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- 1 - パナマ 

第 1 部 資源開発環境調査 

1. 一般事情 

1-1. 面積 75,517 ㎢（日本の 0.20 倍） 
1-2. 人口 312 万人(2003 年会計検査院推計)  
1-3. 首都 パナマシティ 71 万人（2000 年 5 月ｾﾝｻｽ） 
1-4. 人種 混血 70%、アフリカ系 14%、ヨーロッパ系 9%、先住民 7% 
1-5. 公用語 スペイン語 
1-6. 宗教 カトリック 
1-7. 地勢等    

南北アメリカを結ぶ中央アメリカの中でも も狭くなったパナマ地峡に位置し、スペイ

ン植民地時代の昔からパナマ運河の現在まで、交通の要衡として、世界の十字路とも呼ば

れている。西はコスタリカ、東は南米コロンビアに接する。 
国土のほとんどが丘陵と山地で、コスタリカとの国境に近いチリキ山脈、タバラ山脈、カ

リブ海側からコロンビア国境にかけてサンブラス山脈などが走っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:MAPQUEST.COM 
1-8. 気候   

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

暑い。 
1-9. 略史 

1501 年 スペイン人バスティーダ、パナマ地峡発見。  
1821 年 大コロンビアの一州としてスペインより独立。  
1903 年 コロンビアより分離独立。  
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1914 年 米国、パナマ運河完成。  
1968 年 トリホス将軍、クーデターにより実権掌握。  
1978 年 ロヨ大統領就任、民政移管  
1983 年 ノリエガ将軍が軍最高司令室に就任  
1989 年 米国の軍事侵攻、ノリエガ将軍逮捕、エンダラ政権発足  
1999 年 モスコソ大統領就任、パナマ運河返還、米軍完全撤退  
2004 年 トリホス大統領選挙就任 
 
2. 政治・経済概要 

2-1. 政体 立憲共和制 
2-2. 元首 ミレーヤ･エリサ･モスコソ･ロドリゲス大統領(任期 5 年、連続再選禁止) 
2-3. 議会 一院制(定員 71 名) 
2-4. 政治概況  

