石英、長石、雲母、蛍石、燐酸カルシウム、硫黄、硼酸ナトリウム及びケイ

灰石 

 d. 宝石類 

 e. 内因性蒸気 

第 1 種鉱物資源は国が所有権を有し、当局が交付するコンセッションによってのみ採掘

可能なものである。 

 

第 2 種鉱物資源： 

a. 河床、流水及び砂州中に賦存する金属含有砂及び宝石類 

b. 鉱業権のかかっていない旧廃止鉱山にあるズリ、選鉱廃さい及びスラグ並びに所有

主が放置している廃置選鉱場跡・製錬所跡の選鉱廃さい及びスラグ 

c. 硝石、岩塩及び泥炭地 

d. 第 1 種鉱物資源に含まれない金属鉱物。 

 e. 黄鉄鉱質及びアルミナ質の土、研磨剤、黄土、樹脂、凍石類(steatite)、重晶石、

硫酸塩、黒鉛、カオリン、アルカリ性塩、アスベスト、ベントナイト、ゼオライト 

第 2 種鉱物資源は地表権者に優先して与えられる鉱物資源及びその鉱床の条件により共

同開発に充てられる鉱物資源である。 

 

第 3 種鉱物資源： 

採石場または採土場から産出する石状または土状の鉱物で建築材、装飾材として用いる

もの全て 



第 3種鉱物資源は地表権者のみが所有できる鉱物資源で、公益を理由とする場合を除き、

地表権者の同意なしには誰も採掘できないものである。 

 

(3) 探鉱鉱業権 

 鉱業法では、如何なる自然人または法人も探鉱鉱業権を申請することができ、探鉱鉱業

権を取得した者は当該許可に含まれる区域内で探鉱する排他的な権利を保証される。 

・探鉱鉱業権の申請 

  探鉱鉱業権の申請書には、申請する区域、探鉱の目的、申請者の氏名及び住所、地表

権者の氏名及び住所を明記することが必要で、この他、最低実行する計画、投資予定額、

使用する機械類を記入しなければならない。 

・探鉱鉱区の面積  

探鉱鉱区の面積は、1 単位 500ha とし、最大限 20 単位（10,000ha）まで取得可能であ

る。但し、同一人物が同１州内に保有できる探鉱鉱区数は 20 鉱区までとされている。従

って、各州において同一人物が 200,000ha まで探鉱鉱区を保有することが可能である。 

・探鉱鉱区の探鉱許可期間 

探鉱許可の期間は、探鉱鉱区が 1単位の場合、探鉱許可期間は 150 日間とし、1単位増

す毎に許可期間を 50 日間追加する。従って、探鉱の最高期限は付与された 10,000ha（20

単位）の鉱区ごとに 1,100 日である。  

・探鉱鉱区の減区 

探鉱鉱区の減区については、300 日経過した時点に 4単位を超える面積の半分を減区し、

700 日を経過した時点で 4 単位を残して先に減区した残り半分の面積を減区しなければ

ならない。 

・航空調査 

航空調査を行なう場合、調査許可区域は１州につき最大限 20,000km2まで可能で、調査

期間は 120 日以内である。なお、州の面積が 200,000 km2を超える州においては、調査区

域は最大限 40,000km2まで、調査期間は 120 日以内である。また、航空調査の申請者は 1 

km2当たり 1ペソの調査許可料を納付しなければならない。 

 

(4) 採掘鉱業権 

 探鉱を通じてまたは偶然に鉱床を発見して探鉱開発を行おうとする者は開発・採鉱のた

めの、採掘鉱業権を取得することができる。採掘鉱業権者は当該許可に含まれる区域内で

探鉱開発・採掘する排他的な権利を保有し、当該区域内に賦存する全ての鉱物の所有権者

となる。 

・採掘鉱業権の申請 

  採掘鉱業権の対象となるのは、①探鉱許可を得てまたは偶然に発見された未だ登記さ

れていない鉱床、②失効鉱区または空位となった採掘鉱業権、である。鉱床の発見者は



鉱石のサンプルを沿えて書面で発見を申告（出願）しなければならない。また、申告書

（出願書）には発見者の氏名、住所、当該鉱床を発見した場所及び鉱区名、隣接する鉱

区名と鉱種、地表権者の名前を記さなければならない。 

・採掘鉱業権の有効期間 

  採掘鉱業権の有効期間は 36 年間で、その内訳は探鉱期間 5年間、FS 期間 1年間、採掘

期間 30 年間である。 

・鉱山開発計画・投資額の申請 

  鉱区の申請を行なった日から 1 年以内に、採掘鉱業権者は鉱業当局に対し坑道掘進工

事、社宅・建物・道路の建設工事、採掘・選鉱に使用する設備・資材の購入等に関する

計画及び投資額を提出しなければならない。 

申請した投資額は、当該鉱業権の年間鉱区料の 300 倍以上でなければならず、鉱区申

請書提出の日から 5年間に全額支出しなければならない。 

 

(5) 鉱区料 

鉱区料は鉱物資源のカテゴリーにより異なる。以下に鉱区料を記載する。 

a． 第 1 種鉱物資源及び第 2 種鉱物資源の a.項記載の河床資源及び砂洲については、鉱

区単位当たり 80 ペソ 

b． 第 2 種鉱物資源（但し a.項記載の河床資源及び砂洲.項及び b.項記載のズリ、選鉱

廃さい、スラグを除く）については、鉱区単位当たり 40 ペソ。 

c． 第 1 種鉱物資源及び第 2 種鉱物資源の暫定探鉱鉱区については、許可期間に関わり

なく、単位当たり 400 ペソ。 

なお、鉱区料は鉱区を登記した日から支払う義務が生じ、1年分の鉱区料を未払いのまま

2ヶ月経過した時点で鉱業権は失効する。 

 

(6) 鉱業権の放棄 

鉱業権者は、20 日間の事前通告をもって鉱業当局に文書による宣言書を提出することに

より、鉱業権を放棄することが出来る。鉱業当局に鉱業権放棄を通知した日から鉱区税の

支払いを免除される。但し、所管当局が許可するまでの間、鉱業権者としての権利・義務

は存続する。宣言書を提出し、鉱業権の放棄が認められた場合、鉱業権者は鉱業権放棄に

関わる費用を支払う責任はない。また、鉱業権の放棄が認められた場合、誰でも当該鉱区

を対象とした鉱業権を出願することが出来る 

 

(7) 鉱区設定状況の確認と鉱区図の入手方法 

 鉱区の管理については、各州政府の管轄であり、鉱区設定状況の確認と鉱区図を入手す

るためには、各州政府の鉱業担当当局に出向く必要がある。現在、鉱区設定状況のオンラ

インによる公表を検討している州もあるが、原則的に各州の担当当局に問い合わせること



が必要である。以下に主な州の鉱業担当当局の連絡先を示す。 

 

Jujuy 州  : Director Provincial de Desarrollo Industrial Minero y Comercial 

             Ascasubi 290, San Salvador de Jujuy 

             TEL/FAX: 0388-422-1429 

Salta 州  : Secretario de Mineria y Recursos Energeticos 

             Avda. Bolivia 4650, Salta 

             TEL/FAX: 0387-425-0247 

Catamarca 州: Secretario de Estado de Mineria 

             Esqui 503, Piso 1, San Fernando de Valle de Catamarca 

             TEL/FAX: 03833-437-591 

La Rioja 州 : Subsecretario de Mineria 

Pelagio B. Luna 800, La Rioja 

             TEL/FAX: 03822-45-3066 

San Juan 州 : Subsecretario de Mineria 

             Aveda. Ignacio de la Roza 471, Piso 4, San Juan 

             TEL/FAX: 0264-429-6739 

Mendoza 州 : Director de Mineria e Hidrocarburos 

             Boulogne Sur Mer 3050, Mendoza 

             TEL/FAX: 0261-425-6442 

Neuguen 州 : Senior Asesor de Mineria 

             Salta 574, Neuquen 

             TEL/FAX: 0299-449-5765 

Rio Negro 州: Director General de Mineria 

             Garrone 156, Viedma 

             TEL/FAX: 02920-43-0880 

Chubt 州    : Director General de Minas & Geologia 

             Julio A. Roca 582, Rawson 

             TEL/FAX: 02965-48-1462 

Santa Cruz 州: Directora de Mineria 

              Aveda. Roca 1551, Rio Gallegos 

              TEL/FAX: 02966-42-0543 

 

2.2.3.外国投資法 

1993 年に公布された外国投資法（法令第 21382 号）は、外国投資に対する現行の法的枠

組みを定めている。この法律はアルゼンチンに投資し、経済活動を行っている外国の投資



家を対象としており、上記外国投資家がアルゼンチン国内の投資家に対して法律及び憲法

によって定めているものと同等の権利と義務を有することが定められている。 

外国投資家は、投資によって得た流動的及び換金された利益を海外に送金させたり、同

様に投資家に配当したりすることができる。また、アルゼンチンの法律であらかじめ定め

られている法的手続きを国内投資家と同様に利用することができる。外国資本の現地企業

は、国内資本の現地企業と同等の権利と条件で国内のクレジットを受けることができる。

外国投資法に規定される主な事項は、「4.1.外国投資法による規定」、に記載している。ま

た、外国投資法の概要を別添 2に記載する。 

 

2.2.4.鉱業投資法 

鉱業投資法（法律第 24196 号）は、鉱業法に定められている鉱物の概査、探査、準備及

び採掘及びこれに関する破砕、磨鉱（ミル）、採掘、ペレット化、焼結、初期加工、煆焼、

精製、切断、研磨等の活動を対象とする。 

アルゼンチンに登録されている鉱業関連企業は、鉱業投資法によってアルゼンチンの法

制度に定められている取扱いを要請することができる。唯一の条件は、連邦鉱業庁の鉱業

投資登録簿に登録することである。鉱業投資法に規定される主な事項及び鉱業投資に関す

る優遇措置事項を以下に示す。また、鉱業投資法（法律第 24196 号-法律第 25161 号、法律

第 25429 号による修正を含む）の概要を別添 3に記載する。 

 

(1) 適用範囲 

 鉱業投資法はアルゼンチン国内における鉱業投資を奨励するもので、その適用対象は、

アルゼンチンの領土に帰属する各州で行われる鉱業およびその活動に限定される。 

 

(2) 適用対象者 

 鉱業投資法の適用を受けられる対象者は、アルゼンチン共和国に住所を有する個人、お

よびアルゼンチン共和国で設立されたまたは同国法に従い鉱業活動することを許可された

法人である。 

鉱業投資法の適用を受けたい者は、申請庁が管理する登録簿に登録されなければならな

い。 

 

(3)  鉱業投資法の対象となる活動 

 鉱業投資法の対象となる活動は、鉱業法に規定された鉱物資源の探査、調査、開発、調

製、採取、鉱物の破壊、粉砕、切断、彫刻、研磨およびつやだしである。但し、液体およ

び気体の炭化水素、煤焼によるセメントの工業生産、セラミックの工業生産、建設用の土

砂、丸石および礫石は対象外となる。 

 



(4) 投資に対する税制上の優遇措置 

a. 税金面での安定 

   鉱業投資法の対象となる鉱業事業は、フィージビリティ調査報告書の提出日より起

算して 30 年間にわたり税金面での安定を享受することができる。税金面での安定は、

国税および地方税の引き上げによりまたは新税の創設の結果として、報告書の提出時

点で決定された納税総額を上回って課することはない。また、この規定は、為替レー

トならびに輸出による税金の支払い・還付を除き、為替および関税にも適用される。

なお、付加価値税（IVA）は本事項から除外される。 

 

b. 所得税の控除 

鉱業投資法の適用を受ける者は、所得税課税対象額から、技術・経済面のフィージ

ビリティの判断を目的とする実地調査、探査、特別調査、鉱物・鉱石試験、パイロッ

トプラント、応用研究およびその他の作業に投資した金額の 100％を控除することが

できる。この控除は、投資家が所得税法によって認められる優遇措置を損なわない。 

新規の鉱業プロジェクトの実施および既存の鉱業事業の生産能力拡大のために行わ

れた投資は償却の対象となる。償却方法は以下のとおりである。 

・道路、発電、宿泊施設などのインフラストラクチャ建設ならびに衛生・教育・通

信サービス、警察、郵便および税関などのサービスのために行った投資は、それ

を発注した会計年度は当該総額の 60％、その後 2年間で均等に 40％を償却。 

・これ以外の機器、装置、車輌および設備を購入するために行った投資は、活動開

始時より年 3分の 1の割合で償却。 

鉱業投資法の対象となる活動を行う企業において、社会資本など、鉱山および鉱業

権の提供から生じる収益は、所得税を免除される。また、資産の資本参入により増資

および新株を発行する場合には、印紙税を免除される。 

 

c. 鉱床評価額の資本化 

   経済的に開発可能な鉱床の評価が有資格の専門家によって行われ証明された場合、

その価値の 50％まで資本勘定に計上することができる。鉱床の評価には、当該鉱床の

開発に関する技術・経済面のフィージビリティ調査（埋蔵鉱量の測定、鉱床の構造的

な特徴およびその有用埋蔵物、市況、測定した鉱床の開発に必要な投資総額の見積も

り等を含む）が検討されなければならない。 

 

 d. 資産税の免除 

   鉱業活動を行うために鉱業投資制度に登録した者は、登録時の会計年度より資産税

を免除される。 

 



 e. 関税及び税関費用の免除 

   登録されている鉱業企業は輸入税その他の賦課金ならびに資本財、特殊設備、予備

品、鉱業活動の実施に必要であると申請庁が決定した資材等に対する特別税の支払い

を免税される。鉱業関連のサービスを提供する企業もこの特典を受けることができる。 

 

 f. ロイヤルティの上限の設定 

ロイヤルティを徴収する各州は、採取した鉱石の「坑口価格」の 3％を超えるロイ

ヤルティを徴収してはならない。坑口の鉱石とは採掘され運搬または蓄積された鉱石

であって、如何なる加工も受けていないものをいう。 

 

2.2.5.鉱業再生法 

 鉱業再生法（法律第 24244 号）は、地質図の作成は国家の利益であると明言し、国が地

質図等の基盤情報を作成・整備し、鉱業投資を行う民間企業へ提供することにより、鉱山

開発を促進するとしている。 

 鉱業再生法に規定される地質図は、①技術的、科学的または経済的プロジェクトのニー

ズに適した縮尺で作成したアルゼンチンの地質図、②火山噴火、地震、洪水、なだれ、砂

漠化または環境汚染などの災害を引き起こす可能性のある地域を同定するための、十分な

縮尺で作成しかつ出版した地質危険図、③採鉱、都市・環境地質学、水質学および土壌学

など種々の地質学部門に関する具体的なプロジェクトのニーズに対応するため作成され出

版された十分な縮尺のテーマ別地図である。同法はアルゼンチンの地質図は、10 年ごとに

改訂し、出版しなければならないことを規定している。地質図の作成・公表については、

経済公共事業サービス省鉱業庁の下に置かれる地質鉱物調査所（SEGEMAR）が担当部局とな

り、国等の予算を活用し、事業を実施するとしている。 

また、同法では、連邦政府と各州政府の鉱業政策にかかる調整業務を実施するため、鉱

業長官官房の諮問機関として、州および国を代表する各 1 名の委員で構成する連邦鉱業審

議会を設置することを規定している。連邦鉱業審議会の運営予算は鉱業長官官房が予算法

に基づき供与する。 

 鉱業再生法の概要を別添 4に記載する。 

 

2.2.6.連邦鉱山調整法 

 連邦鉱山調整法（法律第 24228 号）は 1993 年 5 月 6 日、ブエノスアイレス市において、

以下に示す目的を達成するため、連邦政府及び各州代表 1 名の委員により合意されたもの

で、アルゼンチン鉱業への投資を推進するため、連邦政府と州政府が協力して必要な措置

を講ずることを規定している。 

・アルゼンチン領内の鉱物資源の合理的利用を助長すること。 

・国内および海外の投資を誘致するのに必要な措置を取ることによって各部門の開発を促



進すること。 

・鉱物資源の管理者として州政府の役割を通じて連邦主義を促進すること。 

・アルゼンチンの鉱業への投資機会を推進するための行動を共同して策定すること。 

・国の基本的なサービスの地方分権化を推進すること。 

・合理的な生産活動によって環境を保護すること。 

・現行法規を新たな基準とともに適用し、各地域の特色にしたがって措置を取ること。 

・国および各州の鉱山機関の人的、経済的およびインフラストラクチャー資源の利用を最

適化すること。 

 

 連邦鉱山調整法により規定される、州および国が実施すべき主な取り決めを以下に示す。 

・ 州は国と協同して外国企業による鉱業投資の取得を推進する。 

・ 州有、国有または官民共有会社は、民間企業に対してなんらの特権も享有してはならな

い。 

・ 州は、鉱業に関する手続きの統一化を図る。 

・ 国および州は鉱山登録簿を作成し、更新する。 

・ 州は、鉱業事業に直接影響する租税および市町村手数料の廃止に努力する。 

・ 国が取る措置に沿って、州は、鉱物の開発および利益に対する印紙税の廃止を推進する。 

・ 国および州は、鉱業事業に影響を与える電力、燃料ガスおよび輸送料金の歪みを回避す

るに必要な措置をとる。 

・ 州は、それぞれの管轄地域の鉱業機関に存在する制約を排除するための措置をとる。 

・ 国および州は、その管轄地域において鉱業事業における公共工事および住宅建設計画に

おける利用を助長しかつ推進する。 

・ 国および州は、鉱業事業における環境の保全に関するプロジェクトの技術的および社会

的開発の拡大を目的とした研究のための資金を割り当てる。 

・ 州及び国の機関は技術及び鉱山研究に関する情報システムを確立する。 

 

連邦鉱山調整法の概要を別添 5に掲載する。 

 

2.2.7.鉱業近代化法及び付加価値税のファイナンス及び返還法 

 鉱業近代化法（法律第 24498 号）は鉱業法に規定される、鉱業権の設定、鉱物資源の発

見と登録、鉱業権の出願申請と登記簿への登録、鉱区の失効の取扱い、州政府・州公社に

よる公開入札制度等に関する手続きを現行に合わせて大幅に改正したものであり 1995 年に

制定された。 

直接または間接的に生産活動に必要な新品資本財の購入または恒久的輸入、鉱業活動用

のインフラストラクチャー工事を行うために実施した投資を対象として支払った付加価値

税の融資・金利の返還を規定するものである。 



 鉱業近代化法の概要を別添 6 に、付加価値税の融資制度を規定した法律を別添 7 に掲載

する。 

 

