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はじめに 

 

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

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

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

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

 ドミニカ共和国では、20 年間にわたって金銀の生産を継続していた Rosario Dominicana

社のプエブロ・ビエホ鉱山が 1999 年に閉鎖されて以来、Falconbridge Dominicana 社の保

有するボナオ（Bonao）ニッケル鉱山が唯一の金属鉱山となっている。しかしながら、 近

の金属価格の高騰により、ドミニカ共和国においても塊状硫化物鉱床及びラテライト・ニ

ッケル鉱床を対象とした探鉱活動が活発化し、2007 年末現在 2 つのプロジェクトが事業化

へ向けて推進されている。これらは、2008 年夏に操業開始を予定するセロ・デ・マイモン

多金属(Au-Ag-Cu-Zn)プロジェクトと、2007 年末の F/S の完了を経て、2008 年にプロジェ

クトの事業化の是非を決定する予定のプエブロ・ビエホ多金属(Au-Ag-Cu-Zn)プロジェクト

である。 

本報告書は、ドミニカ共和国の投資環境について資源機構メキシコ事務所が現地コンサ

ルタントの協力を得て作成したものである。本報告書が関係各位の参考になれば幸甚であ

る。 

 

 

平成 20 年 2 月 

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

企画調査部 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

執筆者は何ら責任を負いかねます。 
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１． 一般事情 

(1) 正式国名   ドミニカ共和国（La República Dominicana） 

(2)  独立年     1844年（ハイチから独立） 

(3)  面積 48,442km2  （九州に高知県を併せた広さ） 

(4)  人口 890万人（2005年：世銀） 

(5)  首都 サント・ドミンゴ市 (人口91.4万人 2002年：国家統計局) 

(6)  人種 混血73%,ヨーロッパ系16%,アフリカ系 11% 

(7)  公用語 スペイン語 

(8)  宗教  キリスト教（カトリック） 

(9)  政体       立憲共和制 

(10) 元首       レオネル・フェルナンデス・レイナ大統領(2004年就任、任期4年) 

(11) 議会制度  ニ院制（上院32名、下院178名）、任期4年 

(12) 政権与党   ドミニカ解放党(PLD) 

(13) 地勢 

  国土の中央に北西から南東部に走る中央山脈、その北側に北部山脈、西部にネイバ山脈、南西部

にバオルコ山脈が走っている。中央山脈と北部山脈の間には穀倉地帯であるシバオ平原が広がり、

その間をヤケ・デル・ノルテ川とジュナ川の二大河川が流れている。国土の東部にはサトウキビ園

が多くを占める東方平原が広がっている。 

 

図1 ドミニカ共和国地図（出典：東方観光局HP） 

 

(14) 気候 

亜熱帯圏にあるため平地では１年を通じ気温は26～30度と高い。四季の区別は判然とせず、雨季（5

～11月:月間平均降雨量154.6mm）と乾季（12～4月：月間平均降雨量64.7mm）に分けられる。12月

～3月は北大西洋の寒気団の影響を受け涼しくなる。
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２． 政治・経済事情 

2-1. 政治体制 

 ドミニカ共和国は大統領を元首とする立憲共和制をとり、大統領が統括する行政府、二院制の立法

府、司法府による三権分立が確立している。現行年憲法は 1966 年 11 月に制定され、1994 年、2002

年に改正されている。同国は独裁政権、クーデター、内戦と様々な政治状況を経験したが、1966年の

大統領就任以来、軍部や警察の政治不介入が堅持され、大統領は憲法の規定する手続きに従って民主

的に選出されている。 

正副大統領、上下両院議会議員及び市長は 18 歳以上の国民による直接選挙で選出され、任期は 4

年である。大統領は国家元首、行政府の首班、三軍の 高司令官で、大臣及び県知事の任免権を持つ。

1994年の憲法改正によって禁止されていた大統領の連続再選は、2002年の憲法改正により可能となっ

た。上院（Senado）議員は首都圏及び各県から各1名選出され定員は32名、また、下院（Camara de 

Diputados）議員は各県単位の比例代表制により住民5万人に1人の割合で選出議員が割り当てられ、

定員は178名である。地方行政区は首都圏と31県に分けられ、各県知事は大統領が任命する。市町村

長及びその議員は公選で任期は4年。 

司法は、 高裁判所、10の控訴院、29の地方裁判所、各地区の簡易裁判所、土地 高裁判所及び土

地裁判所から成る。 高裁判所は、司法審議会（1994 年の憲法改正により設置）が選出する 16 名の

判事で構成される。検事総長は大統領が任命する。 

中央選挙管理委員会に登録されている政党は25に上るが、主要政党は中道のドミニカ解放党（PLD）、

中道左派のドミニカ革命党（PRD）、中道右派のキリスト教社会改革党（PRSC）である。 

 

2-2. 政治動向 

 ドミニカ共和国は、1930年～61年までトルヒージョ将軍による独裁体制下にあった。1961 年 5月

のトルヒージョ将軍の暗殺後、63 年の大統領選挙においてドミニカ革命党（PRD）のファン・ボッシ

ュ候補が大統領に当選したが、保守勢力のクーデターにより政権を追われた。1965年にボッシュ政権

を復活させようとする軍の左派グループが、ドミニカ革命を引き起こして内戦状態となったが、米国

の海兵隊派遣と米州機構平和軍の駐留を経て収拾された。 

 1966年8月に就任した改革党（PRSC）のバラゲール大統領の下で、政情の安定、継続的な高い経済

成長が達成され、同大統領は1970年及び1974年の大統領選挙で再選された。しかしながら、石油危

機、国際的インフレの影響を受け、経済状況が悪化する中で行われた1978年の大統領選挙では、バラ

ケール大統領は敗れ、野党PRDのグスマン政権が誕生した。同大統領は軍の比政治化、国内の民主化

に成果を挙げたが、前政権以来の経済不振を克服することはできなかった。 

 1982年5月に行われた大統領選では、与党PRDのブランコ候補が野党PRSCのバラゲール候補を破

って当選し、二回目のPRD政権が誕生した。ブランコ政権下では、与党内の派閥間抗争が起こり、し

ばしば政策遂行の障害となった。また、1986年の大統領候補選出に際して、PRDはマフルータ派とゴ

メス派が激しく対立し、党分裂の危機に直面したが、ゴメスの譲歩により、マフルータ候補に一本化

された。1986年 5月の大統領選挙においては、与党マフルータ候補と野党PRSCのバラゲール候補の

対決となったが、バラゲール候補が約３％の僅差で勝利を収め、8 年ぶりに大統領に返り咲いた。バ

ラゲール政権は国民の政治に対する信頼回復を目標に掲げ、国家行政に対する規律の強化を図った。

さらに、前政権時代の軍・警察の物資調達を巡る汚職事件に関連し、ブランコ前大統領を含む、政府・
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軍部高官を汚職容疑で起訴した。 

 1990年5月の大統領選において、バラゲール大統領は経済不振に対する国民の不満により苦戦を強

いられたものの、PLDボッシュ候補に1.5%の差で辛勝し、再選を果たした。さらに、1994年5月の大

統領選においても、同大統領は、PRD ゴメス候補を 2.2 万票の少差で抑えたが、選挙人名簿すり替え

等の不正疑惑により、中央選挙委員会が2ヶ月に亘り勝利者を発表できない事態が生じた。選挙後の

混乱は、新政権任期の 2 年短縮、大統領の連続再選禁止、決選投票制の導入等を内容とする、8 月に

行われた憲法改正により収拾された。 

 1996年5月の大統領選挙では、与党PRSCペイナード候補、野党PRD連合ゴメス候補、野党PLDフ

ェルナンデス候補が出馬して実施されたが、いずれの候補も過半数に達しなかった。このため、第 1

回投票で上位2名となったゴメス候補とフェルナンデス候補の間で決選投票が行われ、PRSCの支持を

受けたフェルナンデス候補が勝利した。PLD初のフェルナンデス政権は、国家の近代化を旗印に揚げ、

経済状況も順調に推移し、年平均7%以上という中南米随一の経済成長を遂げた。 

 2000年5月の大統領選挙では、PRDのメヒーア候補が勝利し、同党が14年振りに政権に復帰した。

2002年5月の上下院選挙で大勝したPRDは、メヒーア大統領の再選を可能とするため、大統領二期連

続再選を可能とする憲法改正案を議会に提出した。同改正案は、野党PRSCの支持も得て、憲法議会に

て大統領連続再選を可能とする憲法改正が成立した。メヒーア政権下では、当初は比較的安定した経

済社会成長が見られたが、税制改革等による国民の負担増加、放漫な財政政策による公的部門の赤字

増大、通貨切り下げ、インフレ、金利高などによる影響で国民生活は逼迫した。 

 2004年5月の大統領選挙ではフェルナンデスPLD候補が約57%の得票率で選出され、同年8月第二

次フェルナンデス政権が発足した。2006年5月の総選挙では同大統領の個人的な人気と良好な経済に

支えられ、与党PLDが上院・下院共に過半数を占める大躍進となった。2006年後半から、2008年の次

期大統領選に向けて、各政党内の候補者選びが活発化している。フェルナンデス現大統領も、再選を

目指し、与党PLD大統領候補となるために積極的に活動中である。 

 

2-3. 経済動向 

 GDP における主要産業の占める比率は、製造業:15%、農業:11.5%、商業:12.2%、建設業:10.4%、通

信:13.2%、観光7.1%（2005年：ドミニカ共和国中央銀行データ）である。従来、ドミニカ共和国は、

砂糖、コーヒー、カカオ、タバコ等伝統的一次産品の輸出国であったが、1990年以降、自由貿易地域

(フリーゾーン)からの繊維等軽工業品の輸出が増加し、また、観光業が外国投資の誘致及びインフラ

整備の進展により発展した。主要外貨獲得源は、上記2分野に加え、米国居住者からの海外送金であ

る。 

1996 年～2000年(フェルナンデス政権1期目)には、平均7%の高い経済成長を記録した。しかしな

がら、2002年以降の米国経済の停滞、観光産業の減収、さらに2003年 5月の国内大手銀行の不正取

引による破綻等により、財政状況が逼迫したため、2003年はマイナス成長となった。2004年8月に発

足したフェルナンデス現政権は、2005年1月、IMFとスタンド・バイ協定を締結し、銀行セクターの

強化、財政状況の改善及び債務支払い安定化、為替政策等を中心とした経済改革プログラムを実施し、

2005年の実質GDP成長率は9.3%の高成長となった。2006年も年間を通じて為替レートと物価が安定

し、経済成長率は10.7%（暫定値）を記録した。なお、2007年4月に終了予定であったIMFとのスタ

ンド・バイ協定は、一連の経済プログラム改革の遂行のために調整期間が必要であるとして、2008年

1月末まで延長されることになった。 
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表１ ドミニカ共和国のGDP 

項     目 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 

名目GDP（百万ドル） 21,715 16,626 18,653 29,333 31,797

一人当たりGDP（ドル） 2,536 1,907 2,102 3,247 3,458

年間成長率 4.4% △1.9％ 2.0％ 9.3％ 10.7％

（出典：Banco Central de la República Dominicana） 

 

 

表２ 産業別GDP年間成長率の推移 

項  目 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 

農牧業 2.5% △2.6% 3.5% 7.3% 9.9%

製造業 4.8% △3.1% 0.7% 5.4% 7.4%

建築 3.2% △8.6% △6.3% 6.2% 22.9%

商業・サービス 4.8% △13.7% 0.1% 19.9% 11.7%

金融 2.9% △5.5% △1.0% 3.9% 22.4%

通信 14.2% 15.4% 18.3% 26.8% 26.1%

(出典：Banco Central de la República Dominicana) 

 

 

表３ 貿易収支の推移 

項  目 2002年 2003年 2004年 

輸出総額 5,165百万ドル 5,471百万ドル 5,936百万ドル

輸入総額 8,779百万ドル 7,627百万ドル 7,888百万ドル

貿易収支 △3,503百万ドル △2,156百万ドル △1,952百万ドル

（出典：Banco Central de la República Dominicana） 

 

 

表４ 2004年の産品別輸出内訳 

伝統産品 
項  目 

砂糖 コーヒー カカオ たばこ 
フリーゾーン 鉱物資源 その他 

輸出額 

（百万ドル） 
９４ ５．８ ５６ ４３ ４６８５ ３９０ ６６２

構成比（％） １．６ ０．１ ０．９ ０．７ ７８．９ ６．６ １１．１

（出典：Banco Central de la República Dominicana） 
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                       表５ 外国直接投資内訳－部門別        （単位：百万ドル） 

項  目 2003年 2004年 2005年 

  観光 ７８ １２９ ３００

通信 １４６ １９９ １６４

商業 １０３ ２７７ ９８

電力 １ １０ ２４

金融 ９９ ５８ ５９

フリーゾーン ４４ ５５ １５０

その他 １４２ ３０ １０３

総  額 ６１３ ７５８ ８９８

（出典：Banco Central de la República Dominicana） 
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３． 鉱業事情 

3-1. 鉱業概況 

 ドミニカ共和国では、20 年間にわたって独占的に金及び銀の生産を継続していた国有企業である

Rosario Dominicana社のプエブロ・ビエホ鉱山が1999年に閉鎖されて以来、Falconbridge Dominicana

社（権益比率：Xstrata社 85.26%、ドミニカ共和国政府 10.64%、 Redstone Resources社 4.10%）の

保有するボナオ（Bonao）鉱山から産出され、併設の製錬所で生産されるフェロニッケルが唯一の鉱産

物となっている。2006年の同製錬所ニッケル生産量（ニッケル純分）は29.7千 tで、ドミニカ共和

国は世界第 12 位のニッケル産出国となっている。非金属鉱業を含めた鉱業分野がドミニカ共和国の

GDPに占める割合は3.7%（2004年）である。 

 近の金属価格の高騰により、ドミニカ共和国においても塊状硫化物鉱床及びラテライト・ニッケ

ル鉱床を対象とした探鉱活動が活発化し、2007年末現在2つの主要探鉱開発プロジェクトが事業化へ

向けて推進されている。これらは、2008 年夏に操業開始を予定するカナダのグローブスター社

(Globestar Mining Corp.)が保有するセロ・デ・マイモン多金属プロジェクト(Au-Ag-Cu-Zn)と 2007

年末のF/Sの完了を経て、2008年2月にプロジェクトの事業化の是非を決定する予定のプエブロ・ビ

エホ多金属(Au-Ag-Cu-Zn)プロジェクト(権益比率：バリック・ゴールド社(Barrick Gold Corp.) 60%、

ゴールドコープ社(Goldcorp Inc.) 40%)である。 

 

3-2. 主要鉱山 

ドミニカ共和国唯一の操業中の金属鉱山である、ボナオ鉱山の概要を表６に示す。同鉱山から産出

されるラテライト鉱は、併設の製錬所で処理され、フェロニッケルが生産されている。 

 

表６ ボナオ鉱山の概要 

権益比率 鉱床タイプ 埋蔵量・資源量（2006年末現在） 備  考 

Xstrata社 85.26% 

ドミニカ共和国政府10.64% 

Redstone Resources社4.10% 

ラテライト 確定埋蔵量  43.9Mt（Ni 1.22%） 

推定埋蔵量   8.8Mt (Ni 1.18%) 

精測資源量   38.5Mt (Ni 1.56%) 

概測資源量   23.9Mt (Ni 1.43%) 

予測資源量  5.1Mt (Ni 1.40%) 

200MW の火力発

電所及び製錬所

を併設。 

 

（出典：Xstrata社HP） 

 

 ボナオ鉱山は、サント・ドミンゴ市北方80km、ボナオ町郊外に位置する。1971年にカナダのファル

コンブリッジ(Falconbridge)社の現地法人であるファルコンブリッジ・ドミニカーナ(Falconbridge 

Dominicana)社によって操業が開始された。また、同社が保有するボナオ製錬所におけるフェロニッケ

ルの生産は1999年7月に開始された。ボナオ製錬所には、石油を燃料とした200MWの火力発電所が併

設されており、鉱山及び製錬所への電力供給を全て賄っているが、余剰電力はドミニカ共和国ヘ売却

されている。 

スイスのエクストラータ社(Xstrata Plc)は、2006年8月にファルコンブリッジ社株式の過半数を、

11 月には同社株式の 100%を取得し、同社を傘下に収めた。同社は、2007 年上半期からボナオ鉱山、

及び同鉱山から25km離れたロマ・ミランダ(Loma Miranda)地域(1980年代の探鉱により平均ニッケル

品位1.58%、資源量12.47百万tを捕捉)において、資源量の増加及びカテゴリーアップを目的とした
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探鉱を開始した。また、この探鉱と平行して、火力発電所の燃料を石油から石炭に変更するためのス

コーピング・スタディが行われている。ボナオ鉱山（製錬所）のニッケル生産量（ニッケル純分）を

表７に示す。 

 

表７ ボナオ鉱山（製錬所）ニッケル生産量 

    2002年   2003年   2004年   2005年   2006年 

生産量(千t)     23.3    27.2   29.5  29.7    28.7

（出典：2002年～2004年 Raw Materials Data 、2005年～2006年Xstrata社HP）        

 

3-3. 探鉱開発プロジェクト 

表８にドミニカ共和国の主要探鉱開発プロジェクトを示す。各プロジェクトの概要は以下のとおり。 

 

表８ 主要探鉱開発プロジェクト 

プロジェクト名 権益保有会社 鉱  種 備  考 

Pueblo Viejo 

 

加・Barrick Gold社(60%) 

加・Goldcorp社(40%) 

Au、Ag、Cu、Zn 2007年末にF/Sを完了 

Cerro de Maimon 加・Globestar Mining社(100%) 

Falconbridge 社は 2%のロイヤルティーを

有する。Globestar 社は、1 百万 US$でそ

の1%を買収可能。 

Cu、Zn、Ag、Au 2008 年夏操業開始を予

定 

Cuance 

           

加・Globestar Mining社(50%) 