 内政 

・1968 年 10 月のクーデター後政治の実権を掌握してきたトリホス将軍が、1981 年 7 月航

空機事故で死亡して以降、パナマの政局は流動化。 

・1984 年 5 月、16 年ぶりに国民の直接選挙によりバルレタ政権が発足したものの、経済政

策に対する国内各層の反発・批判及び、軍との対立により、1985 年 9 月辞任。 

・1987 年 6 月、前軍参謀総長が軍の実力者ノリエガ将軍を公然と非難した事件を契機に反

政府運動が発生、1988 年 2 月にはデルバイエ大統領がノリエガ解任決定を行ったが、同

大統領は逆に国会決議により罷免され、ソリス・パルマ政権が発足。最高実力者ノリエ

ガ将軍と米国の対立深まる。 

・1989 年 12 月 20 日、米軍がパナマに侵攻。ノリエガ体制は崩壊し、エンダラ政権（アル

ヌルフィスタ党）発足。ノリエガ将軍は、米側に投降。国防軍は解体された。 

・1994 年 9 月ペレス・バヤダレス大統領就任。同大統領は経済開放政策を押し進め、安定

した経済成長を実現した。97 年 9 月には WTO に加盟。 

・1998年8月、大統領の連続再選を可能にするための憲法改正法が国民投票に付されたが、

否決された。 

・1999 年 9 月、パナマ史上初の女性大統領として、モスコソ大統領が就任。同政権は、4

つの基本方針（貧困緩和、人権擁護、社会正義の実現及び環境保全）の下、各種政策を

通じ国民生活の改善を図ることを目標とした。 

・2004 年 9 月、トリホス大統領が就任。新政権の課題は、高い失業率の改善、貧困削減、

社会保険庁の再建問題、汚職対策等。またパナマ運河拡張計画に係る国民投票、米国と

の FTA 交渉の行方が注目される。 
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 外交 

・米国との関係が経済及び安全保障にとって極めて重要であり、パナマ運河返還・駐留米

軍撤退後も良好な関係の維持・発展に努めている。 
・近隣諸国連帯を重視し、特にリオ・グループ（ノリエガ時代に同グループを除名されて

いたが、94 年 8 月に完全復帰）を通じ積極的に活動。 
・アジアでは日本、台湾及び中国（台湾と国交、中国とは経済関係）、欧州ではスペイン、

フランス等との関係強化に努めており、これらの国々との貿易拡大、外資誘致等に力を

入れている。 
 軍事力 

・国防軍は、1989 年 12 月の米軍侵攻をもって解体。新たに警察力を主体とした国家保安

隊が設置。勢力 17,650 名（志願制） 
（内訳 国家警察隊 16,200 人、海上保安隊 800 人、航空保安隊 650 人）（2003 年） 
・国家安全保障費 159 百万ドル（2004 会計年度） 
2-5. 主要産業 農林水産業 コーヒー、バナナ、砂糖、えび 

サービス業 金融センター、港湾、通信 

2-6. GDP 名目 122.96 億ﾄﾞﾙ、実質 113.19 億ﾄﾞﾙ(2002 年経済財務省) 

 一人当たり実質 GDP   3,906 ﾄﾞﾙ（2003 年経済財務省）  

         経済成長率  4.1％（2003 年経済財務省）  

         物価上昇率 1.4％（2003 年経済財務省）  

         失業率     12.8％（2003 年会計検査院）  

                          出典：The World Bank Data Profile 
2-7. 通貨  バルボア、米ドル（PAB、USD） 
2-8. 為替レート １US＄＝1PAB（2005/02 現在） 

年末 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

1US＄＝ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

（International Financial Statistics 2004） 

2-9. 貿易    

総貿易額 （2003 年会計検査院） 

輸出（F.O.B.）50.51 億ドル ：バナナ、メロン、魚肉、エビ、砂糖、衣料、コーヒー、牛

肉 

輸入（C.I.F.） 61.43 億ドル ：電気製品・部品、原油、食料品、輸送機器、化学製品  

主要貿易相手国  

輸出 米国、ラテン米、欧州 

輸入 米国、ラテン米、日本  

対外公的債務     65.03 億ドル（2003 年経済財務省）  

2-10. 経済概況  
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・第 1 次、第 2 次産業は弱く、第 3 次産業に大きく依存。パナマ運河、コロン・フリーゾ