2.2.8.環境保護法 

1995 年に施行された環境保護法は鉱業活動における環境保護に関する条項を規定し、鉱

業法に追記した。環境保護法は鉱業活動を行う者は、当該活動を実施する前に環境当局に

対し、環境影響報告書を提出することを義務付けている。環境影響報告書の主な記載内容

は、プロジェクトの内容、プロジェクト地域の環境の現状、予防・緩和措置、損傷を受け

た場合の再建・修復措置等である。環境影響報告書は 2年に 1回更新する必要がある。 

また、環境保護法制定後、2002 年～2004 年の間に以下の環境保護に関する法律が制定さ

れた。 

・ 一般環境法（No.25.675 2002-11-8） 

・ 環境情報へのアクセスに関する法律（No.25.831 2004-1-7） 

・ 水使用に関する環境規制法（No.25.688 2003-1-3） 

・ 産業廃棄物の取扱に関する法律（No.25.612 2002-7-29） 

・ 国内廃棄物の取扱に関する法律（No.25.916 2004-9-7） 

・ 考古学的、古生物学的遺産に関する保護法（No.25.743 2003-6-26） 

環境保護に関する規制・手続き等については、上記連邦政府の法律に基づくものである

が、各州政府が独自に州法を作成し、規制する場合があるため、注意を要する必要がある。

また、環境保護に関して憲法（州の憲法含む）に定められている規定も考慮する必要があ

る。 

 

環境保護法は鉱業法に追記されており、その概要については、鉱業法第 246 条－268 条に

記載している。 

環境保護法は、探鉱鉱業権者及び採掘鉱業権者が探鉱・開発・採鉱等の鉱業活動を開始

する前に当局に環境影響報告書を提出しなければならないことを規定している。当局は鉱

業権者から提出された環境影響報告書の評価を行い、鉱業活動の各段階ごとに承認し、環

境影響宣言書を作成する必要がある。 

また、鉱業活動を行う者が環境保護法に規定する条項に違反して環境に損傷を与えた時

場合は、本人が直接環境への損傷を引き起こしたか、従業員、請負業者、下請け業者が引

き起こしたかを問わず、その責任を負うこととなる。鉱業権を他の者に利用させた場合、

鉱業権者も連帯して責任を負わなければならない。 

環境保護法に規定される重要事項を以下に記載する。 

 

(1) 各段階における環境影響報告書とその記載内容 

鉱業活動を実施する者は、以下に示す各段階において環境保護法施行のための補完規則



に定める内容を含む環境影響報告書を当局に提出し、承認を受ける必要がある。（環境影響

報告書への記載内容の詳細については、別添 8の環境保護法施行のための補完規則を参照） 

 

Ⅰ．初期探査段階における環境影響報告書の記載内容 

１．一般情報 

２．環境に関する一般的記述 

３．作業に関する記述 

４．環境影響に関する記述 

 

Ⅱ．探鉱段階における環境影響報告書の記載内容 

１．一般情報 

２．環境に関する一般的記述 

 ３．実施する作業に関する記述 

 ４．環境への影響に関する記述 

５．環境保護対策 

 

Ⅲ．採掘段階における環境影響報告書の記載内容 

１．一般情報 

 ２．環境に関する記述 

 ３．プロジェクトに関する記述 

４．環境への影響に関する記述 

 ５．環境管理計画 

 ６．環境リスクに対する行動計画 

７．使用する対策の手法 

 ８．参考にした基準 

 

(2) 環境影響報告書の承認に係る期間 

当局は環境影響報告書が提出されてから 60 日以内に承認証または否決書を提出する。環

境影響報告書の内容が不充分と判断された場合、不充分との通告を受けた者は通告を受け

た日から 30 日以内に新規報告書を提出しなければならなず、当局は新規報告書の提出から

30 日以内に承認証または否決書を出さなければならない。 

 

(3) 環境影響報告書の更新 

 環境影響宣言書は、少なくとも 2 年に 1 回更新しなければならない。このため、鉱業活

動を行う者は、実施した環境保護行動の結果及び新規に発生した事実等を当局に報告しな

ければならない。 



 

(4) 環境破壊に対する責任 

現行法による行政上の制裁及び刑罰とは別に、環境資産に対する損傷等を引き起こした

者は、これを緩和し、リハビリし、再建または修復する義務を負う。 

 

(5) 違反と制裁 

環境保護法に違反したものには下記に示す制裁が課される。 

１．警告  

２．罰金（罰金は、鉱業法第 243 条の規定に基づき、当局がこれを定める） 

３．製品に対する環境の質証明証発行の停止  

４．破損された環境の修復；  

５．一時的閉鎖。繰り返し違反の場合は漸増。重大違反 3回の場合は、施設の永久閉鎖  

６．資格剥奪。 

 

環境保護法及び鉱業環境保護法施行のための補完規則に規定される環境影響報告書の記

術要領を別添 8に記載する。本規則は環境保護法の詳細規則や、用語集、予備探査、探鉱、

採掘の各段階の環境影響報告書の記述要領、排水基準等を規定するもので、特に採掘段階

の環境影響報告書の項目は極めて微細に記述されている。各段階のプロジェクト開始前に

本補完規則に規定される詳細文書を提出する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3．鉱業税制 

3.1. 各種税制の概要 

アルゼンチンの主要税、社会保障費の概要を以下に示す。 

(1) 所得税（法人所得税） 

所得税は法律第 20628 号に規定される。所得税はアルゼンチン国内で得た所得及びア

ルゼンチンに住所を定める自然人・法人が国外で得た所得に課税される。不動産の賃貸、

投資有益、企業利潤、労働報酬の 4 種類に分類されており、法人・企業は企業利潤に該

当する。税率は法人の場合（法人所得税）純利益の 35％で、個人の場合は 9～35％の累

進課税である。納税期間は企業の会計年度。 

 

(2) 推定最低所得税（資産税） 

推定最低所得税は法律第 25063 号に規定されるもので、企業の資産に課税される。税

率は資産額の 1％で、所得税の内金として納税される。鉱業投資法に規定された鉱業活動

に適用する資産税については鉱業投資法の規定により免税となる。 

 

(3) 付加価値税（IVA） 

付加価値税は法律第 23349 号及び州令第 692/98 号に規定される。動産の販売または輸

入、工事、賃貸借、業務提供に課税され、財を販売する者、輸入する者、サービスを提

供する者、賃貸借を行う者が課税対象者となる。販売額に基づく納税負担から、仕入れ

に伴い支払った税額を差し引いて納付する。一般税率は 21％、特定のサービスに対する

税率は 27％、生活必需品、医療、金利等は 10.5％である。輸出は免税で、財・サービス

等への税の支払いは還付される。 

 

(4) 内国税（物品税） 

内国税は法律第 24674 号に規定され、タバコ、飲み物、自動車、モーター、保険、携

帯電話、ヨット、飛行機及び贅沢品等の特定の品またはサービスに課税される。これら

の品目、サービスを販売、輸入する者が税を支払う。税率は IVA 抜き販売価格の 4～60％

で、税額はこれら財またはサービスの購入価格に含める。 

 

(5) 個人資産税 

個人資産（株式、会社への資本参加）に対する税金で、法律第 23966 号及び 25585 号

に規定される。アルゼンチン国内または海外に在住する自然人または外国に住所を有す

る法人が所有する会社の株式に課税される。税率は各年度の 12 月 31 日付け財務諸表に

おける株式保有率に対応する価格の 0.5％で、会社が支払いを行う。 

 

 



(6) 印紙税 

印紙税は政令第114/93号及び政令第2291/94号に規定され、動産の譲渡に課税される。

税率は譲渡価格の 0.75-2.5％の累進課税で、会社に対する出資、家族の住宅の譲渡は

課税対象外である。 

 

(7) 社会制度に関わる事業主負担 

アルゼンチンの社会保障規制により、事業主に以下の負担が義務付けられている。 

  年金・医療に係る社会保障費：給与総額の 16％ 

  退職者及び年金生活者のための医療保険料：給与総額の 2％ 

  家族手当：給与総額の 7.5％ 

  雇用基金：給与総額の 1.5％ 

  労働者医療保険：給与総額の 4.5％ 

  保険システム管理費：給与総額の 0.5％ 

  （給与総額とは家族手当を除いて労働者に与えられる給与の総額のである）  

年金・医療に係る社会保障費、退職者及び年金生活者のための医療保険料、家族手当、

雇用基金の率は、雇用連邦協定（1993 年、1995 年）等により減額されている。また、こ

れらの率は 2001 年に統合されており 2002 年以降合計税率は 17％となっている。 

 

(8) 輸入関税 

輸入関税は関税法により規定される。財の輸入、賃貸借契約、サービスの提供、著作

権に課税。税率は税関における CIF 価格の最高 21％でこの他税関費用として、統計税（税

率 0.5％）や減免恩恵を受けた輸入に対する適用条件遵守を確認するための仕向け先確認

費用（税率最大 2.0％）を徴収している。 

 

(9) 輸出税 

輸出税は政令第 310/02 号及びエネルギー省決議第 11/02 号により規定されており、消

費財の輸出に課税される。税率は一次産品が 10％、産業製品が 5％である。アルゼンチ

ンでは輸出奨励制度があり、輸出向け商品の国内生産・販売段階で発生した付加価値税

等の間接税を還付することが可能である。還付率は国内付加価値税の最大 6％までである。

また、輸出業者は資材輸入時に発生した輸入税、統計に係る税の還付を受けられる。輸

入税等の還付は付加価値税の還付との併用が可能である。 

 

(10) 州税 

総売上税、不動産税、自動車税、印紙・手数料等が課せられるが、税種・税率とも各

州により規定されている。 

 



(11) ロイヤルティ 

ロイヤルティの徴収については各州によって決められており、上限は 3％。 

 

(12) その他税金 

上記のほか、銀行からの融資に対する税金（最高税率 0.6%）、電気エネルギー適用税、

液状燃料及び天然ガス税等がある。 

 

アルゼンチンは 41 か国と二重課税防止協定を締結しているが、日本とは未締結である。 

 

3.2. 鉱業投資法における税制の優遇措置 

鉱業投資法に定められている税制の優遇措置は以下のとおりである。 

(1)  所得税控除（二重控除） 

所得税を計算するに当たって、計画のフィージビリティを図るために投資した資金を

100％控除することができる。また、鉱業活動が自然環境に対して与えかねない影響の防

止や解決に対して投資した資金も控除が適応される。この控除は、投資家が所得税法に

よって認められる優遇措置を損なわないため、探鉱費用の二重控除が可能となる。また、

社会資本など、鉱山および鉱業権の提供から生じる収益は、所得税を免除される。資産

の資本参入により増資および新株を発行する場合には、印紙税を免除される。 

 

(2)  税金面での安定 

鉱業投資法の対象となる鉱業事業は、フィージビリティ調査報告書の提出日より起算

して 30 年間にわたり税金面での安定を享受することができる。この規定は、為替レート

ならびに輸出による税金の支払い・還付を除き、為替および関税にも適用される。なお、

付加価値税（IVA）は本事項から除外される。 

 

(3)  加速償却 

鉱業プロジェクトへの投資に対する加速償却制度の適用を受けることが出来る。 

 

(4)  関税及び税関費用の免除 

登録されている鉱業企業は輸入税その他の賦課金ならびに資本財、特殊設備、予備品、

鉱業活動の実施に必要であると申請庁が決定した資材等に対する特別税の支払いを免税

される。鉱業関連のサービスを提供する企業もこの特典を受けることができる。 

 

(5)  鉱床評価額の資本化 

（認可されれば）鉱床評価額の 50％まで資本勘定に計上することができる。鉱床の評

価には、当該鉱床の開発に関する技術・経済面のフィージビリティ調査が検討されなけ



ればならない。 

 

(6)  IVA の事前還付及び融資 

新規プロジェクトまたは生産量を大幅に増加するプロジェクトであって、次の場合は

IVA の還付または融資が受けられる：新品の資本財の恒久的輸入または購入及び当該生産

工程のためのインフラストラクチャー。 

 

(7)  資産税の免除 

鉱業活動を行うために鉱業投資制度に登録した者は、登録時の会計年度よ 

り資産税を免除される。 

 

(8)  州及び市税 

連邦鉱業決議書（法律第 24228 号）において、各州内で行なう鉱業活動に対する州税、

市税及び印紙税を免除することを決議している。 

 

(9) ロイヤルティ 

ロイヤルティとして納税する金額を決定するための税率は採掘した鉱石の坑口価格の

3％を上限とする。州内で鉱石の付加価値を高めて行くと、ロイヤルティの税率を段階的

に逓減して行く新しい方式を取っている州も幾つかある。 

 

 

4．外国投資に係る諸手続き 

4.1. 外国投資法による規定 

 外国企業によるアルゼンチンへの投資に関しては、外国投資法が適用される。外国投資

法は、アルゼンチンに投資する外国人投資家は同法の規定に基づき、アルゼンチンの法律

及び憲法が国内の投資家に付与するとの同じ権利を行使し、義務を履行することができる

ことを定めている。外国投資法による外国投資の対象は工業、鉱業、農牧業、商業、金融

業、サービス業、ならびに資本財またはサービス業に関係のあるすべての経済及び生産活

動を示すと規定されている。 

 

外資の参入に対する規制、禁止業種は明示されていないが、ウラン開発・原子力関連事

業は国家が管理する分野とされており、民間企業は参入できない。 

 外国投資法に規定される外国投資とは、①アルゼンチン国内で行なう経済活動に使用す

るため外国人投資家に帰属する資本持分、②外国人投資家による既存のアルゼンチン国内

企業への資本持分の獲得のことで、外国人投資家とは、アルゼンチン領土外に住所を持つ

全ての自然人または法人または外国資本投資の所有権者及び外国資本国内企業の所有者で



あって、他の国内企業に投資している者をいう。 

 

 外国投資法はアルゼンチンの国内企業を外国資本内国企業と内国資本内国企業に分類し

ている。外国資本内国企業とはアルゼンチン領土内に住所を持つ全ての企業であって、当

該領土外に住所を持つ自然人若しくは法人がその資本の 49％以上を直接的・間接的に所有

する場合、または株主総会または社員総会における決議採択に必要な数の投票権を直接

的・間接的に所有している場合をいい、内国資本内国企業とは、アルゼンチン領土内に住

所を有する全ての企業であって、同じく共和国領土内に住所を有する自然人または法人が

直接的または間接的に資本の 51％以上を所有する場合、及び株主総会または社員総会にお

ける決議採択に必要な数の投票権を直接的または間接的に所有している場合をいう。 

 

 外国投資は以下の形態で行うことが可能である。 

 ・自由交換性のある外国通貨 

・資本財、その予備部品及び付属品 

・外国人投資家の持つ国内通貨の利益または資本であって、合法的に国外に送金する条

件を備えているもの 

・自由交換性のある外貨建て対外クレジットの資本化 

・特定の法規に基づく無形財 

・特別制度または促進制度に規定されたその他の出資持分 

 

 外国投資法の規定によれば、外国人投資家はその投資から得た利益及び投資元本を国外

に送金することができる。また、その投資を本国に送還することもできる。外国人投資家

はアルゼンチンの法制度に定められた如何なる法人組織形態を利用することができる。ま

た、外国資本の国内企業は内国資本の国内企業と同じ権利及び同じ条件で国内融資を利用

することができる。 

 

 外国投資法では外国投資家は事前承認を受けることなしに、国内居住の投資家と同条件

で投資を行うことができると規定され、出資比率に関する規制はない。外国投資家による

土地所有を規定する項目もない。 

 

4.2. 外国投資優遇制度 

 アルゼンチンには外国投資のみを対象とした優遇制度はない。外資は国内資本と同等に

扱われるため、外資に特定した優遇措置はない。また、国内資本が享受できる優遇措置は

外資も享受できる。 

連邦政府は鉱業投資法及び植林法を制定して、外国資本による同分野の振興を図ってお

り、これらの分野においては、両投資法に基づき優遇措置を享受できる。鉱業投資法は鉱



業法に規定される鉱物資源の調査、探査、採掘について適用され、各種税の減免、ロイヤ

ルティの上限設定等の優遇措置を受けられる。鉱業投資法の概要(2.2.4)及び同法に規定さ

れる税制上の優遇措置(3.2)については、これまでの章に記載している。 

 

4.3. 外国企業による会社設立の手続き 

外国企業も国内企業と同様に会社法（法律 19550 号）の規定に基づき、株式会社等の設

立手続きを行う。 

会社法（法律第 19550 号）に定められた主な会社の種類は、株式会社（公開株式会社、

非公開株式会社）、有限責任会社、国がマジョリティーを持つ会社、合資会社（株式合資会

社、合資会社）である。アルゼンチンに投資する外国投資家が最も頻繁に使う会社のタイ

プは株式会社である。 

以下に会社法に規定されている、株式会社設立の手続き、会社の権利・義務等に関する

事項について記載する。 

 

・株式会社を設立するには、株式会社の基本的な特質（会社の目的、存続期間、運営方式

等）をその会社の設立証書または定款に記し、公証人の署名を受けた後、会社の監督機

関である司法総検査局（IGJ：Inspeccion General de Justicia）の承認を取り付けなけ

ればならない。IGJ の承認は官報に公告され、商業公共登記所(Registro Publico de 

Comercio)に登記され、公証人がこれを証明する。 

 

・株式会社を設立するには、最低 2 人以上アルゼンチンに居住する株主がいなければなら

ない。なお、IGJ は、単に形式的または名目だけ複数株主のいる会社（例えば、1人の株

主が株式総数の 99.99％を保有）の設立登記は受け付けない。 

 

・株式会社の最低資本金は 12,000 ペソで資本金が 210 万ペソ以上の場合は IGJ が検査を行

う。 

 

・株主は少なくとも年に 1 度総会を開催しなければならない。株主総会の主な目的は損益

計算書の承認、利益の配分、会社の経営責任を負う 1 人または複数の取締役で構成され

る取締役会の任命及び監査役の任命を行なうこと等である。 

 

・株式会社は、所管当局から恒常的な監督を受ける。 

 

・IGJ の一般決議書第 20／04、21／04 及び 1／05 の規定により、定款には取締役の保証金

積み立てに関する規定を盛り込み、少なくとも次の事項を記載しなければならない： 

a) 会社名義で、①証券または公債を有価証券保管金庫に預託すること、または、②国内



通貨または外貨による現金を金融機関に預金すること、または③会社に宛てた銀行保

証、民事責任保険証を保有すること。 

 b）保障期間は取締役を退任した日から最低 3年間  

c）各取締役の保証金額は同額とし、最低 10,000 ペソ（資本金が 12,000 ペソ以下の有限

責任会社の場合は、各取締役の保証金額は 2,000 ペソ）  

なお、取締役代理は保証金を積む必要はない。 

 

・恒常的な監督を受ける義務のある株式会社は、特定の人または監督委員会（奇数の委員、

通常は 3 人）に社内の監督権限を持たせなければならない。これら特定の人または監督

委員会の委員は株主総会で選任する。 

 

 

5．社会・環境事情 

5.1．地元住民・地域社会との関係、環境保護団体等の動向 

アルゼンチンでは近年の世界的な環境保全運動の高まりにより、地元住民や環境保全団

体の反対により、有望な大型プロジェクトが中止・中断されており、地元住民や地元コミ

ュニティーとの協調や十分な環境対策の実施なくして、鉱山開発を行うことは困難な状況

である。 

 