加・Everton Resources社(50%) 

Everton社はF/S時にさらに20%の権益を

取得する権利を有する。 

Cu、Au 探鉱段階 

Bayaguana 加・Globestar Mining社(100%) Cu、Au、Ag 探鉱段階 

Nickel Laterite    加・Globestar Mining社(100%) Ni 探鉱段階 

Nieta 加・Unigold社(100%) Au 探鉱段階 

Los Ranchos  加・Impact Silver社(100%) Au、Ag、Cu 初期的な探鉱段階 

Jobo Claro 加・Everton Resources社(100%) Au、Ag 初期的な探鉱段階 

Loma El Mate 加・Everton Resources社(50%) 

加・Linear Gold社(50%) 

Au、Ag、Cu、Zn 探鉱段階 

 

 

(1)プエブロ・ビエホ(Pueblo Viejo)プロジェクト 

 本プロジェクトは、サント・ドミンゴ市北西約100km、Sanchez Ramirez郡Cotui村に位置する。プ

エボロ・ビエホ鉱山は、1979年から1999年の20年間にわたってドミニカ政府によって酸化物鉱床を

対象とした操業が行われ、この間約5百万ozの金及び22百万ozの銀を産出した。しかしながら、含

金量16百万ozと推定される硫化物鉱床は、未開発のままである。2003年4月にPlacer Dome社は、

ドミニカ共和国政府からプエブロ・ビエホ鉱区の探鉱権を取得し、硫化物鉱床や鉱山周辺の開発を目

的とした探鉱を開始した。2006年3月にバリック・ゴールド社(Barrick Gold)はPlader Dome社を買

収し、本プロジェクトの100%権益を取得したが、同年5月にゴールドコープ社へプロジェクト権益の

40%を売却した。 
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 本プロジェクトは、開発事業へと進展する場合、2008年2月にドミニカ共和国政府へその旨の通告

を行わなければならない。また、同政府との合意によりバリック社は、将来の操業に関する環境影響

に対して全ての責任を負っている。旧鉱山域の沢においては、魚が棲息できない程の強酸性の鉱害に

直面している現状を踏まえ、ドミニカ政府は、現在、EUの援助により同域の鉱害実態調査及び水処理

プラント建設等を検討している。 

 2006年末に実施された本プロジェクトの評価結果の概要は、以下のとおりである。 

・100%ベースでの確定及び推定埋蔵鉱量中の含有金属量は、金18.1百万oz、銀88百万oz、亜鉛26

億lb及び銅358百万lb(60%ベースでは、確定及び推定埋蔵鉱量118.6百万t、含金量10.9百万oz）。 

・ 鉱山寿命約20年、この間の産金量は575～600千oz/年、平均キャッシュコストは285～295US$/oz。 

・ 100%ベースの鉱量を対象とした開発事業コストは 21～23 億 US$( 初の 5 年間の金属価格を金

600US$/oz、銀10US$/oz、亜鉛0.80US$/lb、銅2.00US$/lbと想定) 

・ 鉱山開発工事期間は3年。 

本プロジェクトにおいては、金銀を回収した後の溶液や坑内水から亜鉛及び銅を回収することを

目的とした水処理プラント開発がBioteq Environmental Technologies社によって進められている。

亜鉛・銅の回収は、Bioteq社の保有する水処理プロセス技術を応用するものであり、本プロジェク

トの事業化への要となっている。 

バリック社は、既に金銀回収のみを対象とした本プロジェクトの環境影響評価報告書(EIA)の認可

を取得したが、プロジェクト全体のEIAには他の金属(亜鉛、銅等)のデータが必要となる。2007年

には、将来の埋蔵及び資源量の拡大を目的とした試錐探査の継続、ドミニカ政府との電力供給交渉、

許可申請、エンジニアリングや採掘計画を含めたF/Sの完了が計画されている。 

 

(2)セロ・デ・マイモン(Cerro de Maimon)多金属プロジェクト 

 セロ・デ・マイモン多金属(Cu-Zn-Ag-Au)プロジェクトは、サント・ドミンゴ市北西 70km、マイモ

ン町の東約4kmに位置する、火山性硫化物鉱床である。2002年4月に、グローブスター社がファルコ

ンブリッジ社から本プロジェクトを含む総面積34km2のセロ・デ・マイモン鉱区を100%権益で買収し

た（買収金額85万US$（内35万US$を支払い済み）＋2%のロイヤルティー、グローブスター社は1%

分を将来1百万US$で買収可能）。鉱区内は農地及び浅い森林からなる田園地域で、2004年にグローブ

スター社は、環境天然資源省から環境影響評価報告書の認可を取得している。なお。この報告書の認

可に必要とされる同プロジェクトの開発を問う地域住民による投票では、87%の賛成票を得ている。 

2007年8月に発表された同プロジェクトの埋蔵量及び資源量を表９に示す。 

 



 

 - 9 - 

表９ セロ・デ・マイモン多金属プロジェクトの埋蔵量・資源量 

平均品位 
鉱床タイプ カテゴリー 鉱量(t) 

Cu(%) Ag(g/t) Au(g/t) Zn(%) 

確定埋蔵量 922,274 - 37.1 1.95 -

推定埋蔵量 230,093 - 23.9 1.48 -

埋蔵量計 1,157,367 - 34.5 1.86 -

精測資源量 985,172 - 33.2 1.86 -

概測資源量 261,407 - 23.4 1.39 -

酸化鉱 

資源量計 1,246,579 - 31.1 1.76 -

確定埋蔵量 4,285,800 2.66 35.7 0.98 -

推定埋蔵量 538,760 1.52 28.7 0.78 -

埋蔵量計 4,824,560 2.54 34.9 0.96 -

精測資源量 5,628,632 2.30 33.3 0.91 1.46

概測資源量 1,739,214 1.25 28.7 0.73 1.31

精測＋概測 7,367,846 2.05 32.2 0.87 1.43

硫化鉱 

予測資源量 142,283 1.20 34.6 0.71 1.12

（出典：2007年8月16日付けグローブスター社プレスリリース） 

 

 表９の埋蔵量評価に基づき、同じく2007年8月に発表された経済性評価の結果概要を表10に示す。

これらの評価は、金属価格を銅2.45US$/lb、金543US$/oz、銀10.00US$/ozと想定して行ったもので

ある。酸化鉱からは、青化法によって金銀ドーレを生産し、硫化鉱からは、浮遊選鉱によって銅精鉱

を生産する計画である。なお、経済性評価には、副産物クレジットとしての亜鉛は含まれていない。

銅精鉱中の亜鉛にはペナルティーが課されるため、同社は現在選鉱試験プログラムを実施している。

金属回収率は、酸化鉱で金90.8%、銀87.1%、硫化鉱で銅85.0%、金45.0%、銀55.0%と見込んでいる。 

 

表10 セロ・デ・マイモン多金属プロジェクトの経済性評価 

項   目 評価結果 備  考 

確定及び推定埋蔵鉱量(百万t) 4.8+(1.2)=6.0 (  )内は酸化鉱 

鉱山寿命 9年  

税引き前正味現在価値(NPV)：割引率８％ 172.3(130.6)百万US$ (  )内は税引き後 

税引き前内部利益率(IRR)        68.7(58.3)% (  )内は税引き後 

鉱山寿命間の資本コスト 68,634千US$  

投資資本回収期間 15ヶ月  

硫化鉱粗鉱処理量(t/日) 1,850(700) (  )内は酸化鉱 

鉱山寿命間の銅平均生産コスト 0.42US$/lb 副産物クレジット込み 

（出典：2007年8月16日付けグローブスター社プレスリリース） 

 

 同社は、2007年 8月初旬に南アフリカのNEDBANK と45百万US$の融資（返済開始は2013年 12月

31 日または同プロジェクトのプラント操業開始 5 年後)契約を締結した。さらに、自社株による市場

からの資金調達61.8百万US$を併せて、これらの資金を同プロジェクト開発に充当する。プラント建

設工事は2007年4月から開始し、2008年夏の操業開始を見込んでいる。 
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(3)クアンセ(Cuance)銅・金プロジェクト 

 本プロジェクトは、クアンセ鉱区(面積 43.4km2)及びロス・オハンチョス(Los Hojanchos)鉱区

(27.0km2)からなり、マイモン町の東方 25km、セロ・デ・マイモン多金属プロジェクトの南東約 10km

に位置する。本プロジェクトは、2003年8月のグローブスター社とエバートン社(Everton Resources)

との合意により、JV事業として実施されている。エバートン社は、3年間にわたって探鉱費の全額（1.17

百万US$）を負担することによって50%の権益を取得し、本プロジェクトが生産段階へ移行するための

FS費用を負担することによって、さらに20%の権益を取得できるオプションを有する。 

 本プロジェクトにおける探鉱目標は、ロス・ランチョス層及びマイモン層内の塊状硫化物鉱床である。

現在、クアンセ鉱区のラス・トレス・ボカス(Las Tres Bocas)地域において、IP探査で捕捉された有望

箇所を対象とした7孔（総延長616m）の試錐探査を実施中である。 

 

(4)バヤグアナ(Bayaguana)プロジェクト 

バヤグアナプロジェクト(鉱区面積 80.96km2)はサント・ドミンゴ市北東約 50km、バヤグアナ町(人

口2万人)の北5kmの田園地帯 (放牧地)に位置し、グローブスター社が100%権益を保有する｡本鉱区

内では、ドニャ・ロレタ(Doña Loretta)、ドニャ・アマンダ(Doña Amanda)及びセロ・キオスコ(Cerro 

Kiosko)の3つの鉱床が主要探鉱ターゲットとなっている。 

i)ドニャ・ロレタ鉱床 

 ドニャ・ロレタは、2004 年に発見されたポーフィリー･カッパー鉱床である。鉱化は主として石英

長石斑岩内のブレッチャー・パイプ内にみられ、主な鉱石鉱物は黄銅鉱及び輝銅鉱である。本鉱床の

予測資源量（inferred resource）は、8.20 百万 t（銅品位 0.50%）と見積もられている（2006 年 2

月時点）。 

ii)ドニャ・アマンダ鉱床 

 ドニャ・アマンダは、石英安山斑岩及び凝灰角礫岩中に胚胎する、風化作用による銅の二次的富化

帯である。本鉱床の予測資源量（inferred resource）は127.77百万t、平均品位はCu 0.31%、Au 0.19g/t、

Ag 1.43g/tと見積もられている（2006年2月時点）。 

iii）セロ・キオスコ鉱床 

 セロ・キオスコは、本鉱区の南西端に位置する石英脈であり、試錐探査の結果、幅1.25m～22m、走

向方向の延長1,100m、深度400mの規模を有することが判明している。本鉱床の概測資源量（indicated 

resource）は0.57百万ｔ（平均品位：Cu 1.01%、Au 1.93g/t、Ag 4.20g/t、予測資源量（inferred resource）

は4.36百万t(平均品位：Cu 0.98%、Au 2.01g/t、Ag 5.17g/t)と見積もられている（2006年2月時点）。

本鉱床は露天掘り採掘が可能と考えられ、セロ・デ・マイモン・プロジェクトの選鉱場の設置が完了

した段階で、開発の是非が評価される予定である。 

 

(5)ラテライト・ニッケル・プロジェクト 

 グローブスター社は、ドミニカ共和国内にラテライト・ニッケルを対象とした7つの鉱区（総面積

198km2）を保有しており、内2鉱区（合計面積28km2）はボナオ鉱山に隣接する。同社はボナオ鉱山の

製錬施設で処理可能なニッケル鉱石の確保を目標としている。同社は2006年から、7つの鉱区の内の

C1鉱区を中心に探鉱活動を開始し、セロ・クンピエ(Cerro Cumpie)／ロマ･マラ(Loma Mala)地区にお

いて総数65孔の第１段階の試錐探査を実施した。この結果、65孔中45孔でNi品位1%以上のラテラ
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イト・ニッケルが捕捉された。 

 2007年には、第2段階の64孔の試錐探査がセロ･クンピエ地区で、同じく28孔の試錐探査がロマ・

マラ(Roma Mala)地区において実施された。さらに、コロサル地域及びロマ・プリエタ地域においてサ

ンプリング調査が継続して実施された。これらの地域では、同社の探査計画の進展に従い、後に試錐

探査が予定されている。 

 2007年11月に発表された同社技術レポートによれば、カットオフ品位を1%とした場合のセロ・クン

ピエ地区の概測資源量（indicated resource）は3.0百万t（Ni品位1.5%）、同じく予測資源量（inferred 

resource）は2.5百万ｔ（Ni品位1.5%）と見積もられている。 

 

(6)ネイタ（Neita）鉱区 

 ネイタ鉱区(面積 226.2km2)は、ドミニカ共和国北東部に位置し、2002 年 6 月にユニゴールド社

（Unigold Inc.）が100%権益でドミニカ政府から買収した鉱区である。本鉱区内では、一般に2つの

タイプの鉱化作用がみられる。一つは磁硫鉄鉱と黄銅鉱を伴う鉱染状の黄鉄鉱による鉱化作用であり、

金の鉱化はみられない。もう一つは、黄銅鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱及び方鉛鉱による鉱化作用であり、

硫化物中に金銀が含まれる。 

 2006 年末までの同鉱区内における地表踏査、土壌及び岩石サンプリング、地質及び IP 探査等によ

り、エル・コロソ(El Corozo)、セロ・ベロ(Cerro Berro)、バサ・デ・バカ(Vasa de Vaca)、ネイタ

（Neita）、モンタソーグアノ（Montazo-Guano）、ロス･カンデロネス(Los Candelones)の6地域におい

て金の鉱化作用が、他の4地域において銅の鉱化作用が捕捉されている。 

 ロス・カンデロネス金プロジェクトは、ネイタ鉱区南部に位置する。1980年代、1990年代後半のド

ミニカ政府による初期的な探査を経て、ユニゴールド社による本格的な探査が2004年から開始された。

2006年末までの同社のネイタ鉱区への探鉱投資は総額3.8百万US$(06年は1.4百万US$)に達するが、

この投資額のほとんどが、同プロジェクトに投入された。2006 年末までに実施された 58 孔（総延長

7,225m）の試錐探査等の結果により、同プロジェクトは金量50万ozを有すると評価されている。同

社は2007年にドミニカ共和国において総額3.5百万US$の探鉱投資を行う予定であるが、現在、同プ

ロジェクトの探鉱が試錐探査を中心に集中的に継続されている。 

 

(7)ロス・ランチョス(Los Ranchos)プロジェクト 

 インパクト・シルバー社（Impact Silver Corp.）が保有するロス・ランチョス・プロジェクト(鉱

区面積213.83km2)は、プエブロ・ビエホ金銀プロジェクトの東方約100km に位置し、5つの鉱区（El 

Brujo、La Bruja、Tedeche、Baritina、La Clebra and Athena）からなる。これらの鉱区は、熱水性

金鉱化作用及びポーフィリー銅-金鉱化作用を有し、高いポテンシャルを有する探鉱地域となっている。 

 

(8)ホボ・クラロ(Jobo Claro)プロジェクト 

ホボ・クラロ・プロジェクト(鉱区面積53km2)は、プエブロ・ビエホ金銀プロジェクトの東方1.5km

に位置する。同鉱区では、1997年～2000年にドミニカ共和国鉱山総局による広域的な堆積岩のサンプ

リング調査が実施され、金及び銅の異常値が確認されている。2005年9月にエバートン社は同鉱区の

100%権益買収合意書に署名し、2007年に26万US$で同鉱区を買収した。2007年2月～4月にかけて実

施された空中電磁気及び磁気探査により、肯定的な解析結果が得られ、この結果を基に、試錐探査が

2007年11 月から開始されている。 
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 (9)ロマ・エル・マテ(Roma El Mate)プロジェクト 

 ロマ・エル・マテプロジェクトは、プエブロ・ビエホ金銀プロジェクトの南東約 5km、ホボ・クラ

ロ・プロジェクトの南東端に位置し、エバートン社及びリニアー社(Linear Gold)が各 5々0%の権益を

保有するJV事業である。 

 2005 年初頭の広域探査、及び同年 4 月のサンプリング調査等により、鉱区内南端(クアンセ・プロ

ジェクトとの境界部)に位置するラス・トレス・ボカス(Las Tres Bocas)地区で金及び銅の鉱化作用が

確認された。2005年 9月に同地区の土壌サンプルの地化学異常地帯においてIP探査を実施し、さら

に、同年10～11月にIP異常域において3孔の試錐探査が実施され、硫化物の鉱化作用を捕捉した。

2006年10月に発表された、12孔、総延長1,064mの試錐探査結果によれば、10.58m間で平均品位Au 

2.96g/t、Ag 104.9g/t、Cu 2.03%、Zn 9.41%の鉱化を捕捉する等、同地区が高品位の塊状硫化物鉱床

を胚胎するポテンシャルを有することが確認された。 
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４．鉱業政策 

4-1. 鉱業関連組織 

4-1-1. 鉱業総局 

 ドミニカ共和国における鉱業行政は、商工省（Secretaría de Estado de Indústria y Comercio）

の内局である鉱業総局（Dirección General de Minería）が管轄している。鉱業総局の起源は 1956

年6月の鉱山法に基づいて、農業省の一部局として設立された、鉱業部（Departamento de Minería）

に遡る。その後、幾たびかの省庁再編を経て、現在は1983年3月の政令900号に基づき、商工省の内

局となっている。 

鉱山総局は、国家地質サービス局(Sub-Dirección de Servicio Geológico Nacional)及び鉱業登記

局(Sub-Direccion Minera y Catastro)の2つの局を有する。 

鉱山総局の機能は以下のとおりである。 

 （技術的-科学的機能） 

- 国の鉱物資源の知識、開発及び保全に貢献する、地質及びこれに類似した分野の調査の実施 

- 鉱物資源の科学的及び集約的利用を達成することを目的とした、国内、国際あるいは外国機関を

も効果的に活用するための、これらの機関が実施する上記調査に関する業務調整 

- ドミニカ人青年専門家の科学的及び技術的能力を向上することを目的とした、鉱山総局が実施す

る調査及び作業の範囲内もしくは範囲外における、地質教育及び地質技術分野の訓練の組織化及

び振興 

- 鉱物資源の商業的有用性の評価 

- 鉱物資源開発に関連する問題の技術的及び経済的要素の研究と解決 

- 国内鉱業に対する助言・勧告 

- 採鉱の保安衛生の監督 

（管理-法的機能） 

- 国内鉱業活動を規定する法律、規則及び契約を遵守させること 

- 土地の境界と道標を同定もしくは立証するための、あらゆるコンセッションの地表または地下に

おける作業の監督 

- 法の正確な解釈と適用のために必要と考慮される施行規則の案を、商工省を通じた行政権の裁可

に委ねること 

- 中央銀行と共に、鉱産物の商業化と輸出に関する事柄について政府を補佐すること 

 