ーン、国際金融センター等の存在により、世界経済（特に米及び近隣諸国）の影響を受

け易い経済体制。貧富の格差及び失業問題は深刻。 

・パナマ運河返還後、運河返還地域の港湾施設、研究施設、観光、フリーゾーンなどに対

する海外直接投資の誘致が積極的に行われている。また、パナマ政府は運河を補完する

運輸システムの整備を図っており、2001 年には太平洋と大西洋を結ぶ鉄道が開通。 

・米州自由貿易圏（FTAA）に積極的で、FTAA 恒久事務局（2005 年以降）の誘致に努めてい

る。二国間自由貿易協定（FTA）については、2003 年 1 月にエルサルバドルとの間で初

めて締結し、2004 年 1 月には台湾との FTA が発効、現在米、シンガポール等とも交渉を

進めている。 

・通貨としてドルが使用されているため、インフレが抑制されている。 

・ペレス・バヤダレス政権は、経済開放政策のもと、経済構造の近代化を進め、比較的安

定した経済成長（成長率：4.4％（98 年）、3.0％（99 年））を達成したが、モスコソ政

権においては、世界経済の減速傾向に米同時多発テロ（01 年 9 月）が追い打ちをかけ、

景気が減速（成長率：2.3％（2000 年）、0.3％（2001 年）、0.8％（2002 年））。2003 年

は成長産業（港湾、通信、観光）の牽引により 4.1％と回復した。 

・第 1 次及び第 2 次産業が脆弱であるため、食糧加工品、医療、雑貨工業製品等の消費財、

生産財の大半を輸入に依存しており、貿易収支は恒常的に赤字。こうした貿易赤字の多

くはパナマ運河、港湾、観光及び金融センター等に関するサービス収支、及び資本収支

により補われる形となっている。 

2-11. 経済協力（単位 億円）  

 日本の援助実績 

（2003 年度まで累計、単位：億円） 

有償資金協力（E／N ベース）129.50 

無償資金協力（E／N ベース）30.03 

技術協力（JICA 実績ベース）222.88  

主要援助国（2002 年、支出純額、単位：百万ドル） 

（1） 米（6.0）,  （2）西（5.9）, （3）日（5.3）  

2-12. 日本との関係  

・政治関係  友好関係にある。1904 年 1 月 7 日外交関係樹立、1953 年 2 月 20 日外交関係

再開。1962 年互いに大使館開設。  

・経済関係  

対日貿易 

貿易額（2003 年通関統計 単位：億円） 

    輸出 6,321  マグロ、魚粉、植物 

    輸入  123  船舶、一般機械、電気機械、乗用車、トラック 
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日本からの直接投資（2003 年度迄累計） 

    5,727 件 4 兆 9,175 億円  

・文化関係   文化無償 18 件 7 億 3,855 万円（2003 年度まで）  

・在留邦人数  326 人（04 年 10 月現在）  

・在日当該国  （外国人登録）人数 100 人（04 年 5 月現在）（推計） 

 
3. 鉱業概要 

現在のところ生産面において特に目立った鉱業生産活動はなく、小規模な金の生産を行

っている程度である。但しその有望性では注目を集めている国のひとつである。すなわち、

チリからペルー、コロンビアを経て、メキシコ、アメリカ合衆国、カナダに至るポーフィ

リーカッパーベルトに位置しており、パナマにおいても有望鉱床が存在しており、開発を

待つ段階である。鉱産品目別生産量は以下のとおりである。 
           主要鉱産物の生産動向 

鉱 種 単位 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
金 kg 1,500 1,500 0 0 0 0 
銀 kg 2,000 2,000 0 0 0 0 

              出典：JOGMEC Mexico Original Data File 
4. 鉱業行政 

米国のドルがパナマの流通通貨(ただし、紙幣のみ、単位は Balboa)であることから、金

融政策は米国が決定し、パナマ政府はマクロ的経済手法で財政政策を決定するにすぎない。 
鉱業は、鉱業法の下で商工省(Ministerio de Comercio e Industrias)の鉱物資源総局

(Direccion General de Recursos Minerales)が所掌しており、全ての地下資源は国家に帰

属すると規定。 
 外国鉱山会社等は 4 年間の探査権と 2 年間の試掘権を取得でき、採掘権に移行する場合

は、堆積性鉱物については 10 年、非堆積性鉱物については 20 年、その他の鉱物について

は 25 年までそれぞれ延長可能。 
パナマ政府は、43 年ぶりに鉱業法の改正に着手し、2004 年になりようやく原案が完成し

た。新鉱業法には、旧法にはなかった閉山対策や環境問題に対する規定が盛り込まれ、更

に先住民族との調整(地域社会の参加)と環境対策などが追加されている模様。 
これにより頓挫していた多くの鉱山開発プロジェクトが動き出すものと期待される。 
以下に旧鉱業法について述べる。 
4-1. 鉱物資源法 

 鉱物資源法はその目的を、パナマ共和国領土内での鉱物の探査、採掘は基本的に民間主

導と民間投資によって行うことを奨励、規定し、開発を促進することとしている。 
 国家の資産権利として、鉱物鉱床は、憲法第 210条に定める規定により国家財産であり、

憲法及び鉱業法で定める形式、条件のもとで用益権が認可されることができるとしている。 
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法規の概要を以下に記す。 
4-1-1. 権利取得資格 

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

たは外国人に認可されることができる。 
 外国政府及び外国政府が直接・間接に参加する企業にはコンセッションは認可されない。 
4-1-2. 鉱業コンセッション取得方法 