地元コミュニティーが環境保護団体と共に反鉱業運動を繰り広げる要因は、アルゼンチ

ンでは鉱業が主要産業ではなく、鉱業活動の実態を知らない地元住民が、企業側の情報提

供不足と環境団体による一方的な説明により、鉱業に対する間違ったイメージを構築する

場合が多い。 

また、鉱山開発時において、大型の鉱山開発が行われる地域は、特にそのインフラ建設

時に大量の地元労働者の雇用等により地元コミュニティーの生活様式を大幅に変更させる。

この場合、地元の一次産業（農業、牧畜業）に人手不足や水不足等の大きな影響を与える

場合があり、利害関係から地元コミュニティーが鉱業推進派と反対派に分割され、鉱業反

対派が反鉱業活動を行うこととなる。 

複数のアルゼンチンの鉱業州ではこれらの反鉱業活動に対し、鉱山開発を行う企業に対

し、十分な事前説明と環境対策を実施するよう指導すると共に、州内の住民へ鉱業活動の

実態について教育、鉱業活動のメリット・重要性をアピールしている。 

 

アルゼンチンには複数の環境保護団体や反鉱業団体が存在し、各州政府に環境保全に関

する規制強化や鉱山開発の禁止を求めた抗議活動を行っている。これらの環境保護団体は、

技術的な根拠や理論的な洞察なしに、反対運動を繰り広げるケースが多く認められる。こ

れらの団体は、鉱業活動に不安のある地元コミュニティーと結びつき、大規模な反鉱業キ



ャンペーンを繰り広げる場合があるため、十分な注意が必要である。 

連邦政府は鉱山開発において、地元コミュニティーの意向を尊重する政策を取っており、

アルゼンチンの各州政府も連邦政府の政策を尊重することが求められている。例えば Jujuy

州では鉱業権出願地域に住む個人及びコミュニティーの地表権者に鉱山開発と鉱業活動に

ついて、地元住民の意向を相談するメカニズムが制定されている。この州ではこれら地表

権者にはプロジェクトの内容を連絡し、プロジェクト実施者が提出した環境影響報告書の

評価に参加するよう招聘しなければならず、その意見を州の鉱業行政担当局の諮問機関で

ある鉱山環境管理チームに提出してもらわなければならない。 

 

 鉱業活動は地域コミュニティーの経済・社会・文化に重大な影響を与える。このため、

鉱業活動が引き起こす、資源の消耗、環境の悪化等に関して十分に注意する必要がある。

また、鉱業活動によるネガティブ要因を最大限に緩和するため、州政府が取るべき環境政

策が地元コミュニティーの意向と一致する必要がある。鉱山を経営する企業と地元コミュ

ニティーが、鉱業を両者の利益として認識し、互いに理解され受け入れられるような強い

関係を築くことが重要であり、これにより地元コミュニティーによる鉱業活動反対の運動

を回避することが可能となる。 

 

5.2. 先住民問題 

1994 年のアルゼンチン憲法の改正において、先住民族の存在が認められた。この他、ア

ルゼンチンが批准した国際レベルの協定及び条約でもこれら問題に関する公約が行なわれ

ている。 

連邦法第 24071 号において、アルゼンチンは国際労働機構（Organizacion Internacional 

del Trabajo）の先住民族及び先住部族に関する条約 169 を批准している。この条約には、

国の領土内に居住する先住民コミュニティーに対して国が果たすべき模範的基準が定めら

れており、鉱業活動に関連しては、同法律の第 15 条に次のように記されている。 

「鉱物または地下資源の所有権が国に帰属する場合、または地下に賦存するその他資源

に関わる権利を国が保有している場合、政府は、地下に賦存する資源の探鉱計画または採

掘計画を実施または承認する前に、これら住民の権益が侵害されていないかを調べ、如何

なる対策を採るべきかを決定するため、これら資源の探鉱･採掘計画とかかわりのある住民

と相談する制度または相談する手続きを制定しなければならない。これら住民は、かかる

計画から派生する利得の配分に参加し、これら計画により侵害される権益に相当する補償

を受ける権利がある。」 

 

環境と啓発に関するリオ宣言には、先住民族とそのコミュニティーに対して、彼らには

伝統的な智識及び習慣があるとして、彼らに環境の整備及び開発における基本的な役割を

認めており、国家に対して、彼らのアイデンティティーと文化及び彼らの権益を適切に認



め、支援することを義務付けると共に、彼らが持続可能な開発に実際に参画出来るように

することを義務付けている。アルゼンチンは連邦法第 25841 号でこの宣言を批准している。 

上記のように、アルゼンチンにおいて鉱業活動を行う場合、先住民問題への対応は必要

不可欠なものである。 

 

5.3．インフラ事情 

 アルゼンチン国内に設置される主なインフラストラクチャー及びアルゼンチンで鉱業活

動が盛んな、北西部地域及びパタゴニア地域のインフラストラクチャーを以下に示す。 

 

＜アルゼンチン＞ 

・空港 

 舗装滑走路空港  滑走路 3,047m-      ４ 

          滑走路 2,438-3,046m   ２６ 

           滑走路 1,524-2,437m   ６２ 

 

 非舗装滑走路空港 滑走路 3,047m-      ２ 

          滑走路 2,438-3,046m       ２ 

           滑走路 1,524-2,437m   ５０ 

 

・道路 

 舗装道路   63,348km（自動車専用道路 743km を含む）  

 非舗装道路  152,123km  

  合計     215,417km  

 

・鉄道 

 広軌     20,594km（電化路線 141km） 

 通常軌道    2,885km（電化路線 26km） 

  狭軌     10,612km 

 合計     34,091km 

 

・港及びターミナル 

 主要な港及びターミナル 

 港名            所在州        川または海名 

 Bahia Blanca        Benos Aires           大西洋 

 Buenos Aires        Benos Aires      ラ・プラタ河 

 Concepcion de Uruguay    Entre Rios      パラナ河 



 La Plata                    Benos Aires      ラ・プラタ河 

 Punta Colorada              Rio Negro       大西洋 

 Rosario                     Santa Fe       パラナ河 

 San Lorenzo-San Martin      Santa Fe       パラナ河 

 San Nicolas         Benos Aires      パラナ河 

出典：CIA-The World Factbook Argentina 

 

 

＜Jujuy 州＞ 

州内生産品の多くはトラック輸送されている（75％）。Jujuy 州内で生産された製品は全

て国道（RN）34 号線を通って出荷されており、また同時にこの国道はアルゼンチンの他の

全ての地方と Jujuy 州を結ぶ重要な道路である。この国道は南に向けては、 Salta、Santa 

Fe や Buenos Aires に繋がっており、この国道を通して出荷される州製品の 50％は南方向

けである。この国道を通らずに出荷される例外的な産品は原油とホウ酸塩（borato）だけ

である。 

また、国道 34 号線を南下して州製品の多くが NOA(Noroeste 地方)の他の地域向けに出荷

されている（セメント、砂糖及び圧延金属板）。 

 

国道・州道 

Jujuy 州内を通る国道線の総延長は 755km である。部分舗装道路（51％）と他は改善道路

であるが、歩道は付いていない。 

州道網は総延長 5,718km で、その内僅か 8％が舗装道路である。州は Jujuy 市と Salta 市

を結ぶ自動車道路(高速道路)の建設を実現したいとの意向を表明している。総延長 55km の

工事で、民間主導のプロジェクトである。 

 

鉄 道 

州内を走る唯一の鉄道 General Belgrano 鉄道（FGB）は主に砂糖、セメント、鉛精鉱、

亜鉛精鉱、タバコを輸送している。FGB はチリの鉄道と連結されており、Socompa（Salta）

を通じてセメント、砂糖が隣国に輸出されている。また、太平洋岸から精鉱を大陸外に輸

出している。 

 

国際道路（Jama 峠） 

高度： 海抜 4,230m 

位置： Jujuy 州 － 南緯 23 度 15 分 0 秒； 西経 67 度 4 分 20 秒 

利用可能時期：年中利用可能 

アクセス主要道路：国道 RN9 号、52 号及び ExRP16 号 Jama 迄 



道路状況：RN9 号：舗装 

RN52 号：5.3km 迄舗装 

     RN40 号-ExRP16 号：Susques まで 80％舗装、チリ国境まで砂利道路 

現状：良好。但し、建設中の区間（ExRP16 号、RN40 号-Susques 交差点区間）は要注意。 

連絡可能な都市： 

チリ：San Pedro de Atacama－Calama－Antofagasta－Tocopilla－Iquique 

アルゼンチン：San Salvador de Jujuy－Yala－León－Volcán－Tumbaya－ 

    Pumamarca－Susques 

区間距離：Purmamarca 迄 65km； Susques 迄 129km；Jama 迄 155km 

国境近くのインフラストラクチャー： 

 Jama：警官詰め所内に緊急時宿泊設備 無線設備あり。 

 Susques：宿泊設備、食堂、ガソリン・スタンド、電話、Fax 

 

ガス・パイプライン 

Atacanma ガスパイプが総延長 935km 敷設されており、Coronel Cornejo（Salta）から

Mejillones 港（チリ）までを結んでいる。主要工事と補完工事を含めた建設コストは 6 億

50 百万ドルである。 

 

＜Salta 州＞ 

Salta 州原産製品の大部分（80％）がトラックで出荷されている。例外はガス及び石油派

生品で、これらはパイプラインで輸送される。Salta 産製品の出荷は主に国道（RN）34 号

線を通じて行なわれる。Jujuy 州には国道 34 号線と国道 9 号線が通じており、国道 9 号線

で連邦首府である Buenos Aires 及び Buenos Aires 港と繋がっている。豆類、ホウ酸塩、

砂糖、グレープフルーツ、綿、ワイン、タバコ、等の Buenos Aires 向け出荷が貨物全体の

40％を占めている。ブラジル向けに輸出される貨物（黒豆類、ホウ酸塩、綿）は国道 16 号

を通って出荷される。また、Santa Fe 向けに輸送される大豆の一部も国道 16 号線を通る。 

 

国道・州道 

Salta 州内を通る国道の総延長は 1,770km で、この内 64％は舗装されている。22％は改

良道路、14％は砂利道である。舗装道路網の状態に付いては、連邦道路局（DNV）が行なっ

た評価では 44％が良好な状態、20％は通常の状態で、36％は悪い状態となっている。  

連邦道路審議会の情報によると、州道網の総延長は 6,637km その内の僅かに 9％（630km）

だけが舗装道路で、35％は砂利道、残りの 56％はただの道路である。 

 

鉄 道 

General Belgrano 鉄道で次のような主要背産物の輸送を行なっている：大豆、砂糖、タ



バコ（パラナ河の港及び連邦首都圏、Buenos Aires 向け）及びホウ酸塩を Socompa 、チリ

経由太平洋の向こうの諸国へ輸出。 

 

国際道路 

連邦政府及び州政府は Sico 峠（アンデス山脈中、チリとの国境にある峠）と Salta 市を

結ぶ国道 51 号線の改良工事に投資を行った。約 60km が舗装された。舗装した部分は将来

ともルートが変更されない個所で、橋やその他の建設が必要なため現在の道路を将来路線

変えする計画の個所は舗装されていない。 

所在位置： Salta 州の北西、南緯 23 度 50 分 50 秒、西経 67 度 17 分 11 秒 

通行可能時期：通年通行可能 

アクセス道路（主要道路）：RN51 号 

道路の現状：自然に固められた状態 

高 度：鉱山地帯、海抜 3,800－4,080m 

気 候：乾燥、寒冷 

連絡可能な都市：  

 チリ： Socaire－Tocano－San Pedro de Atacama 

 アルゼンチン： Olascapato－San Antonio de los Cobres 

 距離 ：Olacapato 迄 83km； San Antonio de los Cobres 迄 140km； 

     Socaire 迄 118km； San Pedro de Atacama 迄 240km 

国境周辺のインフラストラクチャー： 

Cauchari：緊急時には警察署内に宿泊可。無線ラジオ有り。 

San Antonio de Los Cobres： 宿泊施設、燃料スタンド、電話 

 

ガス・パイプライン 

Atacama ガス・パイプラインは Coronel Cornejo(Slta)と Puerto Mejillones（チリ）を結

んでいる。総延長は 935km。総コスト（主要工事と補完工事を含め）は約 6億 50 百万$。 

 

チリ向け高圧電線 

電力計画には Campo Santo(General Guemes 県)と Tartagal の 2 か所に新しい火力発電所

建設を含む。Campo Santo の工事はチリにエネルギーを輸出する目的で、Guemes 市から Sico

峠を通って Atacama 鉱山地帯まで、高圧電線（345KV）約 400km の敷設を行なう。このプロ

ジェクトの総投資額は 5億 75 百万$と見積もられている。 

 

ポリパイプによる輸送 

天然ガスと石油派生品の輸送は殆どその全量がパイプラインによるものである。 

 



＜Catamarca 州＞ 

Catamarca の製品は殆ど全て（97％）トラックで輸送される。州製品は主として隣接した

他州に輸送されている。これはセメント生産の仕向け地と関連しており、セメントが輸送

される先に他の製品も輸送されるのである。  

州製品の輸送は主に国道（RN）157 号線を通じて行なわれる。 

 

国道・州道 

Catamarca 州内に於ける国道の総延長は 886km である。国道はその殆どが舗装道路で、土

の路肩はついていない。舗装道路の状態は、37％は良好な状態、33％は普通の状態で残り

は悪い状態である。連邦道路局（DNV）は新規工事、改良工事、砂利敷き工事、補修工事、

穴埋め工事、補強工事等の様々な工事を行なっている。 

州道網は総延長 4,781km、その内 15％（714km）は舗装道路、49％は砂利道で 36％は土の

道路である。舗装道路の 65％は良好な状態、27％は普通の状態、8％は悪い状態にある。 

 

鉄道 

Belgrano 線が州内を走る唯一の鉄道である。Chaco 向けのセメントを輸送している他、ご

く僅かだが Santa Fe 向けセメントも扱っている。 

 

国際道路 

高度：海抜 4,748m 

位置：Catamarca 州 － 南緯 26 度 52 分 52 秒 西経 68 度 18 分 37 秒 

通行可能時期：年間を通じ通行可能 

アクセス道路（主要）： 州道（RP）45 号線、国道（RN）60 号線 

道路状況：州道 ExRP45 号線（チリとの国境―Flambala） 砂利道 200km 

州道 Ex-45 号線（Flambala－Tinogasta） 舗装道路 50km 

国道 60 号線（Tinogasta－Aimogasta） 舗装道路 113km 

現状： 舗装道路部分は良好、砂利道は普通の状態。 

連絡都市： 

チリ： Caldera－Copiapó－Maricunga 

アルゼンチン： Aimogasta（La Rioja）－Tinogasta（Catamarca） 

距離：Caldera から国境へ 260km；Aimogasta へ 363km；Timogasta へ 250km； Flambala

へ 200km 

国境周辺の支援インフラストラクチャー：  

La Gruta：燃料スタンド、無線サービス、Telecom の無線-電話、宿泊設備 15 名分、太陽

エネルギーと発電グループ。医療補助サービス 

Flambala：宿泊設備、燃料スタンド、電話、無線その他 



 

＜La Rioja 州＞ 

La Rioja 州の製品の主な輸送法は：州道（RP）5 号線を通って国道 RN60 号及び国道 38

号に出る方法；殆どの製造業者がこれら二つの国道を使用している。これらの道路は本州

と Cordoba 及び Santa Fe、Rosario、Patagonia、Buenos Aires へのアクセス道路と繋がっ

ている。 

 

国道・州道 

La Rioja 州内の国道総延長は 1,281km で、この内 83％は舗装道路、残りは改良道路であ

る。舗装道路の状態は、56％が良好、36％が通常、8％が悪い状態である。 

連邦道路審議会の情報によれば、州道の総延長は 2,491km で、この内 32％（789km）が舗

装道路、47％が砂利道路、残り 21％が土道路である。 

鉱山道路に関しては、現在採掘中（重昌石、蛍石及び大理石）の鉱山の鉱石運搬のために

Coronel Felipe Varela 県（Departamento）に建設中の道路が特筆に価する。この道路はま

た、休廃止鉱山の再開を目指して金探鉱活動を行っている業者も使用できる。この道路建

設工事が目指しているのは Guandacol、El Zapallar と Las Cuevas を結ぶ砂利道路である。 

 

国際道路（Pircas Negras） 

アクセス道路は RN76 号線である。Vinchina までは舗装されており、ここから先には 60km

の土で固めた道路がある； 国境の峠までは残り 100km であるが、平坦な道路で強い傾斜

地はない。 

高 度：海抜 4,164m 

所在位置：La Rioja 州、南緯 27 度 40 分 50 秒、西経 67 度 41 分及び 69 度 43 分 

アクセス道路（主要）：RP26 号 

道路の種類：舗装道路、砂利道路、余りはっきりしない通行跡 

道路の状態：舗装道路は良好、砂利道路は通常 

連結都市：チリ：Copiapó、アルゼンチン：Villa Unión 

距離：Copiapóまで訳 200km；Villa Unión までは 227km 

 

＜Mendoza 州＞ 

州製品の大部分（74％）はトラックで輸送されているが、石油の蒸留液（Destilados de 

petroleo）はパイプ輸送である。 

 

国道 

国道（RN）7 号線が Mendoza 州製品の主要輸送道路である。この国道は東側に向けては

Mendoza 州と San Luis 州及び Buenos Aires を結んでいる他、Cordoba 州、SantaFe 及びブ



ラジルに通じる道路と結ばれている。また、Patagonia 方面への代替出口道路として国道

188 号も使われている。西方面に向けては、この道路は Las Cuevas 峠を通して Mendoza 州

とチリを、更に太平洋を通して他の諸国を結んでいる。 

アンデス山脈と並行に走っている国道 40 号線は Mendoza と San Juan、NOA 及び Río Negro

を結んでいる。一方、国道 188 号線は州道 33 号と、また Patagonia では国道 3号と連結し

ている。国道 3号線は大西洋と並行してアルゼンチン南部の全ての州を走っている。 

 

鉄道 

主に Buenos Aires－太平洋鉄道（BAP）を利用：国内市場向けまたは輸出向けのワイン、ぶ

どう果汁、セメント、コークスを Buenos Aires 経由出荷。  

 

 

国際道路（Cristo Redentor） 

高 度：海抜 3,165m 

所在位置：Mendoza 州、南緯 32 度 49 分 22 秒、西経 70 度 04 分 59 秒 

通行可能時期：常時開通 

アクセス道路（主要）：国道 17 号線、州道 82 号及び 29 号 

道路の種類：舗装道路 

道路の状態：良好 

連結都市：  

チリ： Los Andes 及び Santiago 

アルゼンチン： Uspallata、Potrerillos 及び Mendoza(州都) 

距離：Los Andes 迄 66km、Santiago 迄 154km；Uspallata 迄 100km、Potrerillos 迄 140km、

Mendoza 迄 200km  

国境周辺の支援インフラストラクチャー：  

宿泊設備、燃料スタンド、各種業務及び電話 

 