4-1-2. 国家地質サービス局 

 国家地質サービス局（SGN）は、1998年6月3日付け政令第207-98号に基づき、法人格と独自の資

産を有する鉱山総局の一部局として設立された。SGN の目的は、鉱山開発、地質学的リスクの回避、

及び環境保護のために、地質学、天然資源の評価、保護及び使用、科学的及び技術的知識に関する分

野において、商工省及び鉱山総局の専門的技術顧問として働くことである。 

 SGNの機能は以下のとおりである。 

- 領土及びその領土形成の条件付けを行った過程についての地質学的知識に関する情報の作成、整
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理及び普及 

- ドミニカ共和国基本地質図及び以下をテーマとした図幅類の作成：鉱物資源図、地質工学図、地

質上のリスクを念頭に置いた地形図、鉱床生成図、地化学図等 

 - 国内における鉱物資源埋蔵量の把握 

- 再生不能資源の合理的使用を支援するたの鉱業地質情報の作成及び処理  

- 地質上のリスクが住民や環境に及ぼす影響の推定及び緩和に貢献するための地質上のリスクの同

定及び調査 

- 国の沿岸、大陸棚及び周辺海域、並びにそれらに胚胎する鉱物資源の地質学的特徴の調査に対す

る支援 

- 地質的遺産の保護及び保全のため、重要性を持つと考えられる地帯あるいは土地を自然遺産地域

として推薦すること 

- 一般国民を対象とした全ての教育レベルの天然資源分野における教育プログラムの開発を振興し

参画すること 

- 活動の環境維持面に重きを置いて、土地整備における国及び民間レベルの意思決定へ貢献するこ

と 

- 国の機関、一般国民及び国際機関に対して、自らの権限の技術的な側面において公的機関の代表

となること 
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4-2. 鉱業法 

ドミニカ共和国における鉱業は、1971年6月に公布された鉱業法（La Ley Minera (Ley N0.146)）

によって規定されている。以下に鉱業法の概要について述べる（資料１参照）。 

(1) 鉱物資源の国家への帰属 

 国土の地面または地表下、並びに領海内の海底面またはその下の地中に存在する全ての状態の鉱物

は国家に帰属する（鉱業法第1条）。 

(2)コンセッションの付与 

 鉱物を探鉱、採掘及び選鉱する権利は、コンセッションまたは本法の規定に従い付与される契約を

通じて、国家によって与えられる（鉱業法第3条）。 

(3) 石油及びその他の炭化水素の適用外 

 石油及びその他の炭化水素は、特別法によって規制され、本法の定めるところからは除外される（鉱

業法第4条）。 

(4) 放射性鉱物の適用外 

 放射性鉱物は本法の定めるところから除外され、国家と締結する特別契約を通じてのみ、採掘及び

選鉱することができる（鉱業法第5条）。 

(5) コンセッションの取得資格 

鉱業コンセッションは、外交的異議申立てを放棄すれば、外国人にも付与される。鉱業コンセッシ

ョンは外国政府に付与することはできないが、事前の国会の承認がある場合には外国の国営企業と特

別の合意を締結することができる（鉱業法第8、9条）。 

(6) コンセッションの種類とその概要 

鉱業コンセッション（Concesiones）には、探鉱コンセッション（Concesiones de exploración）

及び採掘コンセッション（Concesiones de explotación）の2種類があり、いずれも排他的な権利で

ある（鉱業法第11条）。探鉱あるいは採掘コンセッションが設定されていない地域における、広域調

査（地表踏査、航空写真法、空中物探等）が認められており、当該調査によって鉱徴地を発見した者

にはコンセッション申請の優先権が与えられる（鉱業法第21、22、25条）。各コンセッションの概要

は以下のとおりである。 

①探鉱コンセッション 

  本コンセッションは、権利者に対して、コンセッションが設定された地域における全ての鉱物に

関する探鉱活動の実施を排他的に保証するものである。有効期間は3年間、1回に限り2年を限度

に延長が可能である。同一の自然人または法人に与えられる鉱区の 大面積は30,000ha。探鉱コン

セッションの権利者は、その有効期限内に、採掘コンセッションを取得する選択権を有する。 

探鉱コンセッションに係る鉱区税として、鉱区面積に応じて以下の金額を毎年納める必要がある。

（RDS：ドミニカ共和国ペソ、2008年1月の時点で1US$=約34RDS） 

～ 1,000ha：0.10RDS/ha 

～ 5,000ha：0.20RDS/ha 

～10,000ha：0.40RDS/ha 

～15,000ha：0.60RDS/ha 

～20,000ha：1.00RDS/ha 

～30,000ha：1.50RDS/ha 
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②採掘コンセッション 

 本コンセッションは排他性の原則の下、権利者に対して、コンセッションの設定された地域内の

鉱物について、採掘、選鉱、製錬、精錬及び経済的な利用の実施を保証するものである。有効期間

は 75 年間、ただし、25 年毎にその時点で有効な鉱業税制に基づく見直しを受ける。同一の自然人

または法人に与えられる鉱区の 大面積は20,000ha。 

探鉱コンセッションに係る鉱区税として、鉱区面積に応じて以下の金額を毎年納める必要がある。 

～ 1,000ha：0.20RDS/ha 

～ 5,000ha：0.50RDS/ha 

～10,000ha：0.80RDS/ha 

～15,000ha：1.20RDS/ha 

～20,000ha：2.00RDS/ha 

  第三者からの買鉱によって選鉱、製錬または精錬を実施する場合には、採掘コンセッションの権

利者である必要はないが、商工省の書面による許可が必要である。当該許可を得た者は、その活動

目的のために必要な採掘コンセッションで与えられている権利を享受する。 

(7) ロイヤルティー 

鉱石及び精鉱を輸出する場合には、ドミニカ港でのFOB価格の5%に相当するロイヤルティーを支払

う義務がある（鉱業法第119条）。金属製品、非金属製品または金属の形で輸出を行う場合には、ロイ

ヤルティー支払いの対象とはならない（鉱業法第121条）。 

(8) 外国企業による鉱業活動 

 採掘コンセッションまたは選鉱場の申請を行う外国企業は、法律に基づきドミニカ法人として設立

されていなければならない（鉱業法第109条）。国内で探鉱を希望する外国企業は法人格の確認のため、

鉱業総局に、a)設立証書、b)定款（設立国において必要とされる場合）、c)払い込み株式証明書、d)

合法的に設立されたことの証明書を提出し、さらにドミニカ共和国内に代理人を任命し、法的住所を

国内に定めなければならない（鉱業法第110条）。 

(9) 国家留保鉱区（Reserva Fiscal） 

政府は、鉱業登記簿の作成、鉱床の探鉱と評価、特別契約を通じた採鉱の実施、またはその他国家

の利益を目的として、国家留保鉱区を設定することができる(鉱業法第17条)。 

注）2007 年 9 月中旬に JOGMEC が実施したドミニカ共和国の鉱業事情調査時の鉱山総局におけるインタビューによる

と、過去に設定された国家留保鉱区は公開入札をとおし民間に開放される等したため、現在、有効な国家留保鉱

区は存在していないとのこと。 

 

4-3. 新鉱業法制定に関する動き 

 2007 年 9月中旬にJOGMEC が実施したドミニカ共和国の鉱業事情調査時の鉱山総局におけるインタ

ビューによると、鉱山総局は、以下を骨子とした鉱業法の改正案を既に議会へ提出し、2007年末もし

くは2008年初頭に新鉱業法の成立を期待しているとのことであった。 

・ 鉱山総局を商工省から独立させ、大統領直属の機関にする。 

・ 鉱区税及び鉱業コンセッション申請手続きの改正。 

・ 環境規則を鉱業法に明文化する。 

・国家地質サービス局を初めとする鉱山総局の局の機能を鉱業法に位置付ける。 
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4-4. 鉱業開発プログラム（Sysmin Ⅱ） 

ドミニカ政府は、EU の援助の下、同国鉱業の開発プログラム（Sysmin Ⅱ）を進めている。このプ

ログラムでは、6年間で30百万ユーロの資金を投入する予定である。EUが提供する資金は、政府機関

であるONFEDが管理する。本プログラムの主な活動内容は、鉱業地図（地質図、物理探査図、地化学

図）の作成、鉱害の修復、小規模鉱業の育成である。 

作成される鉱業地図は、国家地質サービス局を通じて、投資家や市民が利用する地質情報データベ

ースの一部を担う。同様に、同局が保管する情報は、国の災害防止及び専門家育成を支援するものと

なる。 

 鉱害の修復については、バリック社とゴールドコープ社のJV事業として、現在再開発が進められて

いるプエボロ・ビエホ金山の過去の操業による鉱害（魚が生息できない程の沢の水の酸性化）が主な

対象となる。 

本プログラムは、安全な採掘条件の整備、職業訓練、及び採取した鉱物の付加価値の向上を目的と

した政府主導による小規模鉱業の育成計画にも投資する。ドミニカでは、ソーダ珪灰石の一種である

ラリマー（Larimar）と琥珀の小規模採掘が行われているおり、これらは主に宝石業界で使用されてい

る。文化省とONFEDは、ラリマーと琥珀の付加価値の向上法を小規模採掘者に指導するための職能学

校に資金援助を行う。 

 

注）本プログラムは、同じくEUの援助によって実施され、2004年に終了したSysmin Ⅰの後継プログラムである。 
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５．税制 

5-1．一般税制 

（1）法人税：25% 

（2） 個人所得税：年収290,243.01ペソ以上453,364.00ペソ以下に対し15%、同453,364.01ペソ以

上604,672.00ペソ以下に対し20%、それ以上の年収に対しては25%の課税（年収290,243.00ペ

ソ以下は免除）。 

（3）付加価値税：全ての 終生産物に対する 16%の課税（医薬品、印刷、出版物、砂糖、蜂蜜、油、

コーヒー、カカオ、チョコレート、肥料及びその原材料、殺虫剤、殺鼠剤、殺菌剤、除草剤、農

牧投資、種油、動物飼育・生産を除く）。 

（4）その他：動産・不動産の賃借（10%）、国による個人・法人からの資産等の購入（2%）、炭酸飲料

水（10%）、アルコール･タバコ（20%）、輸入車（17%）、ガソリン（レギュラー：1 ガロン当たり

約0.5ドル、プレミアム：1ガロン当たり約1.5ドル）、血清（20%）、奢侈不動産（1%：5百万ペ

ソ＝約152,400ドル以上の家屋） 

 

5-2. 鉱業活動に係る税 

 税法で定められた諸税以外に、鉱業活動の実施に際しては、商工省に鉱区料を納めなければならな

い。さらに、鉱石及び精鉱を輸出する場合には、ドミニカ港でのFOB価格の5%に相当するロイヤルテ

ィーを支払う義務がある。  
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６．環境行政 

ドミニカ政府は、2000 年 8 月に｢環境及び天然資源基本法（Ley General sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales）｣を公布し、環境管理が国家、社会及び国民の義務であることを明言した。また、

同法の規定に従い、環境天然資源省（Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recurosos Minerales）

を設立し、環境行政に本腰を入れるようになった。 

環境及び天然資源基本法は、｢天然資源及び環境は国家の共通財産であり、国家の持続的発展に必

要不可欠な要素である（同法第3条）。天然資源、環境、並びに天然の財及び文化的財産を形成する財

についての保全、保護、修復及び持続的使用が国家の利益として宣言される（同法第4条）。｣と規定

しており、持続的発展を目指した環境保護と社会的・経済的開発の調和を目的としている（資料２参

照）。 

同法では環境及び天然資源に何らかの影響を与える可能性のある諸活動に対して、事前の環境許可

もしくは環境ライセンスの取得を義務付けており（第40条）、鉱業プロジェクトに対して、環境影響

評価の実施を義務付けている（第41条）。また、環境許可及び環境ライセンスの取得者に対して、①

環境及び天然資源に発生する損害の管理責任、民事及び刑事責任を負うこと、②現行基準と特別規則

に定められている規定を遵守すること、③環境管理適正化プログラムを遂行すること、④関係当局に

よる環境監督を認めること、を義務付けている（第45条）。 

さらに、鉱物資源に関しては、①有害ないし無害を問わず、廃棄物の処理もしくは十分な除去を行

うこと、②鉱業活動が与えた影響に関して、地域及び生態系の回復を行うこと（第162条）、③鉱業活

動の進捗及びそれが環境と天然資源に与える影響について、定期的な報告を行うこと（第163条）、を

規定している。 
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７．外国投資 

 ドミニカ共和国では、1978年に制定された外国投資法（法律第861号）によって、外国投資投資家

の権利、義務が規定されていた。同法では、利益の海外送金の制限、外貨を購入する場合の中央銀行

の事前承認、公共サービス、鉱業、金融、保険、運輸等の分野に対する外国投資の禁止または制限等、

多くの規制が設けられていたため、外国投資の阻害要因の一つとなっていた。 

 このため、同国政府は1995年11月に新しい外国投資法（法律第16-95号：資料３参照）を公布し、

外国投資に対する規制の緩和を行い、原則として外国投資と国内投資を同一に取り扱うための法的枠

組みを確立した。新外国投資法の要点は以下のとおりである。 

(1) 外国投資の形態と対象 

資金、財、サービスの提供、技術供与等による投資が可能で、支店の設立を含む既存あるいは新規

企業に対する資本投資、不動産投資及び金融資産に対する投資が可能である。外国投資が許可されな

い分野は、①国内で産出されない有害、危険、または放射性廃棄物の処理と投棄、②国民の健康と国

内の環境均衡に影響を及ぼす活動、③国内防衛と安全に直接関連する物質、機器の生産、に限られる

（同法第2、3、5条）。 

(2) 外国投資の登録義務 

 全ての外国投資家または外国企業は、投資の実行後、直ちにドミニカ共和国輸出投資センター

（CEI-RD）に登録しなければならない（同法第4条）。 

(3) 外国投資家と国内投資家の同一の権利及び義務 

法律で規定されている例外を除き、外国投資家は、法律が国内投資家に付与しているものと同一の

権利と義務を有する（同法第6条）。 

(4) 利益の海外送金の自由化 

投資家は、所得税の納付後に事前の認可を得ることなく、キャピタルゲインを含めて、投下資本と

各年度に申告された配当金の総計を当期純利益の合計額を限度として、自由に交換される通貨で海外

送金を行う権利を持つ（同法第7条）。 

 

参考文献 

－ドミニカ共和国概況(平成17年3月)：在ドミニカ共和国日本国大使館 

－ドミニカ共和国投資環境概略(平成19年)：在ドミニカ共和国日本国大使館 

－ Doing Business in the Dominican Republic：PELLERANO & HERRERA 
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資料１ ドミニカ共和国鉱業法 法律第146号（Ley Minera de la Repbúlica Dominicana Num.146）

抜粋仮訳 

 

第Ⅰ編 鉱物の統治権 

 

第1章 統治権 

第１条 国土の地面または地表下の土の中、そして領海域の海底面またはその下の土の中に存在す

る全ての状態の鉱物は国家に帰属する。 

第2条 鉱物とは、鉱床から産出されるか、あるいはこれを構成する物、グアノ、燐酸質物質、大

理石、トラバーチン、その他の鑑賞用岩石、琥珀、グラファイト、石炭、褐炭、石英質あるいは

鉱物質の砂、タルク、カオリンおよびその他の工業原料用粘土、塩、石膏、および、その他の類

似する物質のいずれかに該当する物質とする。 

第3条 探鉱、採掘および選鉱する権利は、コンセッションまたは契約を通じて、国家によって与

えられる。 

第4条 石油、炭化水素物質、鉱物質・薬用水、および砂は、特別法により規制され、本法の定め

るところからは除外される。 

第 5 条 放射性物質を含む鉱物も本法律から除外され、国家と締結する特別契約を通じて、探鉱、

選鉱することができる。 

第6～7条 （略） 

第 8 条  鉱業コンセッションの名義人は、共和国の法律と裁判の統治下にあり、外国人の場合に

は、全ての外交的異議申立を放棄した者であると見なされる。 

第9条 鉱業コンセッションは外国政府に付与することはできない。しかし、大統領は外国の国営

の会社と特別の合意を締結することができる。 

第10～12条 （略） 

 

第2章   無資格者 

第13～16条 （略） 

 

第3章   国家留保 

第17条 大統領は、ある一定の鉱区に対して国家留保鉱区の宣言を行うことができる。 

第18条 国家留保鉱区は、大統領令が発令された日から数えて 大2年間の期限を持つ。 

第19条 国家留保鉱区内における全ての鉱業的採掘は、国家と特別契約により付与される。 

第20条 国家留保鉱区の中における鉱業コンセッションは、申請することはできない。 
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第2編 広域調査と探鉱 

 