 出願は鉱物資源局に直接行う。 
 探鉱そして採掘のコンセッションは商工省によって交付され、国家と申請者との間でな

される契約書によって保証される。採掘コンセッションの場合には議会の承認が必要であ

る。 
 準貴石の収集、漂砂のパンニング、地表踏査は鉱物資源局が交付する許可証でもって実

施が可能である。 
（1）金属鉱物コンセッション 

コンセッション出願には以下の書類を提出する。 
－出願を代表するための委任状 
－鉱物資源局を通じて商工省に行う出願書 
－会社定款の証明付きコピー 
－会社の法的存在、取締役会、法的代表者と役員を示している公共登記証明書 
－鉱物コンセッション計画及び法規 DGRM-90-3 に従った鉱区を説明する報告書 
－すべての提出書類の真実を証明する宣誓書 
－財務能力の証明（銀行レター、マニュアルレポート、会社パンフレット） 
－技術能力の証明（責任能力を有する職業人登録された技術者の CV、経歴など） 
－予定されている作業及び投資計画 
－書類ファイルの手数料 
－申請が認可されると好都合な理由の陳述書 
採掘コンセッションに追加して必要な書類 
－報酬金のオファー（鉱物資源法第 20 条） 
－採掘の対象となる鉱体の技術的、経済的評価 
－環境影響調査 
－技術的実施、環境規制に責任を有する会社職員の鉱物資源局への登録 
書類はオリジナルとコピー２部、図面はオリジナルとコピー３部を提出する。 
（2）非金属コンセッション 

 1974 年１月 25 日官報 No.17,520 で公示された。1973 年 10 月８日の法 109 は石灰岩、

砂、礫、粗石、粘土、珊瑚、砕石、長石、石膏そして建設用、セラミクス用、耐火用、冶

金用のその他鉱物を含む非金属鉱物の探鉱、採掘を規定している。必要書類は金属鉱業コ

ンセッションと同じであるが、加えて出願によって影響を受ける土地所有者名を記録した
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公共登記所の証明書が提出されなければならない。 
（3）許可証 

以下に対する許可証は鉱物資源当局の決議によって保証、発行される。 
本許可証は個人に対するもので、更新可能、譲渡不可、排他性はない。 
出願に必要な書類等 
－鉱物資源局に対する公式文書での出願書 
－写真２枚 
－手数料 5.00US＄の支払い 
ａ．漂砂パンニング 
 これは人力による河川における金のパンニングを認可するもので、１年間有効。 
ｂ．宝石の採取 
 これは地表に固着せず存在する（転がっている）準貴石の採取を許可するもので、１年

間有効。 
ｃ．地表踏査 
 ６年間有効で、手数料は 30US＄。 
 
4-1-3. コンセッションの認可 

－探査、採掘、移送、選鉱コンセッションがそれぞれの鉱業活動の実施を保証する。 
－地表踏査許可は排他性を持たない。 
－探鉱コンセッションは排他性を持つ（基礎的地質調査段階を除く）。 
－採掘コンセッションは、排他性の原則のもと、探査、採掘、選鉱、鉱物の移送活動そし

て該当する法規のもとで、コンセッション内で採掘された鉱物を保管、輸出、販売するこ

とを鉱業権者に保証する。 
4-1-4. コンセッションの期間と延長 

－地表踏査許可の期間は６年間。 
－探鉱コンセッションの期間は４年間。１つの鉱区の 大面積は 25,000ha。採掘コンセッ

ションの期間と 大鉱区面積は鉱業区分に従って、非漂砂型貴金属で 20 年 5,000ha、貴

金属を除く金属は 25 年、5,000ha。 
－探鉱コンセッションの期間は２度に亘って、１回につき２年の延長を行うことができる

が、行政当局の条件、義務を受け入れるか、延長しようとする鉱区の少なくとも 15％を延

長時に返却しなければならない。 
－採掘コンセッションは３回の延長が可能で、 初が 10 年、第２、第３回目がそれぞれ

５年である。鉱業権者は行政当局の条件、義務を受け入れるか、もしくは延長しようとし

ているコンセッション下で所有されている鉱区の少なくとも 20％が、その時点で返却され

る必要がある。 
4-1-5. 活動の開始 
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－探鉱コンセッションの所有者は、コンセッションが有効となった日から 90 日の期間内

に、少なくとも認可された地区の一つにおいて基礎的地表概査を開始しなければならない。

鉱業権者は同日から１年以内に、探鉱コンセッションの示す地区の少なくとも一つにおい

て鉱物探査（概査）を開始しなければならない。 
－探鉱コンセッションが切れる３年前までに、鉱業権者は鉱区の少なくとも一つにおいて

鉱物探査（精査）を開始しなければならない。 初の期限が切れる時には、鉱物探査（精

査）はコンセッションの鉱区の少なくとも３／４の地域で開始されていなければならない。 
－採掘コンセッションによってカバーされている鉱物について、コンセッションの有効日