国際道路（Paso Pehuenche）  

所在位置：Mendoza 州 

通行可能時期：10 月から 5月まで通行可能 

アクセス道路（主要）：州道 22 号 

道路の種類：舗装（19km）－建設中の舗装道路（9km） 

道路の状態：良好 

連結都市： 

チリ：Lonquimay、Temuco、Los Angeles、Concepción 

アルゼンチン：Las Lajas、Zapala 



距離：Lonquimay 迄 53km、Temuco 迄 228km；Las Lajas 迄 55km、Zapala 迄 105km 

国境周辺の支援インフラストラクチャー： 

 Las Lajas 及び Zapala には宿泊設備、燃料スタンド、各種業務、電話がある。 

 

多種品目輸送パイプライン 

石油の蒸発液は Lujan de Cuyo と Villa Mercedes を結ぶパイプラインで輸送される。パ

イプラインは Villa Mercedes で分岐し、一つ Montecristo(Cordoba)へ、他の線は La 

Matanza(Buenos Aires)まで敷設されている。 

 

＜San Juan 州＞ 

2006 年 12 月初めに San Juan 州政府は Pascua Lama プロジェクトの環境影響宣言を報告

した。これにより、カナダの会社にアルゼンチン（San Juan 州）とチリ（第 IV 州）の国境

地帯、アンデス山脈の奥深くにある二国間プロジェクトを開発する許可を与えた。このプ

ロジェクトで Barrick 社は次のことを約束した。 

・70 百万$の信託を行い、62.5 百万$をインフラストラクチャー建設工事に、7.5 百万$を

プロジェクト地区と隣接した San Guillermo の動植物群保護地区の環境保護のために

投資すること。 

・San Juan 州のコミュニティーだけでなく、Barrick 社もこの送電線の利用者であるこ

とから、Rodeo 地区に 500Kv の送電線（San Juan 州と Mendoza 及び Comahue を連絡す

る）を敷設するために 47.5 百万$出資すること。  

 

国際道路（Agua Negra 峠） 

高度：海抜 4,740m 

所在位置：San Juan 州、南緯 30 度 10 分 51 秒、西経 69 度 50 分 26 秒 

通行可能期間：11 月より 5月まで通行可能 

アクセス道路（主要）：国道 150 号線、40 号線及び州道 412 号線 

道路の種類：Arrequintin 境界線から 66km 砂利道路、その他は舗装道路 

道路の状態：舗装道路は良好な状態、砂利道路は通常状態 

連結都市：チリ： La Serena、アルゼンチン： Las Flores、Rodeo 及び Jachal 

距離： La Serena へ 238km； Las Flores、Rodeo 及び Jachal へ 160km  

国境周辺のインフラストラクチャー：宿泊設備、燃料スタンド、電話 

 

＜Río Negro 州＞ 

Río Negro 州原産品の 90％以上はトラックで輸送されている。石油は石油パイプライン

による輸送である。 

 



国道 

Río Negro 州内を走る国道の全総延長は 2,382km で、その内約 66％は舗装道路、残りは

改良道路である。1997 年に連邦道路局（Direccion de VialidadNacional＝DNV）が行なっ

た評価によると、舗装道路の状態は、48％が良好な状態、20％が通常、32％は悪い状態に

ある。Río Negro 州にはコンセッション方式で建設し通行料金を取る道路は存在しない。 

 

鉄道輸送 

Ferrosur Roca 線で輸送されるのは主にベントナイト製品（Neuquén へ）、石膏（Buenos 

Aires へ）、Buenos Aires 港経由輸出用の生鮮りんご及び梨である。 

 

石油パイプラインによる輸送 

石油の輸送は殆ど全量パイプラインを通じて行なわれている。 

 

 

６．特記事項 

6.1．チリ・ボリビアとの統合条約 

(1) チリとの鉱業統合協定 

本鉱業統合協定は、世界で最も鉱物資源の豊かなチリ・アルゼンチンの国境地域の鉱山

開発を促進するために、国境地域での人・資産の移動、インフラの共同活用、探鉱・開発

の統合化、国境手続きの簡略化、租税の統一化などを可能とするもので、1997 年 12 月に両

国政府により署名された。この種の協定は特殊なものであり、アルゼンチンとチリに跨る

鉱床がこの地域に多数存在することから必要となったものである。以下に現在までに協定

書に調印されたプロジェクトを示す。 

・ Pascua-Lama プロジェクトに関する議定書の調印と施行。世界初の二国間による鉱業開

発プロジェクトで、総投資額 2,300 百万 US$。 

・ El Pachon 銅プロジェクトに対する議定書の適正化、750 百万 US$の投資を要する。 

・ 探鉱を促進するための新たな制度（鉱業探鉱に関する議定書）の策定：Vicuna（San Juan）

や Amos Andres（La Rioja）といった二国間プロジェクトの導入。 

 

(2) ボリビアとの鉱業統合協定。 

アルゼンチン政府は、ボリビアとの間に鉱業に関する統合補完協定を結ぶ方向で働いて

いる。現在のところ理解のためのメモランダムに調印しているだけだが、鉱業に関する統

合、貿易、技術援助を促進させている。 

 

6.2．各州における鉱山開発反対運動と環境規制 

 近年の世界的な環境保全運動の高まりの中、アルゼンチンにおいても環境問題への対応



は鉱山開発を行なう企業にとって、重要な課題となっている。地元コミュニティーとの協

調を軽視し、鉱山開発を優先しようとした Meridian 社（米）は 2003 年に発生した大規模

な鉱山開発反対運動により、Chubut 州 Esquel 金・銀プロジェクトから撤退、その後 Chubut

州は同州北東部における金属鉱業活動を 3 年間停止する法案を可決した。また、Chubut 州

の隣の Rio Negro 州では 2005 年 6 月に Aquiline Resources 社（加）が進める Calcatreu

プロジェクトの環境影響調査を環境当局が拒否し、同州は鉱業におけるシアン及び水銀の

使用を禁止する法律を制定した。これにより、Aquiline Resources 社はシアンを使用しな

い金回収方法の採用を強いられ、プロジェクトの開発期間の長期化や処理コストが増加す

ることとなった。 

 

 パタゴニア地域で発生したこれらの環境運動はアルゼンチン北東部にも広がり、2006 年

に Mendoza 州において、地元住民、州政府議員及び環境保護主義者の反対により、幾つか

の探鉱プロジェクト（Tenke Mininig 社（加）―Papagallos, Paramillos, Elisa プロジェ

クト、Chapleau Resources 社（加）San Rafael 地区でのプロジェクト）が休止している。

2006年 12月にMendoza州議会は同州での新たな探鉱許可や金属資源に係る露天掘り鉱山を

禁止する法律を可決したが、これは州知事の拒否権により否決され、再度議会で検討する

こととなった。最終的に Mendoza 州議会は同州内でシアン・水銀等の有害物質を使った鉱

業活動を禁止する法律を可決した。一方、 2007 年 3 月に La Rioja 州で露天採掘とシアン

等の汚染物質を使用した鉱山開発を禁止する法律が国会で承認され、同州で探鉱を行なっ

ていた Barrick Gold 社が Famatina 金プロジェクトの探鉱を事態が改善するまで休止する

との決定を下している。 

 

現在、鉱業活動を規制する法律を採択している州は以下のとおりである。 

Chubut 州  ：州内の一部地域における砂金を除く金属鉱業活動を 36 か月間停止する。 

Rio Negro 州：金属鉱物の採掘、処理加工にシアン及び水銀を使用することを禁止する。 

La Rioja 州 ：シアン、水銀、及び/またはその他如何なる種類の汚染物質を持って行うリ

ーチングを用いて行う露天掘りによる鉱物採掘の禁止。 

Mendoza 州  ：金属鉱物の試掘、探査、探鉱、採掘工程及び金属鉱物の加工処理工程におい

て、シアン、水銀、硫酸その他類似の有害化学物質の使用禁止。 

Tucuman 州 ：金属鉱物の加工処理工程における、シアン、水銀等有害物質の使用禁止。 

La Pampa 州 ：金属鉱物の加工処理工程における、シアン、水銀等有害物質の使用禁止。 

 

 このような動きに危機感を抱いた各州政府の鉱業担当局は、反鉱山開発運動が発生する

原因は、地元住民の鉱業に関する知識の欠如と鉱業が有害物質（シアン、水銀等）を使用

し、環境破壊を引き起こしているという間違ったイメージによるものであるとして、環境

団体による反鉱山キャンペーンに対抗する措置を取っている。各州鉱業局は学校教育現場



や地域社会における鉱山の現況の紹介、ラジオ、テレビ等を通じた鉱業の重要性のアピー

ル、高等学校における鉱山環境管理、シアン使用、露天採掘についての教育コースの開設、

町長、町議会議員、役場職員に対する鉱業活動のメリットについての教育等を実施し、鉱

山開発の重要性をアピールしている。 

今後、アルゼンチンにおいて鉱山開発に反対するキャンペーンがどのように発展してい

くか定かではないが、地元コミュニティーとの協調や十分な環境対策の実施なくして、鉱

山開発を行うことは困難であるといえる。 

 

6.3．鉱業関連制度の統一化 

 アルゼンチンの鉱業行政において、鉱区の認可やロイヤルティ等は州政府の管轄であり、

鉱区認定に要する時間が州により異なることや、鉱区設定から探鉱・開発における諸手続

きが各州法により個別に設定されていること等が鉱業投資を阻害する一因となっている。

特に環境関連法規については、各州が州法により厳しい上乗せ規制をかける場合があり、

注意を要する必要がある。また、ロイヤルティも連邦法により上限 3％と大枠は決められて

いるが、基本的には各州の裁量により決定することができる。このため、鉱業促進のため

ロイヤルティを低く設定する州や、環境負荷軽減費としてロイヤルティを高く設定するこ

とを検討している州があり、プロジェクト毎に恣意的な判断が行なわれることになる。 

これに対し、連邦政府は連邦鉱業審議会を通じて鉱業関連制度の統一化を進めている。

連邦鉱業審議会は連邦政府と各州政府の調整を目的に、連邦鉱業庁内に設置された機関で、

連邦政府と各州政府の鉱業政策担当者が参加する会議を毎月１回程度開催し、鉱業分野に

関する問題点の洗い出しや意見調整、連邦政府が策定する政策案について協議を行ってい

る。また、国家予算の各州政府への配分（鉱業関連インフラ整備計画、鉱業情報提供シス

テムに係る予算の配分）や連邦政府主導で鉱業関連手続きの統一化に向けた取り組みを実

施している。 

探鉱・開発に必要な手続き（環境影響評価含む）をマニュアル化し公表を予定している

州もあるが、大部分の州においては探鉱・開発を行う場合、鉱業担当局に直接出向いて実

際の手続きについて確認する必要がある。また、州内の鉱区設定状況を確認する場合も最

新情報が WEB サイトで公表されているわけではないので、各州の担当部局にコンタクトを

とる必要がある。 

今後、各州法の内容の統一化へ向けた見直し、各州の鉱区設定状況や州法・行政手続き

の WEB サイトへの公表が必要であると考える。 

 

 

 

 

 



おわりに 

 1990 年代（1993～1995 年）にアルゼンチン政府が実施した、鉱業関連法規の整備は、鉱

業投資を行う投資家へ数多くの税制上の優遇措置を与え、アルゼンチンは投資環境の良好

な国として認識されるに至った。これは、外国企業による鉱業投資を促進し、鉱業をアル

ゼンチンの主要産業の１つとして育てたい同国政府にとって、非常に好ましい結果であっ

たといえる。事実、1990 年代後半には、海外からの投資により Bajo de La Alumbrera 銅・

金鉱床、Salar de Hombre Muerto リチウム鉱床、Cerro Vanguarudia 金・銀鉱床の大型プ

ロジェクトの建設が開始された。 

1990 年代に整備された各種法律は現在もアルゼンチンの鉱業活動の基礎となっており、

これら法律に基づき鉱業投資が行われている。これらの法律のうち、特に鉱業投資法に規

定される税制及び関税の 30 年間の安定、探鉱費等の所得税からの控除、加速償却、関税及

び関税費用の免除、鉱床評価額の資本化、IVA の融資･金利返還等の優遇措置は非常に魅力

的で、引き続き国内外の投資家を引き付けている。アルゼンチンでは金属価格の低迷期及

び 2001 年の経済危機により、鉱業投資が急速に減少したが、2003 年から経済は急速な回復

基調に入り、2006 年は金属価格の高騰にも支えられ、過去最高の鉱業投資を記録した。2007

年も前年以上の投資が予測されており、鉱業輸出額も過去最高が見込まれている。 

鉱業投資家に取って非常に魅力的な法制度を有し、金属価格の高止まりにより、過去に

例のない活況な鉱業活動を続けるアルゼンチンにとって、近年、世界的な環境保全運動の

高まりにより、投資環境を悪化させる憂慮すべき事態が発生している。地元住民や環境保

護団体による鉱業反対キャンペーンにより、複数の州（Chubut 州、Rio Negro 州、La Rioja

州、Mendoza 州、Tucuman 州、La Pampa 州）で政府が鉱業を制限する法案を可決した。この

動きはアルゼンチン北西部の鉱業州にも広がり、同国の投資環境が悪化することは避けら

れない状況である。 

また、鉱山会社が多大な収益を計上している中、連邦政府及び州政府が輸出税やロイヤ

ルティを引き上げる検討を開始した。これは鉱業投資法の規定に反することであり、政府

により強行されれば、投資家の投資意欲を著しく損なうこととなる。 

金属価格の歴史的な高騰が続いている現在は、これらの投資環境の悪化により、海外の

投資家が直ちにアルゼンチンへの投資を中止・減少させる可能性は低いといえるが、今後

も投資環境を悪化させるような事例が続けば、同国への投資が大幅に減少する事態が懸念

される。 
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別添１ 

＜鉱業法の概要＞ 

鉱業権： 

アルゼンチンの鉱業法典では、鉱物資源（Minas＝鉱業権）は次の三種に分類されている（第

2条）： 

１．土地（地表権）を副次的な権利とみなす鉱物資源であって、国が所有権を有し、当局

が交付するコンセッションによってのみ採掘可能なもの。（第 1種鉱物資源） 

２．その重要性のため、地表権者に優先して与えられる鉱物資源； 及びその鉱床の条件

により共同開発に充てられる鉱物資源。（第 2種鉱物資源） 

３．地表権者のみが所有できる鉱物資源で、公益を理由とする場合を除き、地表権者の同

意なしには誰も採掘できないもの。（第 3種鉱物資源） 

 

次の鉱物は第 1種鉱物資源とする（第 3条）： 

 a. 次の金属鉱物： 金、銀、プラチナ、水銀、銅、鉄、鉛、錫、亜鉛、ニッケル、コ

バルト、ビスマス、マンガン、アンチモン、タングステン、アルミニュウム、ベリ

リュウム、バナジュウム、カドミウム、タンタリュウム、モリブデン、リチュウム

及びカリウム； 

 b. 燃料鉱物： 瀝青炭（hulla）、褐炭（lignito）、無煙炭（antracita）及び固形炭化

水素（hidrocarburos solidos） 

 c. 砒素、石英、長石、雲母、蛍石、燐酸カルシウム（fofatos calizos）、硫黄、硼酸

ナトリウム（boratos）及びケイ灰石（wollastonita）； 

 d. 宝石類 

 e. 内因性蒸気（los vapors endogenos）。 

 

次の鉱物は第 2種鉱物資源とする（第 4条）： 

 a. 河床、流水及び砂州中に賦存する金属含有砂（arenas metaliferas）及び宝石類。 

b. 鉱業権のかかっていない旧廃止鉱山にあるズリ（desmontes）、選鉱廃さい（relaves）

及びスラグ（escorias）並びに所有主が放置している廃置選鉱場跡・製錬所跡の選鉱

廃さい及びスラグ。 

c. 硝石、岩塩（salinas）及び泥炭地（turberas）。 

d. 第 1 種鉱物資源に含まれない金属鉱物。 

 e. 黄鉄鉱質及びアルミナ質の土（tierras piritosas y aluminosas）、研磨剤（abrasivos）、

黄土（ocres）、樹脂、凍石岩(steatite)、重晶石、硫酸塩（caparrosa）、黒鉛、カ

オリン、アルカリ性塩、アスベスト、ベントナイト、ゼオライト。 

 

採石場または採土場から産出する石状または土状の鉱物で建築材、装飾材として用いるも



の全てを第 3種鉱物資源とする（第 5条） 

 

鉱物資源の所有権は、その所在地により、国または州に属する。（第 7条） 

 

国は、本法典の規定に基づき、鉱物資源の探鉱権、採掘権を個人に付与する。（第 8条） 

 

鉱業法に明記されている場合を除き、国は鉱物資源を採掘することは出来ない。（第 9条） 

 

個人に付与される鉱業権は無期限である。（第 18 条） 

 

合法的に不動産を購入し所有する能力のある者は誰でも鉱業権を取得することが出来る。 

但し、鉱業権に関わる業務を所管する判事、国家公務員、鉱業権登記官及びその配偶者並

びにこれらが養育中の子供は鉱業権を取得することは出来ない。 （第 21 条及び第 22 条） 

 

如何なる自然人または法人も探鉱鉱業権を申請することができる。探鉱権を取得した者は

当該許可に含まれる区域内で探鉱する排他的な権利を得る。探鉱鉱業権の申請書には、申

請する区域、探鉱の目的、申請者の氏名及び住所、地表権者の氏名及び住所を記さなけれ

ばならない。申請書には、以上の他、最低実行する計画、投資予定額、使用する機械類を

記入しなければならない。（第 25 条） 

 

鉱業権者の同意なしにまたは当局の許可なしに探鉱を行った者には、損害賠償の他、1単位

の鉱区税相当額の 10 倍－100 倍の罰金が貸される。（第 26 条） 

 

探鉱鉱区の面積： 

探鉱鉱区の単位を 1単位 500ha とし、最大限 20 単位（10,000ha）までとする。同一人物（そ

の共同事業者名義、第三者名義も含め）に同１州内で 20 鉱区（200,000ha）または 400 単

位（200,000ha）以上の鉱区を付与してはならない。（第 29 条） 

 

探鉱許可の期間： 

探鉱鉱区が 1 単位の場合、探鉱許可期間は 150 日間とし、1 単位増す毎に許可期間を 50 日

間追加する。 300 日経過した時点に 4単位を超える（探鉱許可）面積の半分を減区し、700

日を経過した時点で先に減区した残り半分の面積を減区する（4単位を残して）。 

（第 30 条） 

 

航空調査： 

航空調査を行なう場合、調査許可区域は 1州につき最大限 20,000 平方キロまで、期間は 120



日以内とする。 

申請書には実施する調査計画の他、使用する機器類を記さなければならない。 

州の面積が 200,000 km2を超える州においては、調査区域は最大限 40,000 km2まで、調査期

間は 120 日以内とする。調査区域内にある第三者の既存の鉱区及び出願済み鉱区の権利を

侵害してはならない。申請者は 1 km2当たり 1ペソの調査許可料を予納しなければならない。

（第 31 条） 

 