第1章    広域調査 

第21条 広域調査は、鉱物の鉱兆と露頭の探索から成り立っている。 

a)  地表で実施する広域調査。 

b)  航空広域調査。 

第22条 自然人あるいは法人、または、国民あるいは外国人は、探鉱あるいは採掘のためのコンセ

ッションが設定されている以外の地域において、自由に地表の広域調査を実施することができる。 

第23条 広域調査を実施する権利は、いかなる者に対しても、私的所有権を侵害する権利を意味し

ない。いかなる広域調査を実施する場合においても、地主の許可を得ることが不可欠な条件であ

る。 

第24条 広域調査を実施中にある所有物件に対する損害が発生した場合、本法律の第181条と第182

条に定められている手続きを経て、地主またはその利用者に妥当な保証を行わなければならない。 

第 25 条 広域調査の実施中に鉱物の存在のある兆候が発見された場合、これを届け出ることができ

る。鉱石が発見された場所を中心に半径 2,000 ㍍の範囲に限り、探鉱あるいは採掘のコンセッシ

ョンを申請するための30日間の優先権が与えられる。 

第 26 条 航空広域調査は、政府の排他的事項である。しかし、大統領は航空広域調査を実施する特

別許可を与えることが出来る。 

第2章   探鉱のコンセッション 

第 27 条 探鉱は鉱物の鉱床が存在する地域を発見し、形状を把握し、そしてこれを確定することを

目的として、地質および物探の科学技術的研究、分析と選鉱試験、図面、道路およびその他のア

クセス手段の建設によって実施される地面あるいは地表下の土における作業から成り立っている。 

第28条 （略） 

第29条 商工省は、探鉱のコンセッションを申請する者にこれを付与する。 

第30条 居住地区、墓地、公園、公共の庭園、の場所においては、鉱山作業を実施することはでき

ない。また、大統領の書面による許可が無い場合、ビル、交通網、送電線、電信電話線、灌漑水

路、石油パイプライン、公共建築物、歴史的記念物、要塞、火薬庫、武器庫の付近では、鉱山作

業を実施することはできない。 

第31条 探鉱のコンセッションは、3年間の有効期間を持つ。 

第 32 条 同一の自然人あるいは法人に対して、探鉱のコンセッションを 30,000ha を超えての付与

は不可。 

第33～34条 （略） 

第 35条 探鉱のコンセッションの名義人は3年間の有効期間内に採掘のコンセッションを取得する

選択権を持つ。 

第36条 （略） 

第37条 探鉱あるいは採掘のコンセッションは、地面の所有者あるいはその利用者に対して、第181

条と第 182 条に定められている手続きに従い、いかなる損害に対しても妥当な補償を行う義務を

伴う。 

第 38 条 探鉱のコンセッションの範囲内にある土地の所有者あるいはその利用者は、第 181 条と第

182条に定められている手続きが遵守されている場合、探鉱を目的とした作業を拒否することはで

きない。また、探鉱のコンセッションが設定されている土地に隣接する土地の所有者あるいはそ

の利用者も、探鉱のコンセッションの名義人あるいはその従業員がその地域に立ち入るための通
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過を拒否することはできない。 

第39条 探鉱のコンセッションの受益者は、警察、衛生、労働、社会保険、労働災害、およびその

他の法律を遵守する義務を負う。 

第40条 探鉱期間中は、採掘の作業の実施は禁止されている。 

第41条 探鉱期間中に、鉱物の鉱床が存在する地域を確定できなかった場合、コンセッションの名

義人は、延長を申請することができ、1回に限り2年間を超えない範囲で延長が、許可される。 

 

第3編   採掘と選鉱 

 

第1章   採掘のコンセッション 

第42条  採掘は、鉱床の鉱物を経済的に利用するための準備とその抽出から成り立っている。 

第 43 条  同一の自然人あるいは法人に対して、20,000ha を超える採掘のコンセッションを付与す

ることはできない。 

第44～47条 （略） 

第 48 条  居住地区、墓地、公園、公共の庭園、の場所においては、採掘作業を実施することはで

きない。また、大統領の書面による許可が無い場合、ビル、交通網、送電線、電信電話線、灌漑

水路、石油パイプライン、公共建築物、歴史的記念物、要塞、火薬庫、武器庫の付近では、採掘

作業を実施することはできない。 

第 49 条  採掘のコンセッションは、75 年間の有効期間を持ち、採掘、選鉱、熔錬および経済的利

用を実施するための専有的権利を与える。しかし、25年ごとにその時点で適用されている鉱業法

制の定める税制に従う見直しを受ける義務を負う。 

第50条  国家は、商工商を通じて採掘のコンセッションを付与する。 

第51条 採掘のコンセッションの名義人はそのコンセッションの地域へのアクセスの権利を持ち、

補償(第181条・第182条)の義務を負うことで、鉱業活動(第64条)を実施する権利を持つ。 

第 52 条 採掘のコンセッションの受益者は、警察、衛生、労働、社会保険および労働災害に関す

る法律、環境保護に関する法律、その他の法令を遵守する義務を負う。 

第 53 条 選鉱場は、精鉱または金属、非金属または非金属鉱物の混合物を得るための機械的分離

あるいは熔錬および精錬を含むあらゆる種類の鉱山冶金的処理の操業が実施される設備と関連

建築物と理解される工業施設から成り立っている。 

第54条 （略） 

第55条  選鉱場は、地域の公衆の健康状況に害があると厚生・社会援助省が判断した場所にこれ

を設置することはできない。 

第56条  選鉱場は、煙突から排出される物質が第三者に害を与えないことを義務付けられている。 

第57条  鉱物の選鉱の廃さいは、会社自身の土地に堆積される。プラントから排出される廃液は、

全ての有害物質を除去し、水の利用、消費、あるいは、河川または海洋の動物群に害を及ぼさな

い。 

第58条 （略） 

第59条  選鉱場は、税制奨励措置を享受する。よって、工業の奨励と保護に関する法律は適用さ

れない。 

第60条   選鉱場あるいは採掘のための設備は、建設、健康・衛生、その他の工業施設に適用され

る法律、さらに大統領が発令する規則を遵守する。鉱業総局は、選鉱場とその設備を定期的に監

査しなければならない。 
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第4編  義務と権利 

 

第1章 コンセッションの名義人と権利 

第61条  該当するコンセッションの名義人は、鉱物の探鉱、採掘および選鉱の権利である。 

第62～63条 （略） 

第64条  探鉱および採掘のコンセッションの名義人は、有効期間中その地域内に、建物、キャン

プ、集積場、石油パイプラインの建設、ポンプ設備と動力設備、電力の配管と配線、そして、交

通手段としての道路と域内交通システムの設営を行うことができる。 

第65条  探鉱および採掘のコンセッションの名義人は、コンセッションの内外の国有地あるいは

私有地を通じて、コンセッションの地域へアクセスできる。 

第66条 （略） 

第67条  探鉱、採掘あるいは選鉱場のコンセッションの名義人は、水および環境保護に関する法

令を遵守することで、河川の水を使用する権利を持つ。同時に、鉱山操業中に噴出する水または

排水を利用することができる。 

第2章 コンセッションの名義人の義務 

第68条  コンセッションの名義人および管理人は、労働者の生命と健康、公共の平穏、鉱山近辺

の安全と土地と建物の基が脅かされないことに注意する義務を負う。 

第69条  コンセッションの名義人は、 

     a)探鉱はコンセッションを付与された日から数えて6ヶ月以内に開始する義務を負う。 

   b)採掘はコンセッションを付与された日から数えて1年以内に開始する義務を負う。 

   c)選鉱場は設置の許可が付与された日から数えて1年以内に開始する義務を負う。 

第70条  コンセッションの名義人は、 

     a)探鉱は連続して 大6ヶ月を超えて中断することはできない。 

   b)採掘は連続して 大2年を超えて中断することはできない。     

c)選鉱場は連続して 大2年を超えて中断することはできない。 

第71条  不可抗力あるいは市場の経済的条件による場合、コンセッションの名義人は、作業の中

断の延長を申請でき、その申請を証明した場合に限り、鉱業総局は該当する延長を承認する。 

第72条  コンセッションの名義人は、 

 a)探鉱は、6ヶ月毎の作業の経緯と出費が記載された進捗状況の半年報告書を、そして、期間中

に得られたサンプリング、地質図と地質関係、鉱物の鉱床の発見とその確定に用いられた探

鉱方法を含めた結果が記載された年次操業報告書を30日後および90日後に提出する。 

   b)採掘は、6 ヶ月毎の作業の進捗状況の概要が記載された進捗状況の半年報告書を、そして、

期間内の採掘あるいは鉱床の生産と開発、埋蔵鉱量および出鉱量と処理鉱量の統計データ、

さらに鉱業総局が要求するその他の正式なデータが記載された年次操業報告書を 30 日後お

よび90日後に提出する。 

c)選鉱場は、第三者から購入した鉱石およびその期間内の処理鉱量の統計データが記載された

年次操業報告書を30日後および90日後に提出する。 

第73条  コンセッションの名義人は、全ての権限を常に伴っていることが承認されている管理人

あるいは代理人を任命することを義務付けられている。 

第74条  コンセッションの名義人は、土地の所有者および隣接するコンセッションの名義人に対

して、その作業の実施が原因で生じたいかなる損害に対してもその補償を行う義務を負う。 

第75条  コンセッションの名義人は、該当する特許料、ロイヤルティー、および所得税を支払う
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義務を負う。そして、これらの支払い証明書を鉱業総局に提出しなければならない。 

第76条 （略） 

第77条   コンセッションの名義人は、鉱業当局の許可を得た公務員に対して、コンセッションの

施設のアクセスおよび技術的・統計的データを要請された場合、提供する義務を負う。 

第3章  コンセッションの名義人の関係 

第78条  コンセッションの名義人は、住居、倉庫、修理工場、選鉱場と熔錬プラント、残骸置場、

貯水池、浄水池および回収池、廃棄物の堆積場の建設、およびその他の用途に必要な土地の面積

とその操業に必要となる使用についても合意しなければならない。 

第79条 （略） 

第80条  コンセッションの名義人は、隣接するコンセッションの地主の許可を得ることで、立ち

入りが許される。立ち入りが拒否された場合、                                              

     a)隣接するコンセッションの名義人が当該コンセッションの鉱物を掘り出しているという根拠

のある疑いが存在する場合。 

      b)隣接するコンセッションの名義人の作業が、損害を及ぼすという根拠のある危惧が存在する場

合、鉱業総局が、立ち入りの許可を与える。 

第4章 用益権 

第81条  採掘のコンセッションの名義人は、鉱石のより経済的な抽出、鉱山作業の排水あるいは

排気の目的に限り、鉱業総局の許可を得て、必要な場合には補償を事前に行うことにより、他人

の土地を通じて地表と連絡する地下工事の用益権を設定する権利を持つ。その作業において、利

用可能な鉱物が発見された場合、無償で、用益権が設定された鉱山のコンセッションの名義人の

所有物となる。 

第82条   採掘と選鉱場のコンセッションの名義人は、鉱業総局の許可を得て、必要な場合には補

償を事前に行うことにより、他人の土地にそのコンセッションの操業のために必要な地表の用益

権を設定する権利を持つ。 

第83条   その他のコンセッションから排出される水が、用益権を設定するコンセッションを通ら

ざるを得ない場合、全てのコンセッションは一般排水系統に至るその水の自然流出経路の用益権

の対象となる。その他のコンセッションの工事によって、あるコンセッションの水の通過が特別

な水路を必要とする場合、これは、支配コンセッションの経費で建設される。 

第84条 土地の所有者あるいはその権利を譲渡された者は、 

a)１年以内に工事が開始されないあるいは同一期間にわたり中断される場合。 

ただし、鉱業総局が、不可抗力あるいは配慮できる状態と判断した場合は除かれる。 

b)用益権が設定されていた土地の全体あるいは一部に対して、用益権の設定の許可とは異なっ

た目的の用途が与えられていた場合、 

c)用益権が許可されていたコンセッションが消滅した場合、 

1年以内に用益権を設定された土地の全体あるいは一部を取り戻すことができる。 

第85条  （略） 

第5章  収用 

第 86 条    両者が合意に達しない場合には、コンセッションの境界の内外において必要とされる

土地は、公共の利益と見なされる。同時に、排水あるいは運搬の通路または坑道を設営するため

の必要なスペースを隣接するコンセッションの名義人から収用することができる。 

第 87 条    全ての公共の利益に係わる宣言は、優先所有権法に従い、コンセッションの名義人に

収用を実施する資格を与える大統領令が必要である。 
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第88条     緊急の場合には、大統領令は、コンセッションの名義人により必要とされる土地の占

拠を許可することができ、収容される土地の価値で地主に対してコンセッションの名義人から支

払われるべき価格が仮に評価される。 

第89条     収用された土地は、第84条と同様の理由の場合に、 

    a)１年以内に工事が開始されないあるいは同一期間にわたり中断される場合。 

ただし、鉱業総局が、不可抗力あるいは配慮できる状態と判断した場合は除かれる。 

b) 収用が設定されていた土地の全体あるいは一部に対して、収用の設定の許可とは異なった目

的の用途が与えられていた場合、 

c) 収用が許可されていたコンセッションが消滅した場合、土地の所有者に返還される。 

第 90 条    収用において、返還が宣言された場合、商工省は、期間および状況を考慮して、地主

あるいはその権利譲渡者が収用価格として受け取った金額の返還すべき額を定める。 

 

第5編   コンセッションの消滅 

 

第1章   一般条項 

第91条     探鉱と採掘のコンセッションの諸権利は、期間終了、辞退、無効および失効という理

由により消滅する。 

第2章   期間終了 

第92条   探鉱のコンセッションは、3年間の期間(第31条)が終了するか、2年間の追加期間(第

41条)が終了することにより消滅する。 

第93条   採掘のコンセッションは、75年間の期間(第49条)が終了するか、税制の取り扱いは、

付与された日から25年間が経過して終了する。 

第3章   辞退と削減 

第94条   探鉱あるいは採掘のコンセッションの名義人は、有効期間中にコンセッションの全体

あるいは一部を辞退することが許される。探鉱のコンセッションの名義人は、採掘のコンセッシ

ョンを申請するにあたり、20,000ha(第43条)を超える部分を辞退する。 

第4章   無効と失効 

第 95 条 本法の定めるところに反して付与されたコンセッションは無効である。無効は、公文書

あるいは第三者の訴えにより行われる。以下の場合は無効となる。 

   a)権利のない者に付与されたコンセッション。 

   b)外国政府に直接あるいは間接に付与されたコンセッション。 

  c)国家留保鉱区の境界の中に付与されたコンセッション。 

d)既存あるいは手続中のコンセッションの境界の中に付与されたコンセッション。 

e)第32条と第43条に定められた 大面積を超えて、付与されたコンセッション。 

第96条   （略） 

第97条   商工省は、以下の場合に探鉱のコンセッションを失効とする。 

  a)6ヶ月以内に探鉱を開始しない場合(第69条)。 

  b)6ヶ月以上の期間に渡り作業を中断した場合(第70条)。 

  c)探鉱期間中に採掘のコンセッションを設定した場合(第40条)。 

 d)年間鉱区税を払わなかった場合。 

 e)計画された作業が遵守されなかった場合。 

 f)報告書(第72条)不提出の再犯の場合(第192条)。 
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第98条   商工省は、上記の場合に、採掘のコンセッションを失効させる。 

   a)1年以内に採掘を開始しない場合(第69条)。 

   b)1年以上の期間に渡り作業を中断した場合(第70条)。 

    c)年間鉱区税を払わなかった場合。 

d)ロイヤルティーを払わなかった場合(第119条)。 

 e)税金を払わなかった場合。 

        f)商業的生産が中止された場合。また、2 年以上に渡り連続して所得税が支払われなかった場

合。 

 g)外国企業が、採掘のコンセッションが付与されてから 6 ヶ月以内にドミニカ法人を設立しな

かった場合。 

   h)報告書(第72条)不提出の再犯の場合(第192条)。 

第99条  失効が宣言された場合、移動可能な設備と装置を撤去できるが、4ヶ月を過ぎるとその

権利を失う。 

 

第6編   契約と鉱山会社 

 

第1章   一般条項 

第100条 契約は、国家と行うものと民間同士が行うものに分類され、本法が定めていない事項は

商法の対象となる。 

第2章 国家との契約 

第101条 （略） 

第102条 国家留保鉱区内での国家と協定する特別契約は、以下の事項を含む。 

   a)国際機関と探鉱および鉱山冶金研究の契約。 

  b)民間人との鉱物の採掘と選鉱の契約。 

第103条 国家は、探鉱、鉱山冶金研究、マーケッティング、鉱物の活用と関連した活動分野の専

門会社とサービス契約を結ぶことができる。 

第104条 （略） 

第3章  民間同士の契約 

第105条 鉱業に関する民間同士の契約は、移転、リース、貸付、抵当、担保、企業の設立と解散、

譲渡の約束、探鉱、採掘および選鉱場のコンセッションまたはこれに付随する諸権利の購入、売

買、あるいは享受という契約が上げられる。 

第106条 契約が第三者に対して効力を持つためには、鉱業権公共登記所に登録されなければなら

ない。土地登記法に基づき登録されている土地の場合には名義証明書に対して同様に行なわれな

ければならない。 

第107条 国家は、探鉱、鉱山冶金研究、マーケッティング、鉱物の活用と関連した活動分野、の

専門会社とサービス契約を結ぶことができる。 

第108条 採掘のコンセッションの譲渡と抵当設定は、商工省の判断に従い、本法の条件を満たす

者または企業に対して行われなければならない。抵当の名義人が債権者の場合を除いて、競売人

あるいは取得者になるために本法の定める要件が必要とされる。 

第4章  鉱山会社 

第109条 採掘と選鉱場のコンセッションを申請する外国企業は、ドミニカ共和国の法律に定めら

れる要件を満たし、ドミニカ企業として設立されなければならない。 
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第110条 探鉱を希望する外国企業は、鉱業総局に、 

   a)定款あるいは設立証書。 

   b)社規（設立した国で必要とされた場合） 

      c)資本金の払込株式の証明。 

   d)設立された国の法律に従い合法的設立されていることの証明。 

  のスペイン語訳された書類を提出しなければならない。さらに、共和国内に代理人を任命し、国

内に法的住所が設立されることになる。 

第111条 企業は、法人格の確認の手続きが行われている間は、第109条を遵守し、第110条のc)