から１年以内に経済的量が発見されない時には、鉱業権者は認可された地区の少なくとも

一つにおいて鉱物探査（精査）を開始しなければならない。同日から２年以内には鉱業権

者は残りの地域で精査を開始しなければならない。 
－３年が経過して、認可された鉱区の少なくとも一つにおいても経済的量の鉱物が発見さ

れなかった場合には採掘コンセッションは消滅する。 
－もし鉱物の経済的量が採掘コンセッションで表わされている鉱区で、そのコンセッショ

ンの有効日以前に発見されていたのであれば、鉱物探査（精査）はコンセッションの終了

年以前に当該鉱区で開始されなければならない。 
－探鉱または採掘コンセッションの権利保有者はすべて、経済的量の鉱物が発見された場

合には、そのコンセッションでカバーされた鉱物の採掘活動を開始する義務がある。 
－行政当局は、技術的、経済的、経営的条件が採掘活動の再開を妨げる場合を除いて、採

掘活動が休止されてから２年以内に再開されない場合には、当該地区のすべてのコンセッ

ションを取り消すことができる。 
4-1-6. 国内消費 

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

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

すべてに鉱業権者は効率的操業によって許される以上の量の鉱物を生産する義務はない。 
4-1-7. 採掘義務に対する修正 

－コンセッションの有効日から教えて３年の終りまでに経済的量の鉱物を発見し得なかっ

た採掘コンセッションの権利者は、条件を満足すれば２年を超えない期間で延長が可能で

ある。 
－有効期間の２年目の終り前までに、経済的量の鉱物の発見と鉱物の採掘活動が実行でき

る見込みを証明できるのであれば、コンセッションでカバーされた問題のあるすべての鉱

区の探査（精査）活動の開始義務は３年を超えない期間で免除される。 
4-1-8. 国家が行う鉱業活動 

－国家は自ら鉱物資源の開発を行うことができ、個人または会社のいかなる申請にも優先

権を持つ。 
4-1-9. パナマ人の訓練 
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－すべての鉱業権者は、自分の負担で、パナマ人被雇用者に対し理論的・実践的トレーニ

ングを提供しなければならない。 
－定められた１年間のトレーニングプログラムを含む人的義務は、過年度中に従事した外

国人被雇用者の 大人数の 10％に等しくなければならない。またそのトレーニングプログ

ラムの内容、進捗状況は、鉱物資源当局に報告されなければならない。 
4-2. 環境規制 

4-2-1. 環境規制法 

 特別な環境法、規則は存在しないが、自然保護のための法、条例により、国立公園、森

林保護区、野生動物保護区は、インデイオ保護区を含めて国土の 36％を占める。また州ベ

ースのものも存在する。これらの地区での開発は法的に禁止されている訳ではないが、実

際上かなり難しいと認識されている。 
 また当局は、法・規則が不備な分、住民の声を重視する方針であり、必要に応じて大統

領令等での規制を考えている。 
 Cerro Colorado 鉱山開発の思惑が、インデイオ保護区の範囲策定と絡み、インデイオ住

民の反発を招いている。将来的に政治問題、民族問題に大きくエスカレートする危険性を

はらんでいる。パナマに限らず中米では環境問題以上に、原住民問題は政治問題、環境問

題にも発展するため配慮を必要とする。 
 なお、環境行政機関として CONAMA（国家環境委員会）と IRENARE（再生天然資源

庁）が存在する。CONAMA は多省庁メンバーで構成され、常勤 11 名、評価委員会は 14
名からなる。開発に係る環境影響評価、認可、監督、指導を主要業務としている。 
 IRENARE は経済企画政策省の下部組織であり、実際の環境行政の実行機関で、森林保