地表に於ける探鉱活動： 

鉱業権者は、地上で探鉱活動を行なう場合、地表権者の同意を取り付けなければならない 

詳細規程あり（第 33 条第 41 条） 

 

鉱業権の対象となるのは： 

 ・ 発見（した鉱床） 

 ・ 失効鉱区または空位となった鉱業権 （第 44 条） 

 

発見とは、探鉱許可を得てまたは偶然に、未だ登記されていない鉱脈、鉱層を発見するこ

とをいう。（第 45 条） 

 

発見者は鉱石のサンプルを沿えて書面（2通）で発見を申告（出願）しなければならない。 

申告書（出願書）には発見者の氏名、住所、当該鉱床を発見した場所及び鉱区名、隣接す

る鉱区名と鉱種、地表権者の名前（組、州、市または個人の名）を記さなければならない

（地表権者が個人の場合はその氏名及び住所）。発見申告書には採掘鉱区の最大面積の 2倍

を超えない範囲の面積を申請しなければならない。（第 46 条） 

 

鉱業権者は自己の鉱区内に賦存する全ての鉱物の所有権者である。 

鉱業権者は自己の鉱区内に賦存する旨登記されている鉱種と異なった鉱物を発見した時は、

鉱業当局にその旨報告し、当該鉱物を追加登記して、これに相当する鉱区税の支払及び投

資額の増額を行なわなければならない。発見後 60 日以内にこれを行なわなければ、採掘鉱

業権の鉱区税の 10－100 倍に相当する罰金が課される。（第 99 条） 

 

地表権者は、鉱業権者が採掘した第 3 種鉱物の所有権を有する。但し、鉱業権者が通告し

た日から 30日以内にその権利を主張し採掘コストを支払わない場合または鉱業権者が当該

鉱物を自己の事業に必要とする場合、あるいは追加コストをかけなければ当該鉱物を選別

して採掘できない場合はその限りにあらず。（第 100 条）第 2種鉱物資源及び第 3種鉱物資

源の採掘を行なっている土地内に第 1 種鉱物が発見された場合、鉱業権者は新規鉱物資源

を損なうことなく採掘作業を行なわなければならない。発見者は損害を賠償しまたは当該



土地の価格を支払って鉱業権者の採掘を変更または停止させることが出来る。（第 101 条） 

 

鉱区税（第 215 条）： 

１． 第 3 条記載の第 1 種鉱物資源及び第 4 条 a.項記載の河床資源及び砂洲： 鉱区単位

当たり 80 ペソ 

２． 第 4 条記載の第 2 種鉱物資源（但し a.項及び b.項記載の鉱物資源を除く）： 鉱区

当たり 40 ペソ。 

３． 第 1 種鉱物資源及び第 2 種鉱物資源の暫定探鉱鉱区： 許可期間に関わりなく、単

位当たり 400 ペソ。 

 

鉱区税は年を 2期（1月 1日－6月 30 日； 7 月 1 日－12 月 31 日）に分け、各期共前払い

とする。鉱区を設定した時は登記の日から鉱区税を支払う。  

鉱業権は 1年分の鉱区税を未払いのまま 2ヶ月経過した時点で失効する。（第 216 条） 

 

鉱区の測量申請を行なった日から 1 年以内に、測量を実施したか否かを問わず、鉱業権者

は鉱業当局に対し下記各事項に対する計画及び投資額を提出しなければならない： 

a. 坑道掘進工事 

b. 社宅、建物、道路の建設工事その他探鉱に関わる付帯工事 

c. 機械類、発電設備、採掘・選鉱に使用する設備・資材の購入。各機械・設備の生産能

力、処理能力を記載すること。 

 

投資額は、鉱区の測量申請書提出の日から 5年間に全額実行しなければならない。 

投資額は、当該鉱業権の年間鉱区税額の 300 倍以上でなければならに。 

5 年間の内、最初の 2年間の各年投資実行額が投資総額の 20％を下回ってはならない。 

（第 217 条） 

 

下記の場合、鉱業権は失効する（第 218 条）： 

a. 217 条に定める投資金額が計画通り遂行されなかった場合 

b. 投資額が当該鉱業権の年間鉱区税の 500 倍以下である場合。 

c. 217 条記載の計画を提出しない場合。 

d. 217 条記載の宣誓書を提出しない場合。 

e. 虚偽の宣誓を行った場合。 

f. 計画した投資を行わない場合。 

g. 鉱業権者が、事前報告なしに、投資額を変更・減少した場合 

h. 投資した金で計画通り機械・設備類を購入せず、購入を減額した場合。 

但し、上記 a)、b)、c)及び d)については鉱業当局が通告した日から 30 日以内に訂正しな



い場合に、また e)、f)、g)及び h)については鉱業権者が 15 日以内に弁護を行なわない場

合に限る。 

 

失効した鉱業権は元通り国の所有権に戻し、空位となる。 

鉱区税の未払いによる失効の場合、鉱業権者にその旨通知を行なう。通知後 45 日以内に鉱

業権者が未納鉱区税に 20％の滞納利子を付けて支払えば、失効を免れる。（第 219 条） 

 

鉱業権の放棄（第 222 条）： 

鉱業権者は、本法典第 226 条の規定にのっとり、鉱業権を放棄することが出来る。鉱業当

局に鉱業権放棄を通知した日から鉱区税の支払いを免除される。 

鉱業当局は、6か月毎または少なくとも 1年に 1回、管轄地域内の全ての鉱区の現状を一覧

表にして公表しなければならない。（第 222 条） 

 

鉱区税の免除（第 224 条）： 

発見者は交付された鉱業権の鉱区税を 3年間免除される。 

 

休眠鉱区（第 225 条）： 

鉱区が 4 年間以上休眠状態にある場合、鉱業当局は当該鉱区の活動計画、活動再開計画を

提出するよう要求することが出来る。 鉱業権者が通告を受けた日から 6 か月以内に計画

書を提出しない場合、当該鉱業権は失効する。 計画書を提出した後、計画書通り計画を

実行しない場合、当該鉱業権は失効する。 計画は 5年を超えてはならない。 

 

鉱業権の放棄（第 226 条）： 

鉱業権者は、20 日間の事前通告をもって鉱業当局に文書による宣言書（Declaracion）を提

出し、鉱業権を放棄することが出来る。宣言書には鉱区名、鉱区内に賦存する鉱物名、採

掘している鉱物名、採掘状況を記さなければならない。宣言書はこれを登記簿に登記し、

公表しなければならない。所管当局が許可するまでの間、鉱業権者としての権利・義務は

存続する。 

 

宣言書を提出し、鉱業権の放棄が認められた場合、鉱業権者は鉱業権放棄に関わる費用を

支払う責任はない。鉱業権の放棄が認められた場合、誰でも当該鉱区を対象とした鉱業権

を出願することが出来る（第 230 条、第 231 条）。 

 

鉱業活動のための環境保護（第 246 条－第 268 条）： 

鉱業活動により損傷を受けた環境及び自然資産・文化資産の保護にはこれら規定を適用す

る。（第 246 条） 



鉱業活動を行う者がこれらの条項に違反して環境に損傷を与えた時は、その責任を負わな

ければならない。本人が直接環境への損傷を引き起こしたか、従業員、請負業者、下請け

業者が引き起こしたかを問わない。鉱業権を他の者に利用させた場合、鉱業権者も連帯し

て責任を負わなければならない。（第 249 条） 

 

鉱業活動を行う者は、当該活動を実施する前に、当局に環境影響報告書（Informe de Impacto 

Ambiental）を提出しなければならない。小企業には当局が作成指導する。（第 251 条） 

 

当局が環境影響報告書の評価を行い、鉱業活動の各段階ごとに承認し、環境影響宣言書を

作成する。（第 252 条） 

 

探査段階の環境影響報告書には、実施する行動と、これら行動が環境に引き起こす可能性

のある危険を記さなければならない。探鉱段階の環境影響報告書には、使用する探鉱方式

と必要な環境保護策を記さなければならない。（第 253 条） 

 

当局は環境影響報告書が提出されてから 60日以内に承認証または否決書を出さなければな

らない。（第 254 条） 

 

環境影響報告書の内容が不充分と判断した場合、不充分との通告を受けた者は通告を受け

た費から 30 日以内に新規報告書を提出しなければならない。当局は新規報告書の提出から

30 日以内に承認証または否決書を出さなければならない。（第 255 条） 

 

環境影響宣言書は、少なくとも 2 年に 1 回更新しなければならない。このため、実施した

環境保護行動の結果及び新規に発生した事実等を当局に報告しなければならない。（第 256

条） 

 

環境影響宣言書に予想したしことと現実に発生した結果との間に差異が生じた場合、当局

は取るべき行動に修正を行い、より効率的な行動をとらせなければならない。（第 257 条） 

 

環境の責任を負う者が（環境影響報告書に）記述した設備類、施設類システム、防止措置、

緩和措置、リハビリテーション措置、環境の再建措置・修復措置は、環境の責任を負う者

の義務とする。当局はこれら義務の履行を監督しなければならない。（第 258 条） 

 

鉱業活動を行い、本法典の定める環境に関する義務を履行した者は、当局に環境の質の証

明書の交付を要請することが出来る（第 260 条） 

 



環境保護基準（第 261 条－第 262 条） 

企業及び当局が相談できるコンサルタント及びラボを創設し、モニタリング作業及び外部

監査作業を行なわせる。 違反者の登録簿を設置する。（第 261 条） 

 

環境影響報告書には次の事項を記述しなければならない： 

a) 影響を受ける地域の位置及び環境の現況； 

b) 鉱業プロジェクトの内容；  

c) 土壌、水、大気、植物群、動物軍、景色、社会的・文化的環境； 

d) 予防措置、緩和措置、リハビリテーション措置、損傷を受けた環境の再建・修復措

置； 

e) 使用する手法。（第 262 条） 

 

環境破損に対する責任 

現行法による行政上の制裁及び刑罰とは別に、環境資産に対する現実の損傷または後遺症

的損傷を引き起こした者は、これを緩和し、リハビリし、再建または修復する義務を負う。

（第 263 条） 

 

違反と制裁（第 264 条－第 266 条） 

本法典の環境に関する規定に違反したものには下記制裁を課す（第 264 条）： 

a) 警告；  

b) 罰金（罰金は、鉱業法典第 243 条の規定に基づき、当局がこれを定める；  

c) 製品に対する環境の質証明証発行の停止；  

d) 破損された環境の修復；  

e) 一時的閉鎖。繰り返し違反の場合は漸増。重大違反 3回の場合は、施設の永久閉鎖；  

f) 資格剥奪。 

 

前条記載の制裁は、違反の性質及び損傷の程度により段階的に適用する。（第 265 条） 

 

一度制裁を受けた者が再度違反を行なった場合、刑罰の段階的漸増を適用する（第 266 条） 

 

環境教育及び環境防衛（第 267 条、第 268 条） 

当局は住民、特に鉱業活動に関連する住民を啓発するため、教育プログラムを導入する（第

267 条） 

 

当局の情報提供義務（第 268 条） 



別添２ 

外国投資に関する法律－政令第 1853／1993 号（1993 年 9 月 8 日付官報に掲載）の付属文書

I として承認された（法律第 21382 号の条文） 

 

第 1 条 経済活動を促進するため、または既存の経済活動を拡張するために、第 3 条に定

める形で我が国に外国資本を投資する外国人投資家は、本法律の規定並びに特別制度また

は促進制度に盛り込まれた規定に基づき、我が国の憲法及び法律が国内の投資家に付与す

るのと同じ権利を行使し義務を履行することができる。 

 

第 2 条 本法律の適用上、下記の用語は下記の意味を持つものとする： 

１．外国資本の投資： 

 a) 我が国で行なう経済活動に使用するため外国人投資家が持ち寄る資本 

 b) 外国人投資家が獲得する既存の我が国の国内企業への資本参加 

２．外国人投資家：我が国の領土外に住所を持つ全ての自然人または法人であって、外国

資本投資の所有権者及び本条第 1 項に定める外国資本国内企業の所有者であって、他の国

内企業に投資している者。 

（第 2条第 2項の規定に関する脚注：政令第 1853/93 号第 3条には、「外国人投資家には我

が国の領土外に住所を持つアルゼンチン国籍の自然人及び法人を含むと規定されている。） 

３．外国資本の国内企業：共和国領土内に住所を持つ全ての企業であって、当該領土外に

住所を持つ自然人若しくは法人がその資本の 49％以上を直接的・間接的に所有する場合、

または株主総会または社員総会における決議採択に必要な数の投票権を直接的・間接的に

所有している場合。 

４．内国資本の国内企業：共和国領土内に住所を有する全ての企業であって、同じく共和

国領土内に住所を有する自然人または法人が直接的または間接的に資本の 51％以上を所有

する場合、及び株主総会または社員総会における決議採択に必要な数の投票権を直接的ま

たは間接的に所有している場合。 

５．住所：民法典第 89 条及び第 90 条に規定された定義。 

 

第 3 条 外国投資は次の形で行うことができる： 

１．自由交換性のある外国通貨。 

２．資本財、その部品及び付属品 

３．外国人投資家の持つ国内通貨の利益または資本であって、合法的に国外に送金する条

件を備えているもの 

４．自由交換性のある外国通貨でなされた外国融資の資本化 

５．特定の法規に基づく無形財 

６．特別制度または促進制度に規定されたその他の出資形態 



 

第 4 条 経済・公共事業サービス省所管で、次官室と同等の序列の行政組織が本法律を統

制し、本法律の適用当局としてその体制、機能及び権限を定める。 

 

第 5 条 外国人投資家はその投資から得た利益及び投資元本を国外に送金することができ

る。 

 

第 6 条 外国人投資家は我が国の法制度に定められた如何なる法人組織形態を利用するこ

とができる。 

 

第 7 条 外国資本の国内企業は内国資本の国内企業と同じ権利及び同じ条件で国内融資を

利用することができる。 

 

第 8 条 物品、事業またはサービスの賃貸借契約を実施するために行なった外国資本の一

時的出資は本法律の適用外とし、適用される法規定に則り、当該契約の条項に従わなけれ

ばならない。但し、当該資本の所有権者は本法律の規定に基づき当該資本を投資すること

ができる。 

 

第 9 条 外国資本の国内企業と当該企業を直接的または間接的にコントロールする企業と

の間の法的行為または外国資本の国内企業と当該企業の親会社が持つ他の子会社との間で

行われる法的行為は、これら法的行為が市場で通常使われている価格及び条件下で行なわ

ている限り、全ての面で、独立した当事者間で行なわれたものとみなされる。 

 

第 10 条 （関連する法律及び政令の廃棄）省略 

 

本法律は、本法により廃棄された規定に基づき申請し未承認の全ての手続きに適用される。 

 

 

 

 

 

 



別添３ 

＜鉱業投資法（法律第 24196 号-法律第 25161 号及び法律第 25429 号の修正含む）の概要＞  

 

第 1 章 適用範囲 

第 1 条 鉱業活動のための投資奨励制度をここに設ける。その範囲と限度は、本法および

行政府がそのために発令する諸規則に定める。 

 

第 2 章 適用対象者 

第 2 条 この投資奨励制度の適用を受けられるものは次のとおりである。アルゼンチン共

和国に住所を有する個人、およびアルゼンチン共和国で設立されたまたは同国法に従いそ

の領土内で活動することを許可され同国法に従って適正に登録され、同国において鉱業活

動に専念し、もしくはその目的のために同国に定着する法人。適用を受けたいものは、申

請庁が管理する登録簿に適正に登録されなければならない。 

 

第 3 条 次の者は、この奨励制度の適用を受けることができない。 

a) 本法の制度と相いれない種類の詐欺犯罪を犯したとして有罪判決を受けた個人、およ

びかかる有罪判決を受けた取締役、管理職、受託人、代理人弁護士または代理人をかかえ

る法人。 

b) 登録時点において税金もしくは社会保障上請求されうる未払いの確定負債を有してい

た個人もしくは法人、または関税、税金もしくは社会保障料の納付事項に関する不履行を

認める法律上もしくは行政上の確定決定がある場合には、それを完納するまで。 

 

第 4 条 この投資奨励制度は、国土を形成し、本法の各項に従い同制度を明白に適用して

きたすべての州において適用される。 

適用は、各州がその相当する法域において発布する本法を通して実施される。 

 

第 3 章 本法の対象となる活動 

第 5条 本法によって設立される奨励制度の対象となる活動は、次の通である。 

a) 鉱業法に規定された鉱物性物質の探査、調査、開発、調製および採取 

b) 鉱物の破壊、粉砕、選鉱、ペレット製造、焼結、ブリケット製造、一次加工、鋳造、

精錬、切断、彫刻、研磨およびつやだし。だたし、必要なインフラストラクチャーを有効

に活用するために、本条(a)項に記載された活動を地域的に一つにまとめ、かつ、同一の経

済体がその活動を行わなければならない。 

 

第 6 条 次の活動は、本法の奨励制度から除外される。 

a) 液体および気体の炭化水素 



b) 煤焼によるセメント（鉱物性物質を含む）の工業生産 

c) セラミックの工業生産 

d) 建設用の土砂、丸石および礫石 

 

第 4 章 投資に対する税制上の優遇措置 

第 7 条 本章に定める全般的な課税制度(改正を含む)は、第 3 章の規定に従ってこの奨励

制度の対象となる活動に従事するすべての者に適用される。 

 

第 1 編 税金面での安定 

第 8 条 本法の対象となる鉱業事業は、フィージビリティ調査報告書の提出日より起算し

て 30 年間にわたり税金面での安定を享受することができる。税金面での安定は、この投資

奨励制度の枠組みにより、課税当局が国であるか州であるか市町村であるかを問わず、国

税および地方税の引き上げによりまたは課税当局の法律に定めるとおり、上記事業に適用

しうる新税の創設の結果として、鉱業活動に対し報告書の提出時点で決定された納税総額

を上回って課することはないことを意味する。 

上記の規定は、為替レートならびに輸出による税金の支払いおよび／または還付を除き、

為替および関税にも適用される。 

 

第 9 条 本法の規定には付加価値税が含まれない。鉱業活動の目的のために、付加価値税

を一般の税制度に含ませる。 

 

第 10 条 申請庁は、担当の各税務当庁に問い合わせた上で、各プロジェクトに適用される、

提出時に有効な国、州および市町村の税額および税率を記載した証明書を発行する。 

 

第 11 条 本章に定めた税金安定の原則を州または市町村側が変更した場合には、被害を被

った者は国または州の当庁に対し、納税者に還付するため納めすぎた金額だけ国庫金にあ

たる歳入金の返還を求める請求を申し立てる権利を与えられる。 

 

第 2 編 所得税 

第 12 条 この投資奨励制度の適用を受ける者は、所得税課税対象額から、技術・経済面の

フィージビリティの判断を目的とする実地調査、探査、特別調査、鉱物・鉱石試験、パイ

ロットプラント、応用研究およびその他の作業に投資した金額の 100％を控除することがで

きる。 

 本法に定める控除は、所得税法に従い償却できる投資費として計上する優遇措置が適用

できるにもかかわらず、行うことができる。 

 