項とd)項を証明することにより、採掘のコンセッションを取得できる。その後、法人格の確認が

拒否された場合は、直ちに、取得されたコンセッションは失効する。 

第112条 （略） 

 

第7編   税制 

 

第1章   一般条項 

第113条   鉱業税制は、以下の事項から成り立つ。 

      a)鉱区税。 

      b)ロイヤルティー。 

      c)所得税。 

      

第114条 鉱区税は、税金の控除の対象にならない。一方、ロイヤルティーは、所得税の控除対象

となる。 

第2章   鉱区税 

第115条   探鉱と採掘のコンセッションの名義人は、鉱区税を毎年支払う義務を負う。支払いは、

毎年1月1日から12月31日までの2半期に分けて実施される。国内歳入徴収事務所において毎

年6月と12月に、鉱区面積に応じて前払いされる。 

第 116 条   探鉱と採掘のコンセッションの名義人は、以下の税率表に基づき鉱区面積に応じて年

間鉱区税を支払う。 

1ha当たりの年間鉱区税（RDS） 
鉱区面積 

探鉱のコンセッション 採掘のコンセッション 

1,000haまで ０．１０ ０．２０ 

5,000haまで ０．２０ ０．５０ 

10,000haまで ０．４０ ０．８０ 

15,000haまで  ０．６０ １．２０ 

20,000haまで １．００ ２．００ 

30,000haまで １．５０ － 

 

第117条   １haに満たない面積は１haと見なされる。 

第118条  以前の契約に規制されているコンセッションの名義人で、その鉱区面積が第32条と第

43条に定める限度を超えている場合には、25.00 RDS/ haの鉱区税を支払う。 
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第3章    ロイヤルティーまたは 低税 

第 119 条   鉱物が輸出される場合は、ドミニカの港でのFOB ベースで5%のロイヤルティーまたは

低税が課される。ロイヤルティーの支払いは、積み出し後 10 日以内に所轄税関において仮に

行われ、3 ヶ月以内に 終的な決済が行われる。 終的な決済のための販売価格は、国家が両者

間の移転価格を承認するか、あるいは、出荷 10 日前の国際市場価格を採用するかを商工省が中

央銀行とともにこれを定める。 

第120条   5%のロイヤルティーは、同一年度の所得税の支払いに算入することができる。しかし、

所得税対象額を超える場合は、その超過分を翌年の所得税に繰り越すことはできない。 

第 121 条   金属製品、冶金製品を輸出する選鉱場は、5%のロイヤルティー支払いの対象とならな

い。 

第122条 （略） 

第4章    所得税 

第 123 条   国家は、採掘と選鉱から、年間純利益の 40%を徴収する。→2001 年の税法改正により

廃止 

（注）：  法律第172-07号 第297条により25%まで引き下げられる 

第 124 条   採掘コンセッション名義人は、課税対象純利益の算出のために、鉱山の減耗控除の概

念の課税控除を行うことはできない。探鉱出費の償却金額の比率は、コンセッションあるい

は契約が付与された時点で、商工省と中央銀行の承認を得られなければならない。 

第125条   →2001年の税法改正により廃止 

第126条   →2001年の税法改正により廃止 

第127条   →2001年の税法改正により廃止 

第128条   →2001年の税法改正により廃止 

第5章   免税 

第129条  探鉱と採掘のコンセッション名義人と選鉱場所有者は、鉱山冶金機械・装置、車両、化

学薬品、研究所の物品、火薬、燃料(ガソリンを除く)、潤滑油、商工省の判断で必要とされる物

質、製品および生産手段が、国内では生産されておらず適切な価格と品質の輸入と見なされる場

合に限り、免税あるいは減免を受ける。有効期間は25年間で、終了時に見直しが行われる。 

第130条  無税で輸入された物品は、国内で販売することはできない。 

第131条 通貨会議は、20百万ペソ以上の投資額を必要とする鉱山冶金企業の利益のために、外国

の経営陣あるいは信託人による鉱物および鉱産物の輸出、貸出および保険金の外貨収入を下記の

支払いのための留保基金に計上することを可能とする外貨の納入に関連した法令と規則の義務

の免除を宣言することができる。 

   a)鉱物の輸出と選鉱のために外貨で契約された支払い。 

   b)外貨による建設、改良、拡張および操業の経費の支払い。 

     c)国外におけるドミニカの株主に対する配当の支払い。 

第132条 鉱物の輸出と選鉱のための外貨の借款は、通貨会議に承認された場合、利子の法的限度

の適用外である。 

 

第8編   環境保護と水の利用 

 

第133条  鉱物の採掘と選鉱の廃さいは、コンセッションの名義人の土地に堆積する。大気中ある

いは河川に排出されるプラントの排出物は、動植物の生育に害を与えないよう、大気あるいは水
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を汚染する可能性のある物質を除去する。 

第134条 コンセッションの名義人は、水の使用後は適切に不純物を除き、動植物の生育に害を与

える物質が含まれていない水をその流域に戻すことを義務付けられている。また、コンセッショ

ン内の自然に出てくる水を水力発電、あるいは、鉱物の探鉱、採掘および選鉱に適用できるあら

ゆる用途のために利用する権利を持つ。 

第 135 条   私的所有権が設定されている水が必要な場合、コンセッションの名義人は、事前に所

有者の了解を得るか、鉱業総局に書面による手続きの許可を得られた後、これを利用できる。し

かし、集落に対して、上水道源が中断されるか、悪影響を与える場合には、水の収用を行うこと

はできない。 

第 136 条  土地の所有者が水流の経路の変更を望む場合、コンセッションの名義人にこの旨を通

知する。コンセッションの名義人は、通知されてから 15 日以内に鉱業総局に対して異議を申し

立てない場合には、その水を利用する権利を放棄したものと見なされる。 

第 137 条  大気または水の汚染が、保健・社会援助省と農業省により証明された場合には、商工

省は鉱業総局の申請に基づき、その原因となっている操業の停止を命ずる。汚染原因の除去が確

認されないかぎり、操業を再開することはできない。 

第 138 条   汚染された大気あるいは水が居住民あるいは農業、牧畜業に害を及ぼす場合、コンセ

ッションの名義人は、損害に対する補償を行う義務を負う。 

 

付帯措置 

第9編   鉱業コンセッションの申請手続き 

 

第1章     一般条項 

第 139 条   許可の申請は、鉱業総局に対して、当事者あるいは公証人によって保証された代理人

によって、提出されなければならない。 

第 140 条   申請は鉱業総局に登録される。登録は鉱業権公共登記所の特別帳簿に日付と時間を示

して行われ、受理した公務員、総局長あるいは次長の署名入りの申請書の写しが当事者に返却さ

れる。 

第141条   登録された申請は、後から行われる申請に対して優先権を与える。 

第 142 条   同時に２つあるいはそれ以上の探鉱もしくは採掘の申請が同一の土地に対して提出さ

れた場合、同一受付番号でその仮登録を行い、さらに元本と写しにこれが仮登録であることが明

記される。鉱山総局はこの検討を以下の手法で実施する。 

   a)同一条件の場合は、ドミニカの自然法人あるいは法人に優先権を与える。 

   b)探鉱のコンセッションよりも採掘のコンセッションに対して優先権を与える。全ての申請者

が同じ分類で同一条件にある場合には、優先権を与えるために抽選が行われる。 

第2章  探鉱のコンセッションを取得するための手続き 

第143条 当事者間により署名された各ページに捺印された原本と5部の写しが提出される。原本

には印紙(RD2.00)を貼り、以下の内容を申請する。 

1.氏名、国籍、住所、職業、申請人あるいは代理人の個人識別証明番号。外国法人の場合は第

110条の要件を満たしていることを証明する書類。 

2.コンセッションの名称。 

3.所在地。 

4.鉱区標識(境界から50㍍以上500㍍未満) 
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5.広さ(ha) 

6.探鉱作業の鉱物を示しての説明。 

7.企業決済能力、技術的・経済的能力に関する3件以上の証明書。 

8.隣接するコンセッションの名称とその名義人の名前。 

9.土地の所有者と利用者の名前。 

第144条 要請がある場合、申請者は以下の事項を付け加える。  

1. 第 143 条のデータ（第6項と第7項は除く）を記載したコンセッションの5,000 分の 1か

ら20,000分の1の縮尺の地図の原本と5部の写し。 

      2.  50,000分の1の地形図の一部の写しに、コンセッションの地域の地理的位置付けを表示し、

該当する地図の名前、番号、シリーズおよび版名を明記する。 

      3. 10金ペソ（RD12.00）の国内徴税事務所の領収書2部。 

第 145 条 鉱業総局は登録された日から 10 業務日内に申請書を点検し、完全である場合には、以

下のことを命ずる。 

       a)申請書の写しを告示の掲示に掲載するか、鉱業コンセッション公報にその要約を掲載する。 

     b)申請書の要約を国内紙に2回掲載する。 

第 146 条 鉱山総局は、第 2 回目の掲載後 30 日を経過して反論がなかった場合には、現      

地において、鉱区標識と参照標識を確認する。 

第147条 鉱業総局は、参照標識とコンセッションの地図の起点標識が確認されると、第143条の

7項の要件を確認することで、申請者に対して、鉱区税支払いの領収書の提出を求める。 

第148条 商工省は、手続きの要件が満たされると、探鉱のコンセッションの名義を付与の裁定を

告示し、1．鉱業権登記所の登録、2．官報への掲載、3．コンセッションの名義人に署名された

原本を渡すことを命ずる。 

第3章  採掘のコンセッションを取得するための手続き 

第149条 採掘のコンセッションの申請には、本法の第143条と第144条に定められている要件に

以下の修正を加えた内容が記載される。 

      a)申請者が外国企業の場合には、本法の第110条に定められた必要書類を提出する。 

   b)鉱物の鉱床の評価報告書を該当する地図を添付して提出する。 

   c)コンセッションの地図（1,000分の１から10,000分の１） 

第 150 条 鉱業総局は、登録された日から 10 業務日内に申請書を点検し、採掘のコンセッション

の申請を発表することを命ずる。 

第 151 条 鉱山総局は、第 2 回目の掲載後 30 日を経過して反論がなかった場合には、現      

地において、鉱区標識と参照標識を確認する。同時に、30日以内に第143条7項で示された参照

標識の確認を行い、第149条ｂ）項で必要とされた評価報告書の評価を行う。 

第154条 商工省は、申請に対して大統領の承認が得られると、鉱業総局に対して、以下の事項の

実施を命じる。 

   a)申請者に対して30業務日以内（鉱業総局が必要と判断する場合は30日を超えて、第47条で

定められているところの境界設定の実施を行うことを許可する。 

   b)コンセッションの境界を現地で確認し、基本的な技術的ミスが見られる時にはこの修正を命

じる。 

    c)申請者に対して、鉱区税の現時点と次の半期の支払いを通知する。 

第155条 商工省は、第154条の事務手続きが完了すると、鉱業総局に、採掘のコンセッションの

名義を設定する付与の裁定を告示し、公共鉱業権登記所への登録、官報への掲載およびコンセッ
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ションの名義人に対して原本を渡すことを命じる。 

第4章  コンセッションの申請の完了と拒否 

第156条 鉱業総局あるいは商工省が、探鉱または採掘のコンセッションの申請の手続きあるいは

調査を目的として補完的データ、情報または作業を必要とする場合は、申請者は、期限内に提出

することを義務付けられる。 

第157条 商工省あるいは鉱業総局は、申請書あるいは手続きに、本法あるいは施行規則に反する

内容があり、申請者の責任である場合、その書類を承認しない。申請者の責任でない場合は、不

備にある部分の書類の再提出を命じる。 

第5章  コンセッションの証書の再発行と修正 

第158条 受益者がコンセッションの名義を紛失した場合、書面でもって鉱業総局に届け出、その

内容を国内紙に掲載したうえで、公共鉱業権登記所にその再発行を申請する。公共鉱業権登記所

は15日が経過して反論が無い場合、書類の再発行を行う。 

第159条 鉱業総局は、コンセッションの名義人の要請を受けて、第3者に損害をもたらさない限

り、鉱業権に生じた誤りを行政的に修正することができる。 

第 160 条 コンセッションの地域の位置に関して鉱業コンセッションの名義が明らかに     

誤っている場合、コンセッションの名義人は自身の経費で、付与された土地の証明の修正を申請

することができる。申請書は、新しいコンセッションの申請と同様に作成、提出、手続きが行わ

れ、名義の不備に対する修正として申請者に対して当該事項を証明した写しが渡される。 

第 161 条 鉱業コンセッションの面積の拡大の申請書は、元のコンセッションと同様の     

手続きをとる。 

第6章  選鉱場の設置の許可手続き 

第162条 選鉱場のプラントの設置の許可手続きは、鉱業総局を経て商工省に提出されるが、以下

のデータが記載されていなければならない。 

   1-氏名、国籍、住所、職業、申請人あるいは代理人の個人識別証明書番号。 

      2-県、郡、地区および場所を表示したプラントの所在地。 

    3-処理される鉱物の種類と出所。 

      4-プラントの処理能力。 

      5-処理方法。 

   6-処理の概要または回路。 

   7-土地の所有者の名前と面積。 

   8-投資金額。 

   9-工事の開始時期と予想終了期間。 

第163～164条 （略） 

第7章  公共鉱業権登記所 

第165条 鉱業総局は、公共鉱業権登記所を開設し、以下の登録が行われる。 

   1-探鉱のコンセッション、採掘のコンセッションあるいは契約、選鉱場の設置の許可。 

   2-コンセッションの面積の削減あるいは拡大。期間延長。辞退。無効および失効。 

      3-鉱業活動に関する委任状。 

      4-譲渡。販売。委譲。贈呈等による変更。所有の移転。リース。貸付。抵当権設定。譲渡の約

束等のその他の書類。上記の鉱業取引に関連した全ての契約。 

   5-鉱物の探鉱、採掘および選鉱に関する権利の取得。申請を行う会社の設立、修正、あるいは

解散の契約。 
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      6-用益権の設定。 

    7-収用。 

    8-国家留保鉱区に関する措置。 

第166条 公共鉱業権登記所に契約が登録されない限り、第三者に反論を行うことはできない。土

地登記法に従って登録された土地の場合、この登録は、名義の証明も同時に行われていなければ

ならない。 

第167条 （略） 

第168条 以下の場合は、提出する書類の登録が拒否される。 

   1-当該書類の様式上、法的欠陥の不備がある。 

   2-当登記所が作成した証明書が新しい登記に不適切である。 

   3-契約が本法律の定める本登録の対象とならない。 

   4-民事上の書類による契約に対して、両者の署名が合法化されていない。 

第169条 登記所への外国からの書類は、ドミニカ共和国の法律に従い合法化され、法的通訳によ

りスペイン語に翻訳されなければならない。 

第170条 鉱業コンセッションに関連する契約から派生する諸権利は、当登記所の証明書により保

証される。同登記所に登録されていないコンセッションあるいは契約は、第三者に効力を持たな

い。 

第171条 当登記所における登録、修正、訂正および取消により影響を受ける者は、その登録が行

われてから2年以内は法廷に反論を行うことができる。裁判において当登記所の担当者は被告と

なる。 

第172条 （略） 

第173条 当登記所で保管されている登録と書類は、誰でも、費用を払えば入手することができる。

また、他の登録が存在しないことの証明を、RD$2.00の国税印紙を購入して支払えば、受けるこ

とができる。 

第174条 鉱業コンセッションあるいは選鉱プラントの入札には、コンセッションおよびその鉱山

に関連する登録の前歴に関する同総局が発行する証明書が不可欠な要件となる。 

第175条 第165条で言及されている書類の当登記所の登録は、下記の税金が徴収される。探鉱の

コンセッションに関する権利の譲渡に関する登録は、100 金ペソ（RD$100.00）。採掘と選鉱プラ

ントのコンセッションの譲渡に関する登録は、200 金ペソ（RD$200.00）。上記以外の登録は、10

金ペソ（RD$10.00）。 

第176条 公共鉱業権登記所は、以下の帳簿を取り扱う。 

1-探鉱と採掘のコンセッションおよび選鉱プラントの設置の許可。 

   2-鉱業に関する所有権と権利に対する契約、変更および抵当設定。 

   3-削減、拡張、期間延長、辞退、無効および失効。 

   4-委任状。 

   5-鉱業コンセッションの会社の設立書類。 

   6-収用。 

   7-国家留保鉱区に関する措置。 
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第10編 コンセッションの名義人の権利と義務の期間 

 

第1章  反論 

第177条 鉱業コンセッションの申請に対して行う反論は、鉱業総局に対して、国内紙に第2回目

の申請内容の要約の公告が掲載後 30 日以内に行い、その後、コンセッションの図面の現地にお

ける検証の実施中においても、この反論を行うことは可能である。 

第 178 条 現コンセッションの地域を侵害する鉱業コンセッションが付与された場合、     

反論がなされていないか、あるいは、拒否された場合においても、現コンセッションの名義人は、

権利保有を保護するための禁止訴訟、および、侵害された部分に於けるコンセッションの失効を

得るための一般訴訟を行うことができる。 

第179条 反論は理由を示しながら書面で行われ、証拠の書類が添付される。反論者は、通知を受

け取る住所を示す。 

第180条 商工省は、反論を調べ、反論の採否の裁定、申請の付与の裁定、申請の修正あるいは取

消を命令する裁定、を下す。 

第2章  補償の手続き 

第181条 鉱石の探鉱、採掘および選鉱の作業の開始前に予想できる損害について、コンセッショ

ンの名義人は、土地の法的所有者あるいは利用者と補償の金額について合意し、鉱業総局に契約

を届け出る。契約が提出されなかった場合、あるいは、土地の所有者または利用者の承認で置き

換えられた場合には、鉱業総局は、損害に対する補償の保証金の金額を定める。この保証金は、

国内税徴収事務所に入金される。 

第 182 条 被害者は、該当する金額の補償をコンセッションの名義人から取得すること     

ができる。 

第3章  辞退と削減の手続き 

第 183 条 第 94 条で定められる辞退は、鉱業総局に対して書面でもって通告する義務が     

あり、辞退する地域内の調査と実施された作業の結果が記載された書類、および、官報に告示す

るための１０金ペソ（RD$10.00）の国内税徴収所の領収書を添付されなければならない。 

第184条 鉱業総局は、辞退を承認する前に、公共鉱業権登記所を調査し、債権者、共同経営者あ

るいはコンセッションの租借人の有無を調べる。これらの者が存在する場合は、その権利が有効

であることを示すために 15 日の期間を与える。その権利が根拠のあるものであれば、辞退は拒

否される。 

第185条 コンセッションの地域の削減か一部の辞退の場合、書面で鉱業総局に通知し、第183条

の要件を満足し、維持するコンセッションの地域を実線で囲み、辞退するコンセッションの地域

を破線で囲んで示した図面を添付しなければならない。鉱業総局は、受理する前に、その土地の

境界の確認を命じる。       

 

第11編  失効と無効の手続き 

 

第186条  第97条と第98条で定められる理由が生じた場合、商工省は、失効を宣言する前に、コ

ンセッションの名義人に通知し、30業務日の期限猶予内に過失の修復することを要求する。期限

猶予が過ぎた場合、失効を宣言し、官報に公示する。税金の未払いである場合、10㌫の追徴金を

加算して支払わなければならない。 

第187条 無効は、公文書あるいは第三者の宣言により実施される。商工省は、探鉱あるいは採掘
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の審査書類を調べ、過失が証明されると、官報に公示し、直ちに該当する無効を命じる。 

 

第12編  懲罰と裁判 

 

第 188 条 コンセッションあるいは契約無しで探鉱あるいは採掘を実施した場合、50 金ペソ（RD

＄50．00）から、2,000 金ペソ（RD＄2,000.00）の罰金で懲罰され、実施した工事と鉱石は没収

される。 

第 189 条 コンセッションを示す鉱区標識あるいは目印を破壊するか、その位置を変更する者は、

刑法第456条で定める懲罰を受ける。 

第190条 鑑定人あるいは監督官に委託された業務を妨害するか、妨害を目的とする民間人の抵抗

は、10日間から3ヶ月間の拘置、および、25金ペソ(RD$25.00)から100金ペソ(RD$100.00)の罰

金で懲罰を受ける。 

第191条 （略） 

第 192 条 第 72 条で定められた期間内に 6 ヶ月毎の進捗報告書と操業年次報告書が提出されなか

った場合、鉱業総局は、書面で 30 日間の猶予期間を与え、これも遵守されなかった場合、さら

に30日間の猶予を与える。これも遵守されなかった場合、失効する懲罰を受ける。 

第193条 （略） 

 

第13編  鉱業総局 

 

第194条 鉱業総局は、公共行政機関で、国内の鉱山冶金開発の促進と鉱山冶金産業に関連した国

家利益の保護の任に当たる国家機関である。基本的な機能は、科学・技術的事項および法務・行

政的事項である。 

第195条 鉱山総局の科学・技術的権限には、以下の事項が含まれる。 

      a)国内の鉱物資源の知識、開発、保護に貢献する地質および関連領域の研究を実施する。 

      b)鉱物資源の科学的・効率的利用を図る目的で、国内、海外の機関が実施する有効な利用に到

達するための研究作業を調整する。 

      c)ドミニカ共和国の若手専門家の科学技術的能力を向上させる目的で、鉱業総局が実施する研

究および作業を通じて、地質に関連した分野の領域と技術の訓練を実施する。 

   d)鉱物資源の商業的供給能力を評価する。 

      e)鉱物資源の開発のために問題をもたらす技術的・経済的要因の調査と解決。 

   f)国内の鉱山冶金産業の指導。 

   g)鉱山採掘の安全・衛生の監視。 

第196条 鉱山総局の行政・法務的権限には、以下の事項が含まれる。 

   a)鉱山冶金活動の法律、規則、契約の遵守促進。 

         b)鉱業総局は必要性に応じて何回でも、土地の境界と標識の確認と検査とコンセッションの地

表または坑内の作業の監督を実施。 

   c)商工省を通じて、本法の施行規則案を大統領に提案。 

   d)鉱山冶金産物の販売と輸出に中央銀行とともに政府に参加。 

第197条 鉱山総局の組織は以下のとおり構成される。 

   a)総局長と次長。 

   b)鉱業コンセッションと地籍簿の部門。 
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      c)鉱業地質研究部門。 

   d)公共鉱業権登記所が所属する法務部門。 

   e)税金統制部門。 

      f)その他の機関。 

第 198 条 採掘と選鉱プラントのコンセッションの名義人が、納める年間徴収所得税の     

5%でもって鉱業活動促進のための特別基金を設立し、商工省が管理する。 

 

第14編  特別措置と移行措置 

 

第199条 （略） 

第200条 本法が公示された時点においてコンセッションの名義人は6ヶ月間の期間内に鉱業総局

を通じて商工省に対して、本法では定められていない以前の措置および法律の享受を書面で辞退

することにより、コンセッションあるいは許可を申請することができる。事前に公共鉱業権登記

所に登録された承認は、官報に公示される。 

第201条 本法は、1956年9月23日の鉱業法 法律第4550号を無効にする。 

 

          本法を公布し、周知させ、適用させるために官報に公示させる。 

1971年6月4日 ドミニカ共和国大統領：Joaquin Balaguer 
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資料２ 環境及び天然資源基本法 法律第64-00号（LEY GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES 64-00）抜粋仮訳 

 

第I部    根本原理、目的及び基本的定義 

 

第1章 根本原理 

 

第１条 本法の目的は、その持続可能な使用を確保するため、環境及び天然資源の保全、保護、改善、

修復のための規範を定めることである。 

 

第２条 本法に記載される条項は公共秩序である。 

 

第３条 天然資源及び環境は国家の共通財産であり、国家の持続可能な発展に必要不可欠な要素であ

る。 

 

第４条 天然資源、環境、並びに天然の及び文化的財産を形成する財についての保全、保護、修復及

び持続的使用が国家の利益として宣言される。 

 

第５条 天然資源及び環境を保護し、保全し、改善し、修復し、持続可能な使用を行い、さらに、持

続不可能な生産及び消費パターンを除去することは、国家、社会、及び国民各自の責任である。 

 

第６条 天然資源使用における市民の自由は全ての人々の健全な環境を享受する権利に基づいている。

天然資源及び環境の保全、管理、持続可能な使用、並びに、それらの状況と状態に関する正確かつ

時宜を得た情報アクセスに関して、国家は共同体及び国民の参加を保証する。 

 

第７条 環境及び天然資源の保護計画は、該当する問題に共通の焦点を与え、部門別政策の適用及び

資源の使用と保全において優先制度を必要とする持続可能な解決策を見出すように、経済及び社会

発展に関する一般的計画及びプログラムに統合されなければならない。 

 

第８条 予防方針は環境及び天然資源のその他すべての公的または私的行動に優先する。予防原則に

従って、絶対的な科学的確実性の不足を、環境に否定的な影響を及ぼすすべての活動に対して有効

な予防措置を採用しないことの根拠として主張することはできない。 

 

第９条 環境影響評価調査及び環境報告は環境管理のための基本的手段である。 

 

第10条 国家は、環境被害の予防、修正、修復、及び天然資源保全のために、環境コストの導入及び

経済的手段の使用を準備する。 

 

第11条 住宅政策は、自然と調和した健康的かつ生産的生活に対する人間の権利を考慮する。 

 

第12条 天然資源及び環境に関する政策の策定は科学的調査プロセスの結果を考慮する。しかしなが

ら、環境当局及び個人は予防原則の適用を行う。 
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第13条 水資源の使用においては、人間の消費がその他のいかなる使用にも優先する。 

 

第14条 環境及び天然資源に関する国家政策は、本法及びドミニカ共和国により締結されている国際

合意に定められている原則を尊重し、かつ、基礎としなければならない。 

 

第Ⅱ章 目的 

 

第15条 本法の目的は以下のとおりである。 

1)環境の悪化、生態系の汚染、もしくは天然のまたは文化的財産の損傷、改変、破壊を発生させ

るすべての原因または活動の予防、規制及び管理 

2)公平及び社会正義を伴った持続可能な発展を基礎とする国家計画の範囲において、その真正の

価値を認識しつつ、天然資源の保全及び持続可能な使用のための手段、形態、及び機会を、こ

れらが提供する環境サービスを含めて、確立する。 

  3)人間活動の存続と発展の基礎としての天然または文化的資源を考慮した領土整備を通じての物

理的空間の適切な使用。 

4)生物多様性及び景観維持を保証するための国家保護地域システムを強化する。 

5)水流域及び水系の持続可能性を保証しつつ、その合理的管理を保証する。 

6)自然と調和する社会を促進する手段として環境教育を推進強化する。 

7)健康維持と病気予防に貢献する健全な環境を目指す。 

8)本法の展開及び履行に寄与する行動を促進し奨励する。 

 

第Ⅲ章 基本的定義 

 

第16条（略） 

 

第Ⅳ章 環境天然資源省 

 

第Ⅰ節 本省の設立、目的及び権能 

第17～19条（略） 

 

第Ⅱ節 環境天然資源省の基本組織 

第20～21条（略） 

 

第Ⅲ節 環境及び天然資源部門の公的組織の再編成 

第22～23条（略） 

 

第Ⅳ節 環境及び天然資源の管理に関する国家システム 

第24～26条（略） 

 

第Ⅱ部 環境及び天然資源を管理するための手段 

 

第27条 環境及び天然資源を管理するための手段は、以下に掲げるものである。 



 

 - 40 - 

  1)環境計画 

  2)本法、特別法、分野別の法律、国際協定、国際条約、及び環境保護に関する技術基準を含むそ

の他の環境及び天然資源の保護を目的とした法律規定 

  3)領土整備 

  4)国家保護地域システム 

  5)環境許可及び環境ライセンス 

  6)戦略的環境影響評価 

  7)環境及び天然資源国家情報システム 

  8)環境監視及び環境検査 

  9)環境教育及び普及 

  10)科学技術開発 

  11)奨励策 

  12)環境及び天然資源国家基金 

 

第Ⅰ章 計画への環境面の導入 

 

第28条 国家の全国、地域及び地区開発計画は、環境管理に組み入れられた異なる団体間の活動的、

恒常的、参加的かつ調和のとれたプロセスを通じて環境面を組み込まなければならない。 

 段落：国家の公的中央機関、地方機関、自治機関、半自治機関、全国区庁、市町村及び市町村同盟

は、その機関の予算の中に本条項を適用するために該当する科目を含める。大統領府技術事務局は

予算企画庁を通じて、ドミニカ市町村同盟と共に、環境天然資源省と協調して、本条項の履行を保

証する。 

 

第29条 国家、地域、地区または市町村規模の開発計画、プログラム及びプロジェクトは、本法の主

導的原理、及び関係当局により定められた環境政策、戦略及びプログラムが由来し、目指すところ

に従って作成され、また、これらに適合しなければならない。 

 

第Ⅱ章 領土の整備 

 

第30条 環境変数を組み込んだ領土整備国家計画の企画、策定及び遂行が国家の重大関心事であると

宣言される。 

段落Ⅰ：大統領府技術事務局は、環境天然資源省及びその他の国家関係機関と協調して、3 年を超

えない期間で本条項の履行に向けた活動を展開し、歳入予算案と歳出法に該当する科目を指定しな

ければならない。 

段落Ⅱ：領土整備は本法に含まれている目的と原則を方針として採用しなければならない。 

 

第31条 領土、全国、地域または市町村の整備は、以下の事項を考慮しつつ、場合に応じて、資源の

保護、その脆弱性の減少、環境及び天然資源の不適切な使用による反復的な損失の回復、及び社会

と自然の関連において可能な限り 大の調和を達成することを主要な目的とする。 

1)異なる生態系の自然と性格 

2)天然資源に関連した各地域の潜在力 

3)人間の活動と環境条件の間の不可欠な均衡 
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4)人為的原因により存在する環境不均衡 

5)新規住宅地、インフラ工事及び関連する活動による環境影響 

 

第32条 適切な環境管理を保証するため、環境天然資源省は国内領土を環境運営単位に分割するが、

可能な限り水流域境界を尊重しなければならない。 

段落：小さな流域は水文学的地区を形成するために集合することができる。 

 

第Ⅲ章 国家保護地域システム 

 

第33～37条（略） 

 

第Ⅳ章 環境評価 

 

第38条 工事、プロジェクト及び諸活動によって引き起こされる可能性がある環境及び天然資源に関

する影響を予防、管理、及び減少することを目的とし、以下の手段での環境評価プロセスが定めら

れる： 

1)環境影響宣言（DIA） 

2)戦略的環境評価 

3)環境影響調査 

4)環境報告 

5)環境ライセンス 

6)環境許可 

7)環境監査 

8)公共審議 

第39条 行政政策、計画及びプログラムは環境に与える効果で評価されねばならず、否定的影響が

も少ない選択肢が選ばれる。環境及び天然資源に関する国家政策との一貫性について分析を実行し

なければならない。各機関は独自の戦略的環境評価を行う。環境天然資源省は評価のための指標を

発表し、指摘事項の履行状況を承認し、監督する。 

 

第 40 条 その特質から環境及び天然資源に何らかの影響を与える可能性のあるプロジェクト、インフ

ラ工事、産業、またはその他の活動は、発生し得る影響の規模に応じ、環境許可もしくは環境ライセ

ンスを環境天然資源省から実施に先立って取得しなければならない。 

 

第41条 環境影響評価の提出が必要なプロジェクト、または活動は以下のとおりである： 

1)港湾、埠頭、海上交通路、防波堤、波止場、運河、造船所、船舶解体所、海上停泊所、貯水池、

ダム、ドック、灌漑用運河、水路 

2)高圧電線及びその変電所。 

3)水力、火力及び原子力発電所。 

4)空港、バス発着所、鉄道駅、線路、高速道路、道路、公共道 

5)都市開発、住宅地プロジェクト、都市規制計画 

6)砂糖、セメント、アルコール、ビール、製紙、化学、繊維、建設材料、機器、金属製品、皮革

製品、ガス、ハロゲン、水素酸、酸を製造する工場 
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7)アグロインダストリー、及び産業的規模を持つ畜殺場、畜舎、乳業または飼育場 

8)農業改革法に従って実施されるものを含む、農地転用計画、農業及び牧畜プランテーション、

郊外住宅地 

9)石油及び泥炭を含む鉱業プロジェクトに関する探鉱または試掘、植生の除去、剥土、採掘、並び

に井戸、堆積場、処理プラント、精製所及び廃棄物処理場の建設及び操業。 

10)骨材の採掘（岩、砂利、砂） 

  11)石油、ガス、鉱物、その他類似のパイプラインの設置 

  12)商業植林プロジェクト、製材所、木材加工 

  13)水産資源開発または養殖プロジェクト及びそれらの加工場 

  14)毒物、有害物質、爆発物、放射性物質、可燃性物質、腐食性物質、または反応性物質、及びそ

の他の明白な危険物の輸入、生産、形成、変形、使用、販売、保管、運送、準備、リサイクル、

または再利用 

   15)下水道、上水道、汚水処理場、産業廃棄物処理場、家庭及び市町村用廃棄物処理場、衛生設備、

海中放出、固形、液体またはガス状物加工処理場等の環境浄化システム 

  16)国立公園及びその他の保護区での工事、プログラム及び活動。 

  17)都市部、または郊外における100ヘクタール以上の面積に対する、化学物質またはその混合物

の大量散布 

18)水源及びその他の脆弱な生態系として保護された森林、雨期の森林、高地の盆地、湿地帯、ま

たは沿岸地域において計画されるあらゆる種類のエンジニアリング工事 

  19)ホテル建設または観光開発 

  20)工業団地、マキラドーラまたは加工産業、及びフリーゾーン 

段落Ⅰ. 上記リストは環境天然資源省の決定により拡大することができる。 

 段落Ⅱ. 私的なもののみならず国家のプロジェクト、設置及び工事も環境及び社会影響評価システ

ムに従う。 

 段落Ⅲ. 環境天然資源省は、生み出されうる環境影響の規模と意味合いに従い、環境評価宣言、環

境影響評価または環境報告を必要とする、本リストに記載される活動、工事及びプロジェクトに関

する説明用語集を作成する。 

段落Ⅳ. 環境許可もライセンスも必要としない活動、工事、またはプロジェクトは、環境天然資

源省が定める環境規則を履行しなければならない。 

段落Ⅴ. 環境天然資源省は、プロジェクトが環境許可を必要とし、それゆえ、環境影響宣言（DIA）

を提出しなければならないか、もしくは、環境ライセンスを必要とし、その場合は環境影響調査を

提出しなければならないかを決定するための基準を定める。また、環境評価プロセスに入る必要の

ないプロジェクトまたは活動を確認できるような除外基準を定めなければならない。 

段落Ⅵ. 国家が推進者または実行者となるか、あるいは開発プロジェクトの計画について活動の

一端を担う場合は、該当する環境調査を行うために個人コンサルタント、または法人と役務提供契

約を締結しなければならず、さらに本法に定められている必要事項を履行しなければならない。 

 

第42条 環境影響宣言（DIA）、環境影響調査及び環境報告は、活動、工事、またはプロジェクトを行

う当事者により費用負担され、技術チームにより実施される。技術チームは、必要な場合、複数の
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分野からなり、当事者達の一人により代表される。これらの文書は討議対象の公的書類となり、そ