第 13条 新規の鉱業プロジェクトの実施および既存の鉱業事業の生産能力拡大のために行

われた資本投資ならびにその運営中に必要となった投資は、所得税上、次の方法による償

却の対象となる。 

a) 運営に必要なアクセスルート、道路、発電および送電、仮泊施設、スタッフ用住宅な

どのインフラストラクチャーを整備するための設備、土木工事および建設、ならびに衛生・

教育・通信サービス、警察、郵便および税関などその他のサービスのための工事に関して

行った投資は次の通り償却する。 

 それを発注した会計年度は当該インフラストラクチャーの総額の 60％、その後 2 年間で

均等に 40％。 

b) 上記の項に含まれない機器、装置、車輌および設備を購入するために行った投資は、

活動開始時より年 3分の 1の割合で償却する。 

 

第 14 条 第 3 章の規定に従い、この奨励制度の対象となる活動を展開する企業において、

社会資本など、鉱山および鉱業権の提供から生じる収益は、所得税を免除される。提供者

およびかかる資産を受領する企業は、当該資産の記帳から連続 5 年以上の期間にわたり同

社の資産中に当該資産を保有しておかなければならない。ただし、申請庁がその譲渡を認

める正当な理由がある場合を除く。この義務が守られない場合、免除された税額の納付は

受領会社の責任となり、受領会社は提供者とともにその支払いをする連帯責任を負わなけ

ればならない。 

 上記の項に記載された資産の資本算入により増資および新株を発行する場合には、印紙

税を免除される。 

 

第 3 編 鉱床の評価 

第 15 条 経済的に開発可能な鉱床の評価が有資格の専門家によって行われ証明された場合、

その価値の 50％まで資本勘定に計上することができる。鉱床の資本算入とその内容は簿記

に限り効果をもつものであり、所得税の算定には全く影響しない。 

 この資本算入、およびその法律上の性格の如何を問わず、社会的な契約または定款の改

正によって生じる株の発行および放出は、それが上記のすべての資本算入を免れる限り同

じ免除を受けるものとし、他社の資本参入により他社から受領した株の資本算入または分

配にも同じ免税措置が適用される。 

 この奨励制度を適用する各州政府は、それぞれの法域の範囲内で同様な免税制度を設け

なければならない。 

 

第 16 条 本項に定めた鉱床の評価には、当該鉱床の開発に関する技術・経済面のフィージ

ビリティ調査が含まれていなければならない。その際、次の基本要素を検討することを要

する。 



a) 鉱床の測定（埋蔵鉱量） 

b) 鉱床の構造的な特徴およびその有用埋蔵物 

c) 市況 

d) 測定した鉱床の開発に必要な投資総額の見積もり 

 

第 4 編 税制上の優遇措置に関する補足説明 

第 17 条 鉱業活動を行うためにこの投資奨励制度に登録した者は、登録時の会計年度より

資産税を免除される。 

 

第 18 条 毎年、実際に行った事業および投資を示す宣誓供述書の提出日の締め切り後 30

日以内に、当該投資に関する書類を提出する。かかる書類は、適正な項目別に記入する。 

 

第 19 条 本章において設けた税制上の優遇措置は、法第 23658 号第 2 編または政令第

2054/92 号の範囲には含められない。 

 

第 20 条 国税に関する技術的な条項として、1978 年発布の法第 11683 号およびその改正法

を適用する。ただし、上記の法律の第 129 条の後に法第 23658 号によって追加された条を

除く。 

 

第 5 章 輸入 

第 21 条 この奨励制度に登録した者は、輸入税その他の賦課金、ならびに資本財、特殊な

設備、予備品またはかかる資産を形成する要素を導入するためのサービスおよび第 3 章の

規定に従いこの奨励制度の対象となる活動の実施に必要であると申請庁が決定した資材に

対する特別税の支払いを免税される。 

 権利および義務の免除または統合は、当該活動の開始および展開に必要な予備品および

付属品に及ぶものであり、かかる予備品は及び付属品については仕向地証明を取得しなけ

ればならない。仕向地証明は、その必要を生じさせたプロジェクトに合致していなければ

ならない。 

 上記の規定によりアルゼンチンに持ち込まれた資本財、予備品、付属品および資材は、

第 3 章に含まれない活動に使用する場合には、その時点で相当する権利、税金および義務

が支払われ満たされる場合に限り、許可目的である活動から譲渡、移転または移動するこ

とができる。 

 申請庁は、本章の規定の履行を保証する方式を定める。 

 

第 6 章 ロイヤルティ 

第 22 条 本法の規定を適用しロイヤルティを徴収する各州は、当該本人の権利が明確に決



定されるまで、採取した鉱物の「鉱物資源としての」価値の 3％を超えるロイヤルティを徴

収してはならない。 

 

第 7 章 環境保全 

第 23 条 鉱業活動により環境が損なわれるのを避け、またその活動によって生じた変化を

矯正するために、企業はその目的の特別準備金を設けることができる。その年額の決定は

企業の裁量に任されるのが、経常的な控除可能の福利厚生費の 5％に相当する金額まで、所

得税の算定の際に控除できるとみなされる。 

 上記の準備金の未使用額は、生産が完了したときに国庫に納付しなければならない。 

 

第 8 章 申請庁 

第 24 条 本法およびその規則の主務当庁は、鉱業に関する国家公共部門の特定管轄機関で

あり、行政府によって決定される。 

 申請庁は、理由を簡単に説明する以外はいかなる要件もなく、宣誓供述書の期限を延長

し、その修正受け入れることができる。本法の適用につき、行政府は、州の権限とともに、

同時に存在する憲法上の権限の行使を決定する。 

 

第 25 条 登録者は、申請庁に対し、実行する事業および調査ならびに行おうとする投資を

記載した宣誓供述書を日程予定表とともに提出しなければならない。 

 

第 26 条 申請庁は自らまたは同庁が指定する第三者を通じて、登録者が各会計年度につき

提出した届出に従って履行した事業を、それについて発令した規則に従って確認し、証明

書を発行する。 

 

第 27 条 この奨励制度の登録者は、申請庁に対し、開発区域の地表に関する地質情報を提

供しなければならない。この情報は、国土に関するすべての地質情報を公的協議に利用で

きるようにすべく鉱業事務庁のデータバンクに収載される。 

 

第 9 章 補足 

第 28 条 本法の目的上、次の行為は侵害とみなされる。 

a) 宣誓供述書に虚偽の情報を記載すること。 

b) 情報、宣誓供述書または必要な伝票類の提出を遅らせ、または提出しないこと。 

 

第 29 条 本法の条項を遵守しなかった場合には、1978 年発布の法第 11683 号ならびにその

改正法第 22315 号および第 23771 号による制裁が適用されるにもかかわらず、次の制裁が

課される。 



a) 宣誓供述書により提出した情報に虚偽があった場合は、認められた優遇措置が全面的

または部分的に取り消される。 

b) 情報の提供を遅らせまたは情報を提供しなかった場合は、その重大性および反復性に

より懲罰は変わる。最高は申告金額の 15％。 

 申請庁は、本条に設けられた制裁の手続きを決定する。 

 

第 30 条 法第 22095 号およびその規則は、本法の公布日をもって廃止される。法第 22095

号の受益者は、第 3 章第 9 条の例外つきで、引き続き同法の奨励制度の対象となる。ただ

し、同法は政令第 2054/92 第 25 条により適用することができる。 

 上記の項に記載されたプロジェクトのために、本法により申請庁が設立される。 

 

第 31 条 問い合わせ先は行政府とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添４ 

＜鉱業再生法（法律第 24244 号）の概要＞ 

 

第 1 章 アルゼンチン共和国の地質図 

第 1条 アルゼンチン共和国の領域、島嶼および海底の大地大陸の体系的な地質図の、種々

の縮尺による作成は、ここに、国家の利益であると宣言する。 

 

第 2 条 地質図は、天然資源の埋蔵量、辺境への投資および入植の促進ならびに地質学的

に危険な地域の同定にとって必要な基礎である。また、環境保全、地質的な危険の防止お

よび国防にも貢献する。 

 

第 3 条 地質図は公共財産を構成するものとし、したがって取得した資料および知識を公

開するため、地質図を出版し配布するものとする。 

 

第 4 条 アルゼンチン共和国の地質図には、以下のものが含まれる。 

a) 説明文のついたアルゼンチンの地質図は、10 年ごとに改訂し、出版しなければならな

い。 

b)技術的、科学的または経済的プロジェクトのニーズに適した縮尺で作成したアルゼンチ

ンの地質図。 

c)内因的、外因的および人的プロセスによって火山噴火、地震、洪水、なだれ、砂漠化ま

たは環境汚染などの災害を引き起こす可能性のある地域を同定するための、十分な縮尺で

作成しかつ出版した地質危険図。 

d)採鉱、都市・環境地質学、水質学および土壌学など種々の地質学部門に関する具体的な

プロジェクトのニーズに対応するため作成され出版された十分な縮尺のテーマ別地図。 

 

第 5 条 経済公共事業サービス省鉱業庁官は、この章の規則およびそれに対応する規定に

関する担当当局であるものとする。 

 

第 6 条 担当当局は、他の公共主体または民間主体との共同管理、同意または契約を通じ

て地質図を作成することができる。 

 

第 7 条 地図作成中に取得した基本的な文書は、保存および参照のためファイルに保護す

るものとする。 

 

第 8 条 担当当局は、定期的に、科学技術機関および組織ならびに商工会議所の代表者か

らなる「地質図諮問委員会」を召集するものとする。国家地質図計画の立案および実施に



ついては、この委員会に相談するものとする。 

 

第 9 条 国の機関および国有企業は、担当当局に、地質図作成の改善のため保有するすべ

ての情報を提供しなければならない。州の機関は、この章の規則を遵守し、保有するすべ

ての情報を提供することを求められる。 

 

第 10 条 アルゼンチンの地質図に生じる費用は、担当当局の見積もりに含めるものとする。

この見積もり予測は、国庫、国際協力、科学助成金、寄付金および遺産など他の資源から

資金が得られるにもかかわらず、「地質図計画」の財政的ニーズを含まなければならない。 

 

第 2 章 連邦鉱業審議会の設置 

第 11 条 連邦鉱業審議会は、ここに、鉱業長官官房の諮問機関として設置される。 

 

第 12 条 連邦鉱業審議会は、各州および国を代表する各 1名の委員で構成する。 

 

第 13 条 この審議会は、その権限を選択しかつ自らの内部規則を作成する。 

 

第 14 条 鉱業長官官房は、連邦鉱業審議会の運営に対し、予算法によって割り当てられた

資金により、資金を供与する権限を与えられる。 

 

第 3 章 鉱業基準 

第15条 鉱業法第269条、第271条および第279条ならびにこれに一致する条項に基づき、

以下の価格が、鉱業基準として設定される。 

a) 鉱業法第 86 条の規定による第 1 種および第 2 種の鉱山については、1 クレーム、1 年

につき 80 ペソ。 

b) その他の第 2種の鉱山については、1クレーム、1年につき 40 ペソ。 

c) 第 1 種および第 2 種の調査許可については、許可機関のいかんに関わらず、測量単位

またはその端数につき 400 ペソ。 

 

第 16 条 鉱業法第 206 条、第 210 条、第 211 条および第 217 条によって規定される横坑道

については、1 年につき 40 ペソとし、これは第 215 条および第 216 条にしたがってライセ

ンシーが取得するべく規定されている地下鉱山以外のものに摘要される。 

 

第 17条 第 217条に予見される場合については、ライセンシーは、1年につき調査面積100m2

につき 200 ペソをさらに支払う。 

 



第 18 条 新しい基準が設定されるまでは、経済公共事業サービス省または鉱業問題を担当

する機関を通じて連邦政府が行う発表にも関わらず、第 15 条、第 16 条および第 17 条に規

定する価格を、完全に適用するものとする。 

 

第 19 条 鉱業法第 24 条第 2項は、以下の規定と置き換えるものとする。「土地所有者の同

意または当局の許可を受けなかった測量士は、生じた被害額に加えて、その場合の性質に

応じて測量単位に対応する調査基準の 10 倍ないし 100 倍の額の科料を前者に支払うものと

する。」 

 

第 20 条 鉱業法第 27 条第 2項は、以下の規定と置き換える。「調査許可の測量単位は、500ha

である。調査許可は、最大 20 単位で構成される。この調査許可は、同一人物や、その提携

者または第三者に対して、10 件を越えてまたは州につき 200 単位を超えて与えることはで

きない。同時の許可の場合は、ライセンシーは、第 20 条による規定に従うものとする。調

査許可の現在の申請人および所有者は、この法律の公布後 30 日以内に提案を行った場合で

も、この条の処置に関して測量を調節する優先権を有する。」 

 

第 21 条 鉱業法第 226 条の最後の項は、以下の規定と置き換える。「年間クレーム基準は、

第 1項の場合は同一種類の 1つのクレームの 3倍、第 2項の場合は 6倍、第 3項および第 4

項の場合は 10 倍とするものとする。」 

 

第 22 条 鉱業法第 273 条第 2 項は、以下の規定と置き換える。「見積もり投資は、前項に

記載する表示から数えて 5 年間の期間以内に完全に行わなければならない。ライセンシー

は、いつにても、予期される世界への投資を削減することなく名義を変更することができ、

またこのことをあらかじめ鉱業当局に報告しなければならない。鉱業投資は、種類および

クレーム数に基づく鉱山に対応する年間基準の少なくとも 300 倍とする。」 

 

第 23 条 鉱業法第 91 条、第 132 条および第 338 条は改正され、旧条項の許可の数に 10 倍

に乗じると規定する。第 226 条の第 1 種鉱石、ホウ砂およびリチウムの場合は、この数字

に 5を乗じ、第 90 条の Salitres および塩水においては、2を乗じる。 

 

第 5 章 特別関税地域 

第 24 条 連邦政府は、アルゼンチン領土内に鉱業事業のための特別関税地域または免税地

域を創設する権限を与えられる。 

 

第 25 条 法第 21593 号および鉱業法第 212 条第 3項は、ここに無効とする。 

 



別添５ 

＜連邦鉱山調整法（法律第 24228 号)の概要＞ 

 

 1993 年 5 月 6 日、ブエノスアイレス市において、次に掲げる目的を達成するための措置

を実施するため、会議が行われた。 

・アルゼンチン領内の鉱物資源の合理的かつ世界における利用を助長すること。 

・国内および海外の投資を誘致することに必要な措置によって各部門の開発を促進するこ

と。 

・各州の鉱物資源の管理者として州政府の役割を通じて連邦主義を促進すること。 

・アルゼンチン鉱業への投資機会を推進するための行動を共同して策定すること。 

・国の基本的なサービスの地方分権化を推進すること。 

・合理的な生産活動によって環境を保護すること。 

・現行法規を新たな基準とともに適用し、各地域の特色にしたがって措置を調和させるこ

と。 

・国および各州の鉱山機関の人的、経済的およびインフラストラクチュア資源の利用を最

適化すること。 

よって次の合意が達せられた。 

第 1項 国は、各州がその領内において、鉱業法第 19 章に規定する条件により国と締結す

る契約にも関わらず、同章に基づき公開入札を利用する権限を有することを認める。各州

の長は、調査のための入札およびこの合意第 23 項の実施に先立って、鉱業法第 412 条に記

載する物質の大規模な調査および開発のための入札を行うことができる。 

 

第 2 項 鉱業法第 19 章に記載する保護地帯で発見される鉱山の公開入札の手続きに関して、

この手続きは民間事業への移転を結果するすべての種類の当該鉱山の公開入札を含むこと

を、ここに明記する。 

 

第 3 項 署名者は、この合意作成日における法的関係に影響を与えることなく、鉱業法第

18 章に記載する保護地帯が同章に記載する政府または国の機関によって更新できないこと

を認めるものとする。 

 鉱業分野の州有、国有または官民共有の会社は、民間企業に対してなんらの特権も享有

してはならない。 

 

第 4 項 州は鉱業長官官房を介して国と協同して外国における鉱業投資の取得を推進する

ものとする。 

 鉱業分野の州有、国有または官民共有会社は、民間企業に対してなんらの特権も享有し

てはならない。 



 

第 5 項 州は、公的な手続きの推進の基礎および断固たるかつ延長不能の条件の提供をは

じめとして、国全体の基本的な指針を策定するため、鉱業に関する手続きを調和させるも

のとする。 

 

第 6 項 鉱業法第 273 条および第 285 条の条件で期限切れとなった鉱山の提供に関するし

かるべき広報および均等な機会を保証するため、鉱山局は妥当な期間をおいて当該鉱山の

遊休状態を発表して、その他の形式の広報が決定された場合であっても管轄する官報への

掲載によって、鉱山の公開入札を行う。 

 

第 7 項 国が発布するいかなる法律または規定も、その編集および諮問査定に必要な情報

および技術開発双方に関して鉱山登録簿を作成し更新する措置を取るものとする。 

 

第 8 項 国および州は協同して、その編集および諮問査定に要される情報および技術開発

双方に関して、鉱山登録簿を作成し更新するに必要な措置を取るものとする。 

 

第 9 項 州は、鉱業事業に直接影響する租税および市町村手数料の廃止に努力するものと

する。 

 

第 10 項 国が取る措置に沿って、州は、固体、液体および気体の炭化水素を除く鉱物の開

発および利益に対する印紙税の廃止を推進する。 

 

第 11 項 国および州は、鉱業事業に影響を与える電力、燃料ガスおよび輸送の料金の歪み

を回避するに必要な措置をとるものとする。 

 

第 12 項 州は、共同行動を行うためまたは人材、インフラストラクチャーおよび鉱山設備

により支援するため、それぞれの管轄地域の鉱業機関に存在する制約を排除するための対

応する措置をとるものとする。 

 

第 13 項 重要な中小企業部門を支援しかつこれを開発するため、国および州は、国土にお

ける起源のいかんに関わらず、その管轄地域において石材および鉱石の公共工事および住

宅建設計画における利用を助長しかつ推進する。 

 

第 14 項 環境保護の重要性を考慮して、ここに次の事項を定める。 

a) 公共民間双方の活動において、鉱物の測量、調査、開発、工業化、貯蔵、輸送および

マーケティングに関する環境影響宣言に従う必要性。 



b) 環境を守る企業や鉱山地域の植林のための、鉱業投資法第 22 条に記載するような、新

しい形の促進活動を実施すること。 

c) 鉱業事業における環境の保全に関するプロジェクトの技術的および社会的開発の拡大

を目的とした研究のための資金を割り当てること。 

 

第 15 項 国および州は、国土内の鉱業事業に関する種々の主体および機関がとる措置の十

分な調整のための技術的および研究面に関する情報システムを確立するものとする。 

 

第 16 項 鉱山の測量は、鉱業手続法または該当するときは鉱業当局が規定する先買権条件

によって実施されなければならない。未定の権利は、しかるべき期間内に請求がないとき

は、放棄されたものとみなすものとする。 

 

第 17 項 鉱業法第 274 条の最後の項に規定された遊休状態の、測量されていない鉱山の登

録を取り消すための承認された規則は、毎年適用するものとする。 

 