の作成者は統計及び情報目的のために環境天然資源省に登録されなければならない。同省は、環境

の宣言、報告、調査、診断、評価及び監査を行う役務提供者を認定するための手続きを定める。 

 段落Ⅰ. 環境天然資源省は、活動、工事またはプロジェクトに関する用語集を基に、環境影響調査、

環境管理適正化プログラム、及び環境報告の作成のためだけでなく、発生する環境影響の規模に応

じて定められる環境許可及び環境ライセンスの有効期間のためにも必要となる技術基準、構造、内

容、処置、方法の手引きを発行する。 

 段落Ⅱ. 環境許可及び環境ライセンスの提出、分類、評価、公表、承認、拒否、管理、継続及び監

督のための手続き規則は該当する細則で定められる。 

 

第43条 環境許可及び環境ライセンスの過程は、関係機関との協調の下、環境天然資源省によって管

理される。これら関係機関は、環境影響調査について、市民の参加と普及を保証するため、部門別

関係機関のみならず市町村当局とも協議する義務を有する。 

 

第44条 環境ライセンス及び環境許可には、活動、工事、またはプロジェクトの責任者が実行しなけ

ればならない環境管理適正化プログラムが含まれ、その継続と履行の形が定められる。 

 段落Ⅰ. 本条項に定められている環境管理適正化プログラムは、本法第Ⅳ部第Ⅰ章の第78条以降

に記載されている環境変数及び環境指数を基に行われなければならない。これらの指数や変数が確

定的に定められていない間は、仮の変数が用いられ、環境天然資源省は発行される全ての環境許可

及び環境ライセンスに定められなければならない潜在的汚染減少の 低比率を定めなければなら

ない。 

 

第45条 環境許可及び環境ライセンスは付与される者に以下の義務を課す： 

1)環境及び天然資源に発生する損害の管理責任、民事及び刑事責任を負う。それらの損害が環境

ライセンス及び環境許可に定められている条項の違反から生じるものであれば、適切な法律的

及び経済的責任を負わなければならない。 

2)現行基準と特別規則に定められている規定を遵守する。 

3)環境管理適正化プログラムを遂行する。 

4)関係当局による環境監督を認める。 

 

第 46 条 活動責任者が環境ライセンス及び環境許可で定められている条件を履行することを確証す

るために、環境天然資源省は適当と判断する時に、自らによって、または第三者の役務提供を用い

て環境評価監査を行う。 

 段落. 環境管理適正化プログラムの中に、活動、工事、またはプロジェクトの責任者が履行しなけ

ればならず、かつ環境天然資源省に定期的に報告しなければならない自動診断プログラムが定めら

れる。その結果は環境監査外部報告書と照合される。 

 

第47条 環境管理適正化プログラム遂行に関して、環境ライセンス及び環境許可の履行を確証するた

めに、活動、工事、またはプロジェクトの責任者は、環境管理適正化プログラムを履行するために

必要とされる物理的工事、または投資の総費用の10%相当額の履行保証金を積まなければならない。 
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第48条 環境天然資源省は供与される環境許可及び環境ライセンスを一般に周知し、さらに、行政処

分または司法により罰せられる自然人または法人を公表する。 

 

第Ⅴ章 環境天然資源国家情報システム 

 

第49～52条（略） 

 

第Ⅵ章 環境監視及び環境検査 

 

第53～55条（略） 

 

第Ⅶ章 環境教育及び普及 

 

第56～58条（略） 

 

第Ⅷ章 科学技術調査 

 

第 59 条 ドミニカ国家は持続可能な開発のために環境及び天然資源分野に適用される科学技術調査

を促進し、奨励する。 

 

第60条 本法発布年度内に、環境天然資源省は適切な機関及び団体と協調して、持続可能な開発のた

めの環境科学技術調査の恒常的プログラムを作成し遂行する。 

 

第 61 条 環境天然資源省は環境及び天然資源の一般的状況と潜在性に関する調査及び拡張政策を促

進し、また、専門家育成プログラムを遂行しその方面の科学技術調査を推進するため上級教育機関

と調査センターを助成する。 

 

第62条 環境及び天然資源に関する調査活動に従事する自然人または法人は、その結果が環境の質の

向上と天然資源の持続可能な使用のための基本として役立てば、この目的のために作成される規則

に従い報奨金を受け取ることができる。 

 

第Ⅸ章 奨励策 

 

第63～70条（略） 

 

第Ⅹ章 環境天然資源省の基金 

 

第71～75条（略） 

 

第ⅩⅠ章 環境緊急事態及び環境危機宣言 

 

第76～78条（略） 
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第Ⅲ部 環境保護及び環境の質 

 

第Ⅰ章 一般規定 

 

第79～85条（略） 

 
 

第Ⅱ章 水質汚染 

 

第86～89条（略） 

 

第Ⅲ章 土壌汚染 

 

第90～91条（略） 

第Ⅳ章 大気汚染 

 

第92～96条（略） 

第Ⅴ章 危険成分、危険物質、危険物 

 

第97～105条（略） 

 

第Ⅵ章 家庭、市町村のごみ及び廃棄物 

 

第106～108条（略） 

 

第Ⅶ章 住宅地及び騒音公害 

 

第109～115条（略） 

 

第Ⅳ部 天然資源 

 

第Ⅰ章 共通規定 

 

第116～119条（略） 

 

第Ⅱ章 土壌 

 

第120～125条（略） 

 

第Ⅲ章 水 

 

第126～135条（略） 

 

第Ⅳ章 生物多様性 

 

第136～144条（略) 
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第Ⅴ章 沿岸及び海洋資源 

第145～153条（略） 

 

第Ⅵ章 森林 

 

第154～159条（略） 

第Ⅶ章 洞窟、洞穴及び地下環境 

 

第160～161条（略） 

 

第Ⅷ章 鉱物資源 

 

第162条 採掘、濃縮、選鉱及び精製を含む、鉱物資源の利用において、鉱業権者は以下の義務を有

する。 

  1)操業計画及び閉山計画に従って、有害ないし無害を問わず、廃棄物の処理もしくは十分な除去

を行うこと 

  2)環境天然資源省が定めた期限及び条件内で、自らの活動によって悪化した地域、及び、これに

関連して損害を被る可能性のある地域と生態系の回復を行い、それで不足する場合には、環境

保護を目的としたその他の活動を行うこと 

 段落：本条上記の定めを保証するため、環境天然資源省は鉱業権を保有する鉱山企業に対し、ドミ

ニカ国家を受取人とした保険または保証金を要求する。 

 

第163条 鉱業権者は、作業を開始した場合には、環境天然資源省に対し、作業の進捗及びそれが環

境と天然資源に与える影響について定期的に報告しなければならない。環境天然資源省は、該当す

る環境ライセンスまたは環境許可を基本として、それらの報告を監視結果及び監督結果と照合しな

ければならない。 

 

第164条 岩石、砂及び砂利の採掘、製塩業、石灰業、並びにセメント製造は、当該活動が環境及び

人々の健康に否定的な影響を及ぼすことを避けるために、特別法及びその施行規則が定める技術基

準に従うものとする。 

 

第Ⅴ部 行政、司法における担当、責任及び罰則 

 

第Ⅰ章 環境天然資源防衛のための検察庁 

第165～166条（略） 

 

第Ⅱ章 行政の担当及び罰則 

 

第167～168条（略） 

 

第Ⅲ章 民事責任 

 

第169～173条（略） 
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第Ⅳ章 環境及び天然資源に対する犯罪 

 

第174～176条（略） 

第Ⅴ章 司法の担当 

 

第177～182条（略） 

第Ⅵ章 刑事罰則 

 

第183～187条（略） 

 

第Ⅵ部 一般及び 終規定 

 

第Ⅰ章 一般規定 

 

第188～192条（略） 

 

第Ⅱ章 終規定 

 

第193～204条（略） 

 

独立157周年、維新137周年、2000年 7月18日、ドミニカ共和国首都、Santo Domingo de Gozman, 

Distrito Nacionalにおいて、国会議事堂、下院会議室で付与された。 

 

Rafaela Alburquerque 

議長 

Ambrosina Saviñon Cáceres                               Rafael Ángel Franjul Troncoso 
事務局長                      事務局長 

 

独立157周年、維新138周年、2000年 7月25日、ドミニカ共和国首都、Santo Domingo de Gozman, 

Distrito Nacionalにおいて、国会議事堂、上院会議室で付与された。 

 

RAMÓN ALBURQUE RAMÍREZ 
議長 

GINETTE BOURNIGAL DE JIMÉNEZ                               ANGEL DINOCRATE PÉREZ PÉREZ 
事務局長                      事務局長 

 

HIPÓLITO MEJÍA 
ドミニカ共和国大統領 

 

共和国憲法第55条が私に付与している権能を用いて。 

本法を発布しその周知と施行のために官報に公布されることを命じる。 

独立157周年、維新138周年の2000年8月18日、ドミニカ共和国首都、Santo Domingo de Guzman, 

Distrito Nacionalで付与された。 

 

HIPÓLITO MEJÍA 
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資料３ 外国投資法 法律第16-95号、及び同法適用規則（LEY DE INVERSION  EXTRANJERA No.16-95 

del 20 de Noviembre de 1995 y su Reglamento de Aplicación）仮訳 

 

共和国の名において国会は、 

・外国投資及び技術移転は、雇用創出と外貨獲得に有利に働き、また、資本化プロセスを促進し、生

産、市場及び経営の効率的な方法をもたらすことで、国家の経済成長及び社会発展に貢献するとの認

識をドミニカ国家が有すること 

・さらに、国内外の投資家が投資において同等の権利と義務を持つことの利便性を考慮して以下の法

律を発布する。 

 

第1条：本法において、外国投資（以下、外資）に関する以下のとおり理解される； 

a) 直接外国投資： 

領土内において操業する会社の資本となる、外国からの出資金、及び外国の自然人・法人、または

外国在住のドミニカ人の所有物。 

b) 外国再投資： 

登録外資から生み出された利益の全部、または一部で行われる同一会社への外国投資。 

c) 新規外国投資： 

しかるべく登録された直接外国投資からの利益の全部、または一部で実行される別会社への外国投

資。 

d) 外国投資家： 

 しかるべく登録された外国投資の所有者。 

e) 国内投資：国家、市町村、国内法人、国内領土所在者または在住者、及び、外国投資家証明書を取

得するための条件を備えない国内領土在住の外国の自然人により行われる投資。 

f）中央銀行：ドミニカ共和国中央銀行。 

g）CEI-RD:ドミニカ共和国輸出投資センター。 

（ドミニカ共和国輸出投資センター（CEI-RD）を設立する2003年6月18日付法律98-03第10条によっ

て組み込まれたパラグラフ。ドミニカ輸出振興センター(CEDOPEX)を設立する1971年5月21日付法律第

137号及びその他の規定を廃止する） 

 

第2条：外国投資は以下の形態を持つことができる： 

a)為替仲介を行うために通貨委員会でしかるべく認可されている金融仲介機関または両替商で自由に

交換される通貨での出資。 

（ドミニカ共和国輸出投資センター（CEI-RD）を設立する2003年6月18日付法律第98-03号第11条に

よって組み込まれたパラグラフ。ドミニカ輸出振興センター（CEDOPEX）を設立する1971年5月21日付

法律第137号及びその他の規定を廃止する） 

b) 工業用プラント、新規及び中古機械、新規及び中古機器、交換部品、部品類、原材料、中間製品、

完成品等の財による出資、並びに不可侵技術の持込。 

c) 通貨委員会が外国投資に分類する財政手段、ただし、ドミニカ共和国の対外債務再編オペレーシ

ョンの関連産物は除外される。 

 

段落Ⅰ. 本条項 b)に記載される投資と独立して、技術移転契約を外国の自然人または法人と締結す

ることができる。技術ライセンス契約、技術援助契約、技術サービス契約、基本及び詳細エンジニア
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リング契約についても同様である。 

 

段落Ⅱ. 不可侵技術の持込とは、製造商標、製品モデル、または工業プロセス、サービスの手順、技

術援助と技術知識、経営及びフランチャイズ補佐といった技術からもたらされる資源である。不可侵

技術の持込を資本化することが許可される分野を含め、技術に適用される一般体系は本法施行規則に

よって定められる。 

 

第3条 外国投資の投資先： 

a) 支店開設を含めて、ドミニカ共和国商法に定められた条項に従う既存または新規企業への資本投資。

株式への外国投資は記名株式によるものとする。 

b) 外国人に適用される現行制限下でのドミニカ共和国所在不動産への投資。 

c) 財政当局が規定する一般規範に従って金融資産の取得に向けられる投資。 

 

第4条 (ドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)を設立する2003年6月18日付法律第98-03号の

第12条による改定。ドミニカ輸出振興センター(CEDOPEX)を設立する1971年5月21日付法律第137

号とその他の規定を廃止する) 

全ての外国投資家または外国企業は、投資の実行後、直ちにドミニカ共和国輸出投資センター

（CEI-RD）に登録しなければならない。この目的のため、以下の書類を提出する： 

a) 登録申請書、投資した資本と投資が遂行された分野に関する全ての情報を記載する。 

b) 外貨または有形財産の国内持込証明書。 

c) 住所確定を通しての営利会社の設立書類または支店操業の認可書類。 

 

段落Ⅰ. 必要書類の提出後、速やかにCEI-RDは直接外国投資登録証明書を申請者に発行する。 

 

段落Ⅱ．法律第16-95号第1条記載の外国再投資及び新規外国投資はCEI-RDに登録され，施行規則が

定める必要事項を履行する。 

 

段落Ⅲ. 工業フリーゾーンで操業する企業の場合、情報の登録と引渡しは輸出フリーゾーン全国審議

会（Consejo Nacional de Zonas Francasde Exportación）で行われ、同審議会は直ちにCEI-RDに通

達する義務を持つ。 

 

段落Ⅳ. CEI-RDは財政金融法（Ley Monetaria y Financiera）の定めに従い,ドミニカ共和国中央銀

行に恒常的に登録企業の全ての関連情報を提出する義務を持つ。 

 

第5条 以下の分野には外国投資は許可されない： 

a) 国内で産出されない有害、危険、または放射性廃棄物の処理と投棄。 

b) 規則によって定められた、国民の健康と国内の環境均衡に影響を及ぼす活動。 

c) 行政府が認可した場合は別として、国内防衛と安全に直接関連する物質、機器の生産。 

 

段落Ⅰ. 外国投資がその影響範囲における生態系に損害を与えた場合には、投資家は引き起こされた

環境損害を修復する措置についての計画を提出しなければならない。 
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段落Ⅱ. 関係当局は本条に記載された規定を履行する責任を有する。 

 

段落Ⅲ. 分野毎に規定される法律と規則によって課される条件と限度に従い、国内経済の各分野で外

国投資が実行される。 

 

第6条 本法または特別法で規定されている例外を除き、外国投資家が参加している、あるいは所有

している投資グループ、企業または団体は、法律が国内投資家に付与しているものと同一の権利と

義務を有する。 

 

第7条 本法第1条に定められている投資を行う自然人または法人は、所得税の納付後に事前の認可

を得ることなく、一般的に受け入れられている会計原則に従い企業の帳簿に記帳され実行されたキ

ャピタルゲインを含めて、投下資本と各年度に申告された配当金の総計を当期純利益の合計額を限

度として、自由に交換される通貨で海外送金を行う権利を持つ。 

さらに、当該契約、並びに金額または返還支払い手順がドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)

の事前の承認を受けている場合は、同じ条件で、技術移転を根拠とした報酬が設定されている技術サ

ービス契約、もしくはロイヤルティーの支払条項を含む外国商標の現地製造契約の結果として生じる

債務を償還することができる。 

（ドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)を設立する2003年6月18日付法律第98-03号第13条によっ

て変更されたパラグラフ。ドミニカ輸出振興センター(CEDOPEX)を設立する1971年 5月 21日付法律第137

号とその他の規定を廃止する） 

 

第8条 （ドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)を設立する2003年6月18日付法律第98-03号

第14条による変更。ドミニカ輸出振興センター(CEDOPEX)を設立する1971年5月21日付法律第137

号とその他の規定を廃止する） 

外国投資家は次の事項を 60 日以内にドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)に通達しなければ

ならないが、これは同センターがドミニカ共和国中央銀行にこれらの事項を伝達するためである； 

a） 公認会計士によりしかるべく証明された会計年度における利益、及び海外送金額が当該利益に占

める割合 

b） 納税額証明書 

第9条 （ドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)を設立する2003年6月18日付法律第98-03号

第14条による変更。ドミニカ輸出振興センター(CEDOPEX)を設立する1971年5月21日付法律第137

号とその他の規定を廃止する） 

本義務不履行は、ドミニカ共和国中央銀行に要請された全ての情報を提出する義務を定めている財

政金融法に記載されている適用罰則が科せられる。 

ドミニカ共和国輸出投資センター（CEI-RD）は国内の外国投資の推移に関する全てを毎年国会に報

告しなければならない。 

 

第10条 1973年12月28日付け法律第622条によって追加された、1966年4月6日付法律第173号

第12条は、以下のとおり改定される。 

｢第12条. 外国自然人と法人は、ドミニカ共和国人と同じく、ドミニカ共和国内において、海外を出

所とする国内外で生産された商品または製品の輸入促進、輸入行為、販売、賃借、その他の形態の運

送、あるいは開発に従事することができる。言い換えれば、代理人、代表者，口銭業者、総代理店、
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権利委譲者の他、いかなる名称でも活動することができる。しかしながら、この活動に従事しようと

する自然人または法人が現地代理店と取引関係を保っている場合は、本法第3条記載の係数と形態を

基本として、そのことを原因として引き起こされる損害と損傷の公正かつ完全な賠償を事前に文書で

取り決め、引き渡さなければならない。｣ 

 

第11条 本法は、1978年7月22日付法律第861号、及び1983年6月24日付法律第138号を廃止す

る。同じく、基金の国際移転に関する1964年5月11日付法律第251号の第3条d項も廃止される。 

 

第 12 条 （ドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)を設立する 2003 年 6 月 18 日付法律第 98-03

号第14条による変更。ドミニカ輸出振興センター(CEDOPEX)を設立する1971年5月21日付法律137

号とその他の規定を廃止する） 

資産を再評価して企業の資本勘定に記帳された再評価剰余金は、資本償還目的のための外国投資と

はみなされない。ただし、これらの再評価利益が企業と関係の無い第三者への売却により流動資産に

変換された場合はこの限りではない。 

 

第13条 本法は、本法に反するその他全ての法律条項を廃止する。 

 

独立 152 周年、維新 133 周年、1995 年 10 月 24 日、ドミニカ共和国首都、Santo Domingo de 

Gozman,Distrito Nacionalにおいて、国会議事堂、下院会議室で付与された。 

 

Jose Ramon Fadul Fadul                      L.Altagracia Guzman Marcelino 

議長                     議長 

 

Nelson de Js.Sanchez Vasquez 事務局長 

独立152周年，維新133周年、1995年 11月 8日、ドミニカ共和国首都、Santo Domingo de Gozman, 

Distrito Nacionalにおいて、国会議事堂、上院会議室で付与された。 

 

AMABLE ARISTY CASTRO 

議長 

ENRIQUE PUJALS                               RAFAEL OCTAVIO SILVERIO 

事務局長                      事務局長 

 

JOAQUIN BALAGUER 

ドミニカ共和国大統領 

 

共和国憲法第55条が私に付与している権能を用いて。 

本法を発布しその周知と施行のために官報に公布されることを命じる。 

独立 152 周年，維新 133 周年、1995 年 11 月 20 日、ドミニカ共和国首都、Santo Domingo de 

Gozman,Distrito Nacionalにおいて、付与された。 

 

JOAQUIN BALAGUER 

 



 

 - 52 - 

ドミニカ共和国外国投資登録適用規則 

第214-04号 

 

雇用創出と外貨獲得に有利に働き、資本化プロセスを促進し、生産、商業化及び経営の効率的な方

法を持ち込む手段として、ドミニカ共和国は、外国投資と技術移転が国家の経済成長と社会発展に貢

献するとの認識を有すること、また、 

2003年 6月17日付法律第98-03号の第9条以下に定められているところにより、ドミニカ共和国

輸出投資センター（CEI-RD）は外国投資登録に関する全ての役割を負うが、その役割は1995年11月

20日付法律第16-95号で定められた体系に従い、現在までドミニカ共和国中央銀行によりなされてい

たものであること、また、 

当該法律の条項が適用規則の作成を必要としており、また、適用規則の作成はドミニカ共和国中央

銀行からドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)への投資登録機能の移転のために必要であること 

を考慮し、さらに、 

1995年11月20日付法律第16-95号 外国投資法、ドミニカ輸出促進センター（CEDOPEX）を設立す

る法律第137号を改訂する2003年 6月17日付法律第98-03号、及び外国投資に関する法律第16-95

号に適用される1996年8月28日付適用規則第380-96号を検討し、 

 

共和国憲法第55条が私に付与している権能を遂行して以下の適用規則を発布する。 
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ドミニカ共和国外国投資登録適用規則 

 

第１条 法律第16-95号と第98-03号に記載されている条項に追加して、本規則の統合部分として以

下の定義が導入される。 

CEI-RD：2003年6月17日付法律第98-03号を通じて設立されたドミニカ共和国輸出投資センター。 

外国投資登録証明書：その投資がしかるべく登録された証拠書類として、外国投資家に対してCEI-RD

が発行する書類。 

企業：単独所有者、集団名義での団体、合資、または株式による経済単位。 

法律第16-95号：1995年11月8日付で国会により承認された外国投資に関する法律。 

輸出フリーゾーン：1990年1月15日付の法律第8-90号、あるいはそれに代わる他の法令によって保

護された全ての国内または外国企業。 

金融資産：約束手形、債券、株式証書、株券、為替手形等の金融市場で取引きされる証書であり、特

に、通貨委員会が外国投資として分類するもの。その分類のために適用規則が作成される。 

送還または送金可能資本：登録された外国投資家の払込み済み資本金。企業により純損失がある場合

は、その分が差し引かれる。 

会計年度：財務諸表の中で提示される、企業の損益計算が決定される1年間の期間。 

自由に交換される通貨：現行規定に従って国内為替市場で交換可能な外貨。 

 

第２条 ドミニカ共和国輸出投資センター(CEI-RD)の権能と義務 

 1995年11月20日付法律第16-95号で定められた体系に従い、現在までドミニカ共和国中央銀行が

引き受けていた外国投資の登録に関する全ての権能は、2003年 6月17日付法律第98-03号の第9条

の規定に従い、ドミニカ共和国輸出投資センター（CEI-RD）に移管される。ドミニカ共和国輸出投資

センター(CEI-RD)の権能は以下のとおりである。 

a) 直接外国投資、外国再投資、新規外国投資及び技術移転ライセンス契約に関する登録申請を受理、

分析し、法律条項及び現行規定の履行を確認した後に、登録手続きを行う。 

b) 該当する外国投資登録を付与するため、輸出フリーゾーン国家審議会（Consejo Nacional de Zonas 

Francas de Exportación）から、輸出フリーゾーンとして操業することを認可された外国企業の

登録に関する情報を受理する。 

c) 法律第 16-95 号と本規則の定めに従い、申請に際して必要な情報または書類を外国投資登録申請

者に要求する。 

d) 外国投資登録証明書または技術移転登録証明書を発行する。 

e) 外国投資登録証明書及び技術移転登録証明書を得るための必要事項に関する情報を、求めに応じ

て提供する。 

f) CEI-RDの年次報告書の一部として、行政府を経由し、国内の外国投資推移に関して国会に毎年報

告する。 

g) 利益、技術移転契約から派生する支払、及び資本返還による対外送金額が法律第 16-95 号及び本

規則の定めに従って実行されていることを検査する。 

h) 統計目的及び財政金融法の定めに従い、登録企業に関する全ての情報をドミニカ共和国中央銀行

に恒常的に提供する。 

 

第３条 外国投資登録のための様式。 

国内における各投資が実行された日から法律第98-03号に規定されている180日以内に、自然人ま
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たは法人を問わず、外国投資家は、登録証明書発行に必要な情報をしかるべく添付した登録申請書を

CEI-RDに提出しなければならない。 

登録目的に必要な書類が完備した後、CEI-RD は登録証明書の手続き及び発行のために 15 営業日を

用いる。 

段落Ⅰ：外国投資登録の全ての申請には以下の情報が添付されなければならない： 

a) 自然人の場合：外国人投資家の氏名、住所、電話番号、Fax 番号、及び国籍。代理人を置く場合

には、代理人に関する上記の情報。 

b) 法人の場合：会社名、住所、電話番号、Fax番号、取締役会を構成する役員の氏名。 

c) 自由に交換される貨幣での投資額。 

d) 投資受入企業の社名及び設立書類。 

e) 投資受入企業が従事する、又は従事する予定の経済活動分野。 

f) 該当する場合は、投資が実行される企業の住所確定を通じての支店営業認可の証拠。 

g) 外国投資が影響を及ぼす地域の生態系を損なう場合は、外国投資家は発生する環境損害を回復す

る措置を含んだ、公共部署または関係当局により発行された証明書を提示しなければならない。 

h) 技術の資本化を取り扱う場合には、外国投資家は当該資本化の外貨建て金額が記載されている両

者間締結契約書も提出しなければならない。 

段落Ⅱ：自由に交換される通貨建て（現金払い)の直接外国投資の場合は、以下が提出されなければな

らない： 

a) 小切手の写し、または外国所在の金融機関の送金通知書を通じた、外貨の入国証拠書類。 

b) 通貨委員会によって外貨取引を認可された機関が発行した当該換金に関する書類。 

現金払い直接外国投資の場合は、その投資先は法律第16-95号第3条に定められており、自由に交

換される通貨建てで締結され、a)項に規定された書類に加えて、公証人の前で作成された書面による

契約書の写しを提出しなければならず、その中でそれらの目的のために外貨が(全額)使用されたこと

が確認されるものとする。 

段落Ⅲ：財による直接外国投資の場合は、その財に応じて、以下の書類を提出しなければならない。 

a) 財またはサービスの輸入による場合： 

― 商業送り状 

― 船荷証券 

― 関税計算書。 

b) 特定期間中に部分的に受け取る財での持ち込みの場合は、輸入財、関税推定額、及び輸入財受取

期間が記載された宣誓書が必要とされる。この場合には、外国から受け取る財またはサービスに

ついての領収書、クレジット証書、あるいは注文書を証拠として採用し、これらの輸入の推定価

値による登録の仮証明書が付与される。外国投資が完了した後、外国投資家は確定外国投資証明

書への取替え手続きのために、本段落a）項記載の書類及び発行された登録仮証明書をCEI-RDに

提出しなければならない。 

c) 外国からのクレジットまたは融資の場合、外国投資は、クレジットが外国投資家のみに対するも

のであり、投資家が投資を行う先の企業に対するものではないと登録される。 

d) 不可侵技術持込に関する場合は、外国投資家は受け入れ企業との合意書の写し、及びその所有を

正当化する権利を有する証拠を提出しなければならない。 

段落Ⅳ：既に登録されている外国投資の新規投資及び利益再投資の場合は、直接外国投資と同じ扱い

を受ける。そのためには、企業が利益処分案を決定した日から90日以内に以下を提出しなければなら

ない。 
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a) 利益発生企業の監査済み財務諸表の写し。 

b) 株主総会が行われる場合には、利益処分案を承認した株主総会議事録。 

c) ドミニカ共和国における外国投資家の納税証明書。 

d) 利益再投資の場合、本条段落Iのc)項に記載された書類も提出しなければならない。 

e) 新規投資の場合、本条段落Iのc)、d)、e)、f)及びg)項に記載された書類も提出するものとする。 

段落Ⅴ： 外国自然人と法人は、ドミニカ共和国人と同じく、ドミニカ共和国内において、海外を出所

とする国内外で生産された商品または製品の輸入促進、輸入行為、販売、賃借、その他の形態の運送、

あるいは開発に従事することができる。言い換えれば、代理人、代表者，口銭業者、総代理店、権利

委譲者の他、いかなる名称でも活動することができる。しかしながら、この活動に従事しようとする

自然人または法人が現地代理店と取引関係を保っている場合は、本法第3条記載の係数と形態を基本

として、そのことを原因として引き起こされる損害と損傷の公正かつ完全な賠償を事前に文書で取り

決め、引き渡さなければならない。 

 

第４条 利益の送金 

外国投資家は、該当する納税義務を履行する限りにおいては、法律第16-95号施行以降に終了した

会計年度(複数)に対応する利益の全額、並びに、現会計年度中に事前に支払われた配当金を中央銀行

の事前の許可無しで、送金する権利を持つ。 

該当する会計年度中に申告された配当金を海外に送金した後、第3条段落Ⅳのa)、b)、及びc）項

に記載された書類を提出しなければならず、さらに、為替仲介を行うために通貨委員会から認可され

た金融仲介機関または両替商によりしかるべく押印された外貨販売伝票の写しを提出しなければなら

ない。 

現会計年度中に事前送金された配当金の場合は、第3条段落Ⅳのc)項に記載された書類、及び現会

計年度中に事前に支払う配当金を宣告した経営会議の決定の写しを提出しなければならない。株主総

会が当期の配当金を承認した後、議事録または適用される書類、並びに監査済の財務諸表が CEI-RD

に送付されなければならない。 

段落：外国投資家がその投資額に対応する分を超える利益額を対外送金する場合、第3条段落Ⅳのb)

項に記載された総会議事録に従い、CEI-RDは資本返還がなされた場合と同様の手続を行い、登録資本

金相当額を下げ、該当する証明書を改訂する。上記改訂は外国投資家にしかるべく通達される。 

 

第５条 資本の送金または返還 

納税義務及び財政金融法に従う統計情報提出義務を履行している限りにおいて、資本金が CEI-RD

に登録されている外国投資家は、国内外の投資家に株式、参加額、または権利を売却する場合、ある

いは、その投資を行った企業の清算が発生する場合は、その資本金を送金または返還する権利を有す

る。 

さらに、法律第 16-95 号第 12 条の定めに従い、中央銀行の事前の許可無しに該当企業の帳簿に記

帳されたキャピタルゲインを対外送金することができる。 

外国投資家の株式、参加額、または権利の国内外の他の投資家への売却、移転、もしくは譲渡は、

所有物の全部または一部の移転、譲渡、あるいは該当企業の清算が実行されてから60日以内にCEI-RD

に通知されなければならない。 

段落Ⅰ：外国投資家は外国資本の返還手続きをする前に、登録証明書原本を取り消しのためにCEI-RD

に引き渡さなければならない。 

段落Ⅱ：外国資本の売買取引が同時に登録される目的で、購入者は新規の登録証明書取得のために60
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日の期間を利用し、その結果を通じて、権利の授与者（売り手）と同じ権利と義務を享受する。 

上記60日の期間内に以下の書類をCEI-RDに引き渡さなければならない： 

a) 移転された外国投資登録証明書の原本。 

b) 投資を移転した外国投資家のドミニカ共和国における納税証明書。 

c) CEI-RDが十分と認める、外国資本所有権の移転作業を証明する書類。 

d) 新規外国投資家による外国投資登録証明書の発行申請書。 

e) 本規則第3条段落Iのa)、b)、及びc)項に記載された情報。 

段落Ⅲ：新規登録には資本返還が行われていないという条件が付けられる。その条件を満たさない場合、

購入側の外国投資家は本規則第3条段落Ⅱの規定を履行しなければならない。 

 

第６条 技術移転 

技術移転契約の登録申請は、契約書の写しが添えられ、譲渡者が当該技術の正当な所有権を保有し

ていることの証拠書類を提出しなければならない。さらに、本規則第3条段落Iのg)項に定められて

いる必要事項を履行しなければならない。 

段落：ロイヤルティーの海外送金実行後60日以内に特約を得ている企業は以下をCEI-RDに渡さなけ

ればならない。 

a) 為替仲介を行うために通貨委員会でしかるべく認可されている金融仲介機関または両替商により

しかるべく押印された外貨販売伝票の写し。 

b) ドミニカ共和国における譲渡者の納税証明書。 

c) ロイヤルティー支払い額を決定するための計算を説明した特約を得ている企業の通知書。 

d) 海外譲渡企業のロイヤルティー受取についての証明書。 

 

第７条 外貨販売のための必要事項 

外貨建てオペレーションを行うことを認可されている機関のみが、利益送金、資本金の返還、キャ

ピタルゲインの送金、及び技術移転契約から派生するロイヤルティーの支払いを目的とした海外送金

のための外貨販売を行うことができる。これらの外貨販売はドミニカ共和国中央銀行の事前認可を必

要としない。 

先に述べたことのために、これらの金融機関は外国投資登録証明書原本の提示を要求し、その写し

の寄託を要求し、さらに、以下の書類を要求しなければならない： 

a) 記載された金額と目的により購入を申請している法律第 16-95 号のもとの外貨を取得する権利の

表明、並びにドミニカ共和国における納税義務の履行に関する外国投資家またはその認可された

代表者による宣誓書。会計年度中の配当金を事前送金する場合は、該当する取締役会決議の写し

を追加する。 

b) 資本返還の場合、外国投資家はCEI-RD が登録証明書原本を受け取ったとするCEI-RD により発行

された証明書を引き渡さなければならない。当該証明書の引渡しは、証明書原本の提示、及び原

本の写しを寄託することで代替される。 

c) 技術移転契約に派生する支払いを行うための外貨購入に関する場合は、CEI-RDにより発行された

登録証明書の写し、及び特約を得ている企業により発行される本条項a)に記載されている宣誓書。 

 

段落Ⅰ：通貨委員会により外貨取引を認可されている機関による、本規則で定められている全ての外

貨販売については、現行基準に従って取り扱われ、法律第16-95号第7条及び2002年11月21日付け

法律183-02号の規定に従う金額に対する制限対象にはならない。 
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段落Ⅱ：法律183-02号に基づき通貨委員会により外貨取引を認可されている為替仲介者は、現行為替

基準及び必要とされる情報に従い、外貨オペレーション日報と共に本条項に記載された外貨取得者か

ら受け取る全ての書類を中央銀行に送付しなければならない。 

 

第８条 その他事項 

 

以下の場合に備え、下記に示される手続が定められ、適用される。 

段落Ⅰ：外国投資登録証明書を紛失した場合は、外国投資家は宣誓書を通じてCEI-RDに副本を申請す

る。 

段落Ⅱ：不正な手段による外国投資登録証明または技術移転登録の取得が明らかになった場合は、そ

の証明書は取り消される。当該決定が下された場合、CEI-RDは登録所有者にその決定を通達する。 

さらに、CEI-RDが受け取る間接情報により、外国投資家が外国投資受入者として登録された企業の

株主リストに記載されていない、もしくは外国投資家の資本参加額が登録されたデータと一致しない

と認められた場合は、CEI-RDは外国投資家に事前の通知を行い、場合に応じて、登録の取消または登

録金額を調整する手続きを行う。 

段落Ⅲ：住所、会社名称、もしくは認可された代表者の変更が生じる場合は、外国投資家は CEI-RD

に新規データを通知しなければならない。 新の伝達情報が外国投資家へのCEI-RDのあらゆる通達の

ために有効となる。 

段落Ⅳ：複数の通貨による外国投資の場合、新規外国投資、利益再投資、または直接外国投資額の変

更のためのCEI-RDにおける登録に際し、申請がなされた日の為替レートを基に、当初の登録における

各通貨の比率を調整する。 

 

第９条 本法令は、ドミニカ共和国外国投資に関する法律第16-95 号に適用される1996年 8月 28日

付規則第380号、並びに本法令に反するその他全ての法規定を廃止する。 

 

独立160周年、維新141周年の2004年3月11日、ドミニカ共和国首都、Santo Domingo de Guzman, 

Distrito Nacionalで付与された。 

 

HIPÓLITO MEJÍA 

ドミニカ共和国大統領 
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