第 18 項 鉱業基準の欠如により登録を取り消された鉱山は、毎年、競売にかけ、手続き上

のコストを削減するものとする。 

 

第 19 項 鉱業法第 273 条に規定する固定資産投資は、同条に規定する法的条件で確認する

ものとする。 

 

第 20 項 ライセンス時点までの法的義務確認のための鉱山検査により生じる費用の支払い

を遵守するため関係当事者を担当するシステムが、採用される。これらの費用への遵守が

ないときは、確認義務の不履行と判断するものとする。 

 

第 21 項 州の鉱山警察の活動は、現行の規則の適切な施行のため促進するものとする。 

 

第 22 項 連邦投資審議会は、この合意に関連する地域開発、環境保護および州税面に関し

て、諮問機関の任務を果たすものとする。 

 

第 23 項 この合意は、その効力について国民議会に通知するものとする。国および州は、

連邦政府および州政府を通じて合意されたすべての措置および処置をただちに実施する。 

 



別添６ 

鉱業近代化法（法律第 24498 号）の概要 

 

（第 1 条） 鉱区の各角（かど）の測量に使う座標は公式鉱業権原図に使用された座標を

使用しなければならない。 

 

（第 2条） 鉱業法第 23 条を次の条文と差し替えること： 

第 23 条 全ての自然人または法人は、法律の定める期間及び面積に限って、特定の区域内

で探鉱するための排他的許可を当局に申請することができる。探鉱許可の所有権者には、

当該許可対象地域内の探鉱鉱業権を取得する排他的権利を与える。探鉱許可を取得するた

めには、申請する地域の各角（かど）の座標と探鉱の目的、出願者の氏名及び住所、地表

権者の氏名及び住所を記した申請書を提出しなければならない。また、申請書には、最低

実施する作業計画、実行する投資額の見積もり及び使用する資材、機器類を記さなければ

ならない。また、第 27 条第 2 項及び第 28 条に定める禁止事項に該当しない旨の宣誓書を

添付しなければならない。宣誓に違反した場合、第 24 条の規定と同額の罰金を課す他、申

請したまたは取得済みの全ての権利を喪失させ、これらの権利は空位に帰し、その旨登記

する。当局が追加要請するデータは、要請された日から起算して 15 日以内に提出しなけれ

ばならない。15 日以内に提出されなかった場合、手続きを放棄したものとみなす。これら

情報を提出しない場合、鉱業当局が一切の行為をとる必要なく、申請は取り消され、申請

対象地域は自動的に開放されるものとする。申請者は、申請した測定単位に相当する探鉱

鉱区税を仮納入しなければならない。この予納金額は申請書を提出した時点に実納された

ものとみなし、申請を却下した時はこれを払戻し、許可面積を減じた場合は、その面積に

応じて金額を減額し、差額を払い戻す。払戻は鉱業当局が当該申請に関わる決定を行なっ

た日から 10 日以内にこれを実行する。鉱区税を予納しない場合、鉱業当局は当該申請を却

下し、手続きを行わない。出願する探鉱許可の各辺は南－北、及び東－西向きでなければ

ならない。 

 

（第 3条）鉱業法第 25 条の第 2項を次のものと差し替えること 

第 25 条第 2項 地表権者がその住所に居ない場合または地表権者が誰かはっきりしない場

合、出頭命令の送達は公告をもって行なうことができる。地表権が極端に細分化されてい

る地方においては、地表権者個人に対する送達を行なうための方法は鉱業当局がこれを決

定しなければならない。 

 

（第 4条）鉱業法の第 26 条、第 27 条及び第 28 条を下記のものと差し替えること： 

第 26 条 出願者の同意を得ずに第三者が許可対象地域内で行なった発見は、出願した日以

降、探鉱者（explorador）に帰属するものとする。  



第 27 条 探鉱許可の測定単位を 500ha とする。1探鉱許可は最高 20 単位までとする。同一

の出願者には、出願者のパートナー名義、第三者名義を合わせても、同一州内に 20 許可以

上または 400 単位以上を与えてはならない。 

 

第 28 条 探鉱許可が 1測定単位である場合、その許可期限を 150 日とする。 許可単位が

1単位増す毎に、許可期限を 50 日間延長する。300 日経過後、4単位を超える面積の半分に

相当する面積を減区しなければならない。700 日経過後、前回減区した残りの面積の半分に

相当する面積を減区しなければならない。このため、許可の所有権者は、各期限が切れる

前に該当地域の開放を申請し、維持する区域の各角（かど）の座標を示さなければならな

い。期限前に申請しない場合、鉱業当局は、鉱業権登記当局の要請に基づき、前項記載の

手続きを取り、鉱業当局が妥当と判断する区域を開放する。また、予納した鉱区税と同額

の罰金を当該許可の所有権者に課す。許可期間は許可を交付した日の 30 日後から計算する。

この期間中に、第 23 条記載の計画に記した探鉱作業を開始しなければならない。正当な理

由がない場合、鉱業当局の許可なしに探鉱作業の開始時期を遅らせることも、一度開始し

た探鉱作業を中止することもできない。一つの許可の期限切れを公告した後、再度申請を

行なうまでの間に最低 1 年の期間を置かない限り、同一人に対しては、そのパートナーの

名義または第三者の名義であっても、同一地域または同一地域の一部分に付いて、連続し

た期間許可を与えることはできない。鉱業当局は、許可期限が切れてから 90 日以内に、調

査中に得られた情報及び技術資料を提出するよう要求することができる。提出しない場合、

予納した鉱区税の 2倍に相当する額の罰金を課す。 

      

（第 5条） 鉱業法第 29 条を次のものと差し替えること： 

第 29 条 調査作業を空中から行なう場合、探鉱許可の面積は、申請者が同一人または異な

る人であっても、一つの州当たり、最高 20,000 km2 まで可能とし、期間は鉱業当局が許可

を交付した日または航空当局ガ飛行許可を与えた日から起算して 120 日以内とする。申請

書には実施する作業計画、調査作業に使用する資機材を記さなければならない。許可取得

には申請書提出以外の手続きは不要で、官報に 1 日公告する。官報に公告を行なうことに

よって、地表権者及び第三者への送達が行なわれたものとみなす。州面積が 200,000 km2を

超える場合、許可面積は 40,000 km2 以内とし、許可期間は前述通りとする。許可は同地域

内に有る先願鉱業権及び既得鉱業権に影響を与えない。申請者は 1 km2当たり 1ペソの鉱区

税を予納しなければならない。この予納金額は、前条に定める探鉱許可の申請に対する規

定と同じ効果を持つ。申請者は、申請書の提出後 5 日以内に、航空当局に提出した飛行許

可申請書の写しを提出しなければならない。飛行許可申請書の写しを期限内に提出しない

場合、申請手続き中断の罰則を課す。申請書提出後 30 日以内に決定が行なわれない場合で

あって、その原因が当事者の促進不足にあり、これを鉱業当局が実証した場合、当該申請

は自動的に却下されたものとみなされる。承認済みの許可は探鉱登記簿及び鉱業権図登記



簿にこれを登録する。この種の許可は同一地域または同一地域の一部分に付いて連続して

交付することはできず、一つの許可が失効してから次の申請が行なわれるまでに 150 日の

期間をおかなければならない。鉱業当局は、第 28 条の最終部分に記載されている情報と書

類を提出するよう要求することができる。 

 

（第７条） 鉱業法第 113 条を次のものと差し替えること： 

第 113 条 発見者は鉱業当局に鉱石のサンプルを添付した文書を提出して発見を表明しな

ければならない。文書には発見者の氏名、独身者か既婚者か、住所；同伴者があればその

氏名及び住所、鉱山の名前を記し、これを 2 部提出しなければならない。また、文書には

第 18 条の II に定める形式で、提出するサンプルを採取した発見個所を記さなければなら

ない。また、隣接する鉱山の名前と地表権は国、市町村または民間人の何れに属するかを

記さなければならない。地表権に関しては、所有権者の氏名及び住所を記さなければなら

ない。発見者は、発見の表明をするに当たって、第 18 条の II に定める形式にのっとり、

採掘鉱業権に許された最高面積の 2 倍以下の面積を記さなければならない。なお、この面

積の中で鉱床発見作業を行なわなければならず、また測量する鉱区もこの中に入らなけれ

ばならない。決定した区域は四角形あるいは既存の他鉱区またはその土地の付随的条件に

より制約された形にしなければならず、発見地もその中にいれなければならない。この区

域は測量の許可が出るまで出願できないものとする。 

 

（第 8条）鉱業法第 116 条に下記を挿入すること： 

第 116 条の II 出願申請書を提出すると、当該出願に該当する順番の番号を手渡す。鉱業

権登記当局は、出願された場所が空白地か否かを直ちに調査しなければならず、登記原簿

の写しを添えてその結果を出願者に通知しなければならない。発見地が完全な空白地にあ

る場合以外、出願者は 15 日以内に空白地部分に関心があるか否かを通知しなければならな

い。明確な通知がない場合、出願書類をそのまま保管し、手続きを中止する。 

 

（第 9条） 鉱業法第 VI 編（Titulo SEXTO 新規鉱山、鉱区所有権）の第 II 章（Seccion II）

（第 138 条－第 146 条）及び第 VI 編第 III 章（廃棄された車両及び鉱石）（第 179 条－第

190 条）を廃止せよ。  

 

（第 10 条） 鉱業法第 274 条を次のものと差し替えること： 

第 274 条 鉱区が失効した場合、（当該鉱区の）所有権は国に帰属し、出願可能な場所とし

て、本法典の規定に基づき出願手続きをとることが出来るようになる。鉱区失効の原因が

鉱区税の不払いである場合、鉱業権登記書類に記された最終の住所に宛て鉱業権者にその

旨通告しなければならない。 鉱業権者は 45 日以内に鉱区税額に 20％の加徴金を足した金

額を払い込まなければ、当該鉱区を保持することはできない。この支払期限は延期不可能



であり、期限内に支払いのない場合は、当該鉱区は自動的に空位となる。（当該鉱区を）抵

当にとった債権者、登記された特権の所有者、物権の所有者または当該鉱区に関与する者

は、登記書類に記された住所宛に当該鉱区が空位となった旨の通告を受けた日から 45 日以

内に、当該鉱区が失効するまでに累積していた（鉱区税の）不払い額を支払って、鉱区の

取得を申請することができる。抵当権付債権者または登記された特権の所有者は、その他

の者に比し優先して当該鉱区を取得する権利を有する。空位となった鉱区として登記され

公表された場合、出願者は当該鉱区の未払い鉱区税額を予納しなければならない。予納し

ないで提出した出願は却下され、出願書類は手続き無用として保管される。前鉱業権者は、

当該鉱区が空位となってから 1年経過後でなければ当該鉱区を再出願することはできない。 

  

（第 11 条）鉱業法に下記第 274 条の II を挿入すること： 

第 274 条の II 鉱業当局は、空位となった鉱区が登記されてから 3 年経過した場合、これ

ら空位となった鉱区の登記を取り消さなければならない。この場合、当該鉱区が空位とな

った理由、（当該鉱区内で）測量実施の許可を与えたか否かを問わない。これら鉱区が占め

ていた面積は完全に自由な場所となり、如何なる人も、何ら特別の義務を負わずに探鉱許

可を申請することができる。失効した鉱区として登記されている鉱区に付いても、本法律

が公布された日から 90日以内に正常化された鉱区を除き、同様の手続きを行うものとする。 

但し、第 274 条に定める失効の場合を除く。 

 

（第 12 条）鉱業法の第 356 条を下記のものと差し替えること： 

第 356 条 鉱区（鉱業権）は不動産として賃貸借の対象とすることができる。但し、下記

諸条に定める制限をつける。鉱区及び採石場の賃貸借の期間は最高 20 年とする。 

 

 

（第 13 条） 鉱業法第 356 条を下記のものと差し替えること： 

第 356 条 用益権（usufructo＝西和辞典では用益権、使用権）には鉱業権全体を含めなけ

ればならない。用益権者は、鉱業権者同様、当該鉱業権から得られる生産物及び利得を活

用することができる。鉱業権の用益権契約期間は、自然人と締結した契約または法人と締

結した契約を問わず、最高 40 年間とする。特別の規定の無い限り、用益権者が死亡した場

合も、契約は無効とはならない。 

 

（第 14 条） 鉱業法典の第 XVIII 編を下記のものと差し替えること： 

第 409 条 連邦政府が全国を対象に行なう地質・鉱業調査及び州政府が州内で行なう地質・

鉱業調査は鉱業当局の許可なしに自由にこれを行なうことができる。但し、連邦政府が調

査を行なうに当たっては、事前に、調査対象地域が所在する州の州政府の同意を得なけれ

ばならない。調査を実施する州当局または州公社は、鉱業当局に通知し、当該鉱業探査の



排他的特別調査対象地域（zonas exclusivas de interes especial）を設定することがで

きる。 当該地域においては州当局または州公社が直接または民間企業の参加を求めて調

査を実施することができる。排他的特別調査対象地域の面積は 1 州に付き 100,000ha を最

高限度とする。また、期間は 2 年間とし、延長は認められない。第三者の参加を求める場

合、本条第 2 項に定める機関は公開入札を行い、民間企業に会社紹介資料、作業計画、調

査対象作業を行なうための投資予定額を提出させなければならない。公開入札の告示は 15

日の期間内に 3 日間官報に公告する他、鉱業当局の事務所内及び入札実施機関の事務所内

にもこれを掲示しなければならない。公告・掲示する内容は、調査の目的、応札者の資格、

応札書の提出場所、受付期間、応札書の評価比較ベースである。落札者は、調査地域内に

一つまたは複数の探鉱許可を申請し、または発見の出願をすることができ、これら権利は

鉱業法典の一般規定の適用を受ける。落札者は当該入札を実施した機関に対し、調査期間

内に入手した情報及び技術データを提出しなければならない。 同機関が定めた期限内に

提出しない場合は、当該鉱業権の 4単位に相当する鉱区税額の 20 倍を限度とする罰金が課

される。排他的特別調査対象地域が設定されてから 1 年経過したにもかかわらず同地域内

で国または州公社が調査を実施しなかった場合、または入札を実施したにもかかわらず落

札者が出なかった場合、当該地域は自動的に自由な土地となる。一般の民間人が鉱業権を

出願した場合、鉱業当局はこれを受付なければならない。前述の機関が設定した特別対象

地域内で第三者の参加なしに同機関が行なった調査中に発見された鉱床は、それが発見さ

れた年の年内に、本条の定める手続きに則って、これを民間活動に譲渡しなければならな

い。民間に譲渡しない場合、この土地は自動的に空位となり、誰でも此処に鉱業権を出願

することができる。 

 

第 410 条 保護区域及び現在まで効力のあった第 XVIII 編及び第 XIX 編の規定に基づき設

定された地域はその有効期限が切れるまで有効とし、権利保有者に負わされた義務または

既に開始された手続きも当該地域の有効期限が切れるまで有効とする。前項の規定にかか

わらず、本編の諸規定との平等性を促進するため、州機関は、本法律の有効な 2 年間の期

間内に入札を行なって、現在の保護区域または地域を鉱業法典の定める一般条件による探

鉱許可に切り替え、落札者に交付しなければならない。 

 

（第 15 条） 鉱業法典第 XIX 編を廃棄せよ。 

 

（第 16 条） 1956 年 12 月 18 日月法令第 22477 号が定め、1964 年 3 月 4日付法律第 14467

号及び法令第 1647 号により承認された鉱業法典の付則条項を下記のものと差し替えるこ

と： 

 

 



付則条項 

第 1 条 核鉱物資源及び核鉱物を含むズリ、選鉱廃さい及びスラッグの探鉱、採掘には、

本付則条項で修正した事項を除き、本法典の第一種及び第二種鉱業権に関する規定を適用

する。法律で指定する機関は、州政府に対し、当該州内で行なわれる核鉱物の探鉱・採掘

活動にかかわる技術的指導及び鉱業及び危険防止に関する指導を行なわなければならない。 

このため、これら機関は当該州政府と指導内容にかかわる協定書を締結しなければならな

い。 

 

第 2 条 ウラニウム及びトリウムを核鉱物資源とする。 

 

第 3 条 核鉱物を含有する資源を採掘する者は、鉱業当局に対し、鉱業廃棄物の影響を受

けた自然地域の再生計画を提出し、液状または固形状の選鉱廃さいその他放射性物質また

は酸性物質を含有する産物を中和、保存、保管しなければならず、現行法規に基づき適用

される基準を遵守しなければならない。 なお、これら基準が存在しない場合は、鉱業当

局または法律が定める機関と協定した基準を守らなければならない。 これら前述の産物

は、前述の機関または鉱業当局の事前の許可なしに、これを再使用することも第三者に譲

ることも出来ない。前項の規定に違反した者は罰せられ、場合により、施設の一時的閉鎖

若しくは永久閉鎖、取得した鉱業権または許可の失効、または/及び第一種鉱物の通常鉱業

権に相当する年間鉱区税額の 5,000 倍までの累進的罰金を課す他、連邦政府が定める規則

に則って、当該義務不履行により生じた損害及び/またはそれら損害を予防または修復する

ために必要なコストの全責任を負わなければならない。更に、環境保護規定及び刑法の規

定が定める罰則が適用される。 

 

第 4 条 核鉱物資源の鉱業権所有者は、第 1 条に定める機関及び鉱業当局に対し、宣誓書

の形式で、核鉱物の埋蔵量、核鉱物及びその精鉱の生産量を報告しなければならない。 こ

れに違反した者には、前条に示す鉱区税額の 500 倍までの罰金を課す。 

 

第 5 条 連邦政府は、連邦政府が定める規則に従って、第 1 条に示す機関または第 1 条の

定める機関を通して、我が国内で生産される核鉱物、その精鉱及び副産物を市場の通常条

件で入手する第 1 オプション権を有する。この規定に違反した者には、適用当局の定めに

従い、違反して販売された物質の販売価格または我が国内の市場価格もしくは国際市場の

価格の内最も高い価格の最低 20％から最高 50％までの罰金を課すものとする。 

 

第 6 条 核鉱物、精鉱及び副産物の輸出を行なう場合、国内需要を保証し輸出する鉱物ま

たは物質の最終仕向け先をコントロールするため、締結する契約毎に、第 1 条に示す機関

から事前に輸出許可を取得しなければならない。 



第 7条（関連する各種法律、法令の廃止）省略 

 

経過条項 

第 17 条－第 19 条  省略 

 

第 20 条   本法律の通達    省略 

 



別添７ 

付加価値税の支払いに対する融資制度を制定する（法律第 24402 号） 

 

承認された日： 1994 年 11 月 9 日 

施行された日： 1994 年 12 月 7 日 

 

第 1 条 次の活動に課税される付加価値税の支払いに対する融資制度を制定する： 

ａ） 新品資本財の購入または恒久的輸入 

ｂ） 本法の規定に従って鉱業活動用のインフラストラクチャー工事を行なうために実施

する投資。 

 

第 2 条 本制度の受益者は： 前述の財を購入した者または輸入した者。但し、当該財を

使って海外市場に輸出する製品を生産する場合に限る；及び、法律第 24,196 号の制度に則

り輸出向け財の生産に必要なインフラストラクチャーを提供するための土木工事及び建設

工事に投資する者 

 

第 3 条 前条に定める生産とは、適用当局（Autoridad de Aplicacion）が定める条件に基

づき、海外市場で販売するために行なう生産工程をいう。本条の定める条件を満たさない

場合、免税特典を取り消す。従って受益者は、国庫が逸失した利息額を支払わねばならな

い。また、適用当局は、違反者に対し上記利息額の 50％－100％に相当する罰金を課すこと

ができる。 

 

第 4 条 本制度を導入するに当たって、法律第 21526 号及びその修正法の適用を受ける金

融機関に対し、第 2 条に記載した者に対して第 1 条に定める税金の支払いに充てるための

クレジット･ラインを開くことを許可する。 

 

第 5 条 国は、前条の規定に則り融資を行った金融機関に対し、当該融資に適用される年

間実効利息額の 12％を限度とする見返り金額を支給する。 

 

第 6 条 見返り金額には付加価値税を課税しない。 また、付加価値税法第 12 条に定める

国のクレジットの割当も行なわない。 

 

第 7 条 適用当局が作成するリストに記載される財の購入または恒久的輸入に対しても本

制度の規定を適用する。また、法律第 24196 号の制度の適用を受ける者が、（本法律）第 2

条の規定を遵守して生産活動に必要なインフラストラクチャーを提供するための土木工事

及び建設工事に投資する場合にも、本制度の規定を適用する。 



第 8 条 本制度による融資は、前条記載のリスト中に記載された期限内に返済しなければ

ならない。この返済期限は適用当局が、各投資及び各財の特質に合わせて決定する。 但

し、連邦行政府が融資に関して定める期限を越えることはできない。 

 

第 9 条 融資を供与する金融機関は、融資を受ける受益者に対し、当該融資を回収するた

めに必要と判断する保証を設定することができる。 

 

第 10 条 省略 

 

第 11 条 行政府は本法律の適用当局を選定し、関連する規定の解釈、適用範囲を決める権

限ならびに関連する法規を制定する権限を付与しなければならない。 

 

第 12 条 第 3条第 2項に定める罰金額及び第 5条に定める年間の実行利率を修正する権限

を行政府に付与する。 

 

第 13 条 本法律の規定はこれを官報に公告した日にその効力を発するものとし、官報に公

告した日付と行政府が本制度の終了日と定める日付の間になされた投資にこれを適用する。 

 

 



別添８ 

＜環境保護法（法律第 24585 号）の概要及び環境保護法施行のための補完規則-環境影響報

告書の記述要領-＞ 

 

鉱業活動のための環境保護（鉱業法第 246 条－第 268 条）： 

鉱業活動により損傷を受けた環境及び自然資産・文化資産の保護にはこれら規定を適用す

る。（第 246 条） 

 

鉱業活動を行う者がこれらの条項に違反して環境に損傷を与えた時は、その責任を負わな

ければならない。本人が直接環境への損傷を引き起こしたか、従業員、請負業者、下請け

業者が引き起こしたかを問わない。鉱業権を他の者に利用させた場合、鉱業権者も連帯し

て責任を負わなければならない。（第 249 条） 

 

鉱業活動を行う者は、当該活動を実施する前に、当局に環境影響報告書（Informe de Impacto 

Ambiental）を提出しなければならない。小企業には当局が作成指導する。（第 251 条） 

 

当局が環境影響報告書の評価を行い、鉱業活動の各段階ごとに承認し、環境影響宣言書を

作成する。（第 252 条） 

 

探査段階の環境影響報告書には、実施する行動と、これら行動が環境に引き起こす可能性

のある危険を記さなければならない。探鉱段階の環境影響報告書には、使用する探鉱方式

と必要な環境保護策を記さなければならない。（第 253 条） 

 

当局は環境影響報告書が提出されてから 60日以内に承認証または否決書を出さなければな

らない。（第 254 条） 

 

環境影響報告書の内容が不充分と判断した場合、不充分との通告を受けた者は通告を受け

た費から 30 日以内に新規報告書を提出しなければならない。当局は新規報告書の提出から

30 日以内に承認証または否決書を出さなければならない。（第 255 条） 

 

環境影響宣言書は、少なくとも 2 年に 1 回更新しなければならない。このため、実施した

環境保護行動の結果及び新規に発生した事実等を当局に報告しなければならない。（第 256

条） 

 

環境影響宣言書に予想したしことと現実に発生した結果との間に差異が生じた場合、当局

は取るべき行動に修正を行い、より効率的な行動をとらせなければならない。（第 257 条） 



環境の責任を負う者が（環境影響報告書に）記述した設備類、施設類システム、防止措置、

緩和措置、レハビリテーション措置、環境の再建措置・修復措置は、環境の責任を負う者

の義務とする。当局はこれら義務の履行を監督しなければならない。（第 258 条） 

 

鉱業活動を行い、本法典の定める環境に関する義務を履行した者は、当局に環境の質の証

明書の交付を要請することが出来る（第 260 条） 

 

環境保護基準（第 261 条－第 262 条） 

企業及び当局が相談できるコンサルタント及びラボを創設し、モニタリング作業及び外部

監査作業を行なわせる。違反者の登録簿を設置する。（第 261 条） 

 

環境影響報告書には次の事項を記述しなければならない：  

a) 影響を受ける地域の位置及び環境の現況；  

b) 鉱業プロジェクトの内容；  

c) 土壌、水、大気、植物群、動物軍、景色、社会的・文化的環境；  

d) 予防措置、緩和措置、リハビリテーション措置、損傷を受けた環境の再建・修復

措置；  

e) 使用する手法。（第 262 条） 

 

環境破損に対する責任（第 263 条） 

現行法による行政上の制裁及び刑罰とは別に、環境資産に対する現実の損傷または後遺症

的損傷を引き起こした者は、これを緩和し、リハビリし、再建または修復する義務を負う。

（第 263 条） 

 

違反と制裁（第 264 条－第 266 条） 

本法典の環境に関する規定に違反したものには下記制裁を課す（第 264 条）： 

a) 警告；  

b) 罰金（罰金は、鉱業法典第 243 条の規定に基づき、当局がこれを定める；  

c) 製品に対する環境の質証明証発行の停止； 

d) 破損された環境の修復；  

e) 一時的閉鎖。 繰り返し違反の場合は漸増。 重大違反 3 回の場合は、施設の永久

閉鎖；  

f) 資格剥奪。 

 

前条記載の制裁は、違反の性質及び損傷の程度により段階的に適用する。（第 265 条） 

 



一度制裁を受けた者が再度違反を行なった場合、刑罰の段階的漸増を適用する（第 266 条） 

 

環境教育及び環境防衛（第 267 条、第 268 条） 

当局は住民、特に鉱業活動に関連する住民を啓発するため、教育プログラムを導入する（第

267 条） 

 

当局の情報提供義務（第 268 条） 

 

 

Anex 1 

初期探査（Prospeccion）段階に於ける環境影響報告書（Informe de Impacto Ambiental） 

 

I． 一般情報 

 １． 法定責任者の氏名及び身分証明 

 ２．実際の住所及び司法管轄区域内の法定住所、電話番号 

 ３．環境影響報告書の技術責任者の氏名 

 ４．実際の住所及び司法管轄区域内の法定住所、電話番号   

 

II. 環境に関する一般的記述 

５．探査対象地域の正確な位置 

６．探査を行なう面積 

７．気候 

８．地形 

９．自然保護地域 

１０．最も近くに有る居住地 

 

III. 作業に関する記述 

１１．実施する活動 

１２．使用する道具、機械類 

１３．探査地域へのアクセス道路 

１４．作業人員 

 

IV. 環境影響に関する記述 

 １５．探査活動により環境に与える可能性のある危険（リスク）。環境影響に対する予防

対策、緩和対策。廃棄物の管理 

 



ANEX II 

探鉱（Exploracion）段階に於ける環境影響報告書 

 

I. 一般情報 

 １．プロジェクト名 

 ２．法定責任者の氏名及び身分証明 

 ３．実際の住所及び司法管轄区域内の法定住所、電話番号 

 ４．会社または組織の主な活動内容 

 ５．環境影響報告書の技術責任者の氏名 

 ６．実際の住所及び司法管轄区域内の法定住所、電話番号 

 

II. 環境に関する一般的記述 

    現存する情報、データに基づく簡単な特徴 

７．地理的位置（スケッチ） 

８． 使用する面積 

９． 主要な地形学的ユニット（unidades geomorfologicas） 

１０．気候、大気の質 

１１．探鉱地域にある水脈（スケッチ） 

１２．探鉱地域内にある地下水の深さ（情報があれば） 

１３．探鉱地域内の水の使用状況 

１４．探鉱地域内の土壌ユニット 

１５．探鉱地域内における土地の使用状況 

１６．動植物群。 探鉱地域内に生存する絶滅危険種 

１７．保護地域の有無 

１８．最も近くに有る居住区。 距離。 住民 

１９．探鉱地域から最も近くに有る医療センター 

２０．歴史的・文化的・考古学的・古生物学的価値のある場所 

 

III. 実施する作業に関する記述 

 ２１．探鉱の目的 

 ２２．探鉱地域へのアクセス 

 ２３．実施する作業 

 ２４．宿舎及び付属施設 

 ２５．人員。人数 

 ２６．水、水源、水質、消費量 

 ２７．エネルギー。エネルギーのタイプ。消費量 



 ２８．使用する化学物質、燃料及び潤滑油。 その消費量 

 ２９．環境への放出量（有れば） 

 

IV. 環境への影響に関する記述 

 ３０．地形学上、水系、土壌、植物群、動物軍及び社会文化上の影響を簡単に記述（若

し有れば） 

 

V. 環境保護対策 

 ３１．地形学上、水系、土壌、植物群、動物軍及び社会文化上の影響に対する予防対策、

緩和対策 

 

 

ANEX III 

採掘段階に於ける環境影響報告書 

 

環境影響報告書にはプロジェクトを評価するための次のようなデータを記述しなければな

らない。 

 

I. 一般情報 

 １．プロジェクト名 

 ２．法定責任者の氏名及び身分証明 

 ３．実際の住所及び司法管轄区域内の法定住所、電話番号 

 ４．会社または組織の主要な活動内容 

 ５．環境影響報告書の技術責任者の氏名 

 ６．実際の住所及び司法管轄区域内の法定住所、電話番号 

 

II. 環境に関する記述 

 影響を受ける地域の位置と環境の記述 

 ７．地理的位置 

 ８．鉱区図と影響を受ける地表の用益権 

 ９．環境上の特徴の記述とグラフィックな描写 

  9.1. 地質と地形学 

   9.1.1. 一般的記述 

   9.1.2. 地震学 

  9.2. 気候 

9.2.1. 風： 頻度、強度、季節性 



   9.2.2. 降雨、相対的湿度、大気圧、気温 

   9.2.3. 大気の質 

   9.2.4. 地下水源の動力学的圧縮率測定調査 

  9.3 陸水学及び水理地質学 

   9.3.1. プロジェクトが影響を与える地域の地表水及び地下水の特徴 

   9.3.2 現在の使用量とポテンシャル 

   9.3.3. 地下水の静力学的圧縮率測定調査 

   9.3.4. 地下水源の動力学的圧縮率測定調査 

  9.4. 土壌 

   9.4.1. プロジェクトが影響を与える地域の土壌の形態に関する記述及びスケッチ 

   9.4.2. 分類 

   9.4.3. 現在の使用状況及びポテンシャル 

   9.4.4. 影響を与える地域に於ける土壌の劣化レベル（低い、中程度、厳しい、重

大） 

  9.5. 植物群 

   9.5.1. 植物の植物社会学的特長（Caracterizacion fitosociologica） 

   9.5.2. 植物分布図 

  9.6. 動物群 

   9.6.1.種の特定と分類 

   9.6.2. 絶滅の脅威にある種のリスト 

   9.6.3. 食物摂取場所、避難場所及び生殖場所の特定 

  9.7. エコシステムの特徴 

   9.7.1. 生態の実態の特定と境界 

   9.7.2. 生態妨害度の評価 

  9.8. 影響を与える地域における自然保護地域 

   9.8.1. その位置と範囲 

   9.8.2. 分類 

  9.9. 景観 

   9.9.1. 記述 

  9.10. 社会経済的面・文化的面 

   9.10.1. プロジェクトにより影響を受ける居住地域 

   9.10.2. 距離、関連 

   9.10.3. 住民： 住民数、民族、教育レベル 

   9.10.4. 経済状況、雇用状況 

   9.10.5. 住宅、インフラ、サービス 

   9.10.6. 医療手当てに関連するインフラ 



   9.10.7. 教育関連インフラ 

   9.10.8. レクリエーション関連インフラ 

   9.10.9. 集団及び個人のセキュリティーに関するインフラ 

  9.11. 歴史的・文化的・考古学的・古生物学的価値のある場所 

 １０．自然環境の進化傾向に関する記述（プロジェクトが具体化しなかったと仮定して） 

 

III. プロジェクトに関する記述 

 １１．プロジェクトの実施場所 

 １２．一般的記述 

 １３．プロジェクトの主要部分に関して分析した選択肢に関する記述 

 １４．プロジェクトの各段階。 工程表   

 １５．操業年数（寿命）  

 １６．鉱物資源の採掘。採掘計画と採掘法。鉱物の運搬方法及び運搬機器  

 １７．鉱石処理工程の詳述。 技術、施設、設備及び機械類。 原料・副原料・廃液・

排煙・廃棄物のフロー。用水バランス。 

 １８．液状廃棄物発生。その化学的組成、量、変動性 

 １９．固形廃棄物及びせみ固形廃棄物の発生。その特徴、量、変動性。 

 ２０．ガス状廃棄物及び粉塵の発生。そのタイプ、質、量及び変動性。 

 ２１．騒音及び振動の発生 

 ２２．熱の放出 

 ２３．ズリ捨て場と選鉱廃さいダム。その設計、所在位置、建設。排水。調査・試験。

酸性排水の排出予測。汚染物質の運搬と中和の可能性を特定する調査。 

 ２４．プロジェクトが使用し影響を受ける土地の面積 

 ２５．現有建屋の面積及び建屋建設計画面積 

 ２６．鉱床の場所にあるインフラと施設類 

 ２７．製品と副産物の詳細。一日当たり、1週間、月間の生産量。 

 ２８．用水、水源、水質、水量。プロジェクトの工程別、段階別使用量。再利用の可能

性。 

 ２９．エネルギー。エネルギー源、プロジェクトの工程別・段階別使用量 

 ３０．燃料及び潤滑油。燃料減、プロジェクトの工程別・段階別使用量 

 ３１．交渉所在地に於けるその他副原料の網羅的な詳細記述。（プロジェクトの段階別に

使用する資材及び物質） 

 ３２．使用人員。プロジェクトの段階別使用人数。労働者の出身地及び教育程度。 

 ３３．インフラストラクチャー。必要な程度及び装備 

 

IV. 環境への影響に関する記述 



 ３４．地形学上の影響 

   34.1.採掘または充填による地形の変化 

   34.2.ズリ捨て場。選鉱廃さいダム 

   34.3.（露天掘りピットの）傾斜安定化。地滑り 

   34.4.作業地域内外に起こる沈下、機能停止、漸次沈下 

   34.5.風化の増加または変化 

   34.6.洪水リスクの増加または変化 

   34.7.全般的な景観の変化 

   34.8.取り返しのつかない影響 

 ３５．水に対する影響  

   35.1.地表水及び地下水の流れの変化 

   35.2.現在使用中の水の水質への影響とその程度 

   35.3.地下水流の水質変化 

   35.4.地表水流の水質変化 

   35.5.雨水の流れまたは排水網の変化 

   35.6.浸透水の低下 

   35.7.取り返しのつかない影響 

 ３６．大気への影響 

   36.1.ガス及び粉塵による汚染 

   36.2.騒音汚染 

 ３７．土壌への影響 

   37.1.影響を受ける範囲の所在地と境界のスケッチ 

   37.2.現在の影響度及びポテンシャル 

   37.3.汚染 

   37.4.土壌の質の変化 

   37.5.取り返しのつかない影響 

 ３８．動植物群への影響 

   38.1.植物群への影響度 

   38.2.動物群への影響度 

   38.3.取り返しのつかない影響 

 ３９．生態過程への影響 

   39.1.構造的変化及び動的変化 

   39.2.指標 

   39.3.取り返しのつかない影響 

 ４０．社会文化面への影響 

   40.1.住民への影響 



   40.2.住民の健康及び教育への影響 

   40.3.道路・市議会・共有財産への影響 

   40.4.歴史的・文化的・考古学的・古生物学的資産に対する影響 

   40.5.地域経済に対する影響 

 ４１．可視性の影響 

   41.1.視界に与える影響 

   41.2.景観に与える影響 

   41.3.取り消しのつかない影響 

 ４２．取り返しのつかない影響に関する報告書 

 

V.  環境管理計画 

 ４３．環境に与える影響の防止対策・防止行動及び緩和対策・緩和行動、並びに影響を

受けた環境のリハビリ対策、再建対策または修復対策： 

   43.1.下記に対する対策： 

    43.1.1.地形学 

    43.1.2.水系 

    43.1.3.大気条件 

    43.1.4.土壌 

    43.1.5.動植物群 

    43.1.6.生態過程 

    43.1.7.社会文化的環境 

   43.2.下記に対する行動： 

    43.2.1.モニタリング計画 

    43.2.2.採掘作業の中止及び放棄 

    43.2.3.操業停止後のモニタリング 

対策及び行動の一覧表はオリエンテーション･レベルのものであり、環境管理計画の内容を

制限するものではない。 

 

 ４４．（対策及び行動の一覧表は）実施する対策及び行動の工程表を添付して提出しなけ

ればならない。  

 ４５．また、修正策及び防止対策の複数の代案を作り、選択出来るようにして提出しな

ければならない。 

 ４６．送電線の建設に当たっては、連邦エネルギー省が承認した送電システムの環境管

理手引書の規程及び当局が制定する規準に基づいた環境保護対策を採らなければ

ならない。 

 ４７．道路の建設に当たっては、連邦道路局が承認した道路工事に関する評価・環境管



理手引書の規定及び当局ガ制定する基準に基づく環境保護対策を採らなければ成

らない。 

 

VI. 環境リスクに対する行動計画 

リスクの伴う活動及び危険な状況が起こった場合に実施すべき行動計画を詳細に記述した

文書を添付して提出しなければならない。 

 

VII. 使用する対策の手法 

責任者は、使用する環境影響の評価手法または複数の評価手法の組み合わせ、環境監査手

法及び影響を受けた地域の修復技術を詳細に記述し報告しなければならない。 

 

VIII. 参考にした基準 

責任者は、環境影響報告書の作成に当たり参照した州の基準、連邦の基準及び国際的な基

準を詳細に記述し報告しなければならない。 
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