護官、国立公園管理などを含んで 920 名の職員を擁する。 
4-2-2. 鉱業規制法 

 鉱業活動に関する環境影響評価、許認可は、鉱物資源法を根拠として行われている。関

連条文は以下の通りであり、鉱物資源当局が発行することになっている規定、規則は作成

されていない。 
（1）予防措置 

－鉱業活動を実行する上で、浪費と危険回避のための予防措置を取る。 
－鉱業活動中に発見され、地表または底土層から他へ流出する液体またはガスは、適切な

手段を講じる。 
－活動開始以前の状態を維持するために、地表の修復のあらゆる必要手段を講じる。その

必要手段は、活動から生じる危険行為の回避のためにもなされる必要がある。 
－鉱業活動のための資産または第三者とその資産に損失、損害を与えるか、与える原因と

なる事態を改善または避けるためのあらゆる必要かつ適切な措置を取る。 
－鉱業権者は危険な事態の存在、その影響を改善するために取られた手段を、鉱物資源当

局及び関係住民等に通告する。 
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－鉱物資源当局は鉱業活動の浪費と危険行為を避けるために遵守されるべき規定、規則を

発行する。 
（2）土地、水、木材、建設石材の利得及び使用 

－水利権、林業権そして建築石材の使用を含む地表に対する権利が、国内法及び本法で定

める規定に従って、鉱業活動を行うに必要な量を限度として、鉱業権者によって確保され

ることができる。 
－鉱業権者は認可された地区で、かつ国有地内で発見された建築石材、木材、水は、その

活動のために排他的に使用することができる。 
－しかしながら、鉱業権者は貴重木は使用することができず、公共の水源を使用、汚染し

てはならない。 
－木を伐採する必要のある時、鉱業権者は現在有効な法律条項に従って、事前に関係当局

に通告しなければならない。 
 
5. 鉱業関係機関 

鉱業は商工省(Ministerio de Comercio e Industrias)の鉱物資源総局(Direccion General 
de Recursos Minerales)の管轄となっている。 
 鉱物資源局は 1970 年 12 月の政令№404 によって設立された。局長、副局長がトップに

配置され、鉱物資源法に明記された技術的、行政的機能を果たす責任を有する。 
 それらには以下の機能がある。 
－鉱業政策に関する政府への進言。 
－鉱業活動の監督、鉱業法に記された（鉱業活動を行う者の）義務履行の確保。 
－鉱業活動によって生ずる問題への対応、商工省への適切な解決策の提議。 
－地質及び写真地質調査の実施、地表水を含む国家鉱物資源に関する情報の編集。 
－パナマ共和国公式地質図の作成。 
－他の行政機関又は民間企業によってなされた調査を含んで、国のあらゆる地質情報の保

管期間であること。 
－その他目的による地質調査の実施について他の公的機関との協力。 
－国の鉱物、岩石、化石サンプルの保管。 
－鉱業活動の統計データの編集。 
－コンセッションの申請処理及び許可証の発行。 
－廃棄物及び危険活動回避のためのガイドラインの勧告。 
－鉱業の実際上、理論上観点でのパナマ人の訓練。 
－鉱業法の目的、公正な履行を保証するための行政規則の勧告。 
－鉱物資源に興味を持つ国または個人に便宜を与える報告書の出版。 
－（コンセッション）ファイルの管理。 
－あらゆるコンセッション及び出願の国家登録の保管。 
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－鉱区図、鉱量分布図の 新版の維持。 
－鉱山操業に関連する生産ロイヤルテイの徴収、免税についての国家歳入事務所との協力。

加えて鉱物資源局は以下のサービス、便宜を供与する。 
－地化学分析。 
－岩石分析、分光分析、蛍光分析を含む。 
－冶金試験。 
－ボーリングを含む地質調査。 
－リモートセンシングによる地質解析。 
－鉱業、地質情報に関する関係書誌センター。 
－鉱業専門家の名簿記載。 
 
6. 投資環境 

 鉱山企業は、鉱業促進の観点から法人税について減耗控除や減価償却の特例制度を利用

可能。パナマでは石油公社以外はすべて民間企業が鉱業を実施。 
鉱産税は、ベースメタルなどは 2%、貴金属は 4%で、開発資金や設備の輸入税は免除され、

生産した鉱物は無税で輸出可能。外国企業としての権利や利益の本国送金については、海

外投資家への配当や利払いへの 10%の課税を除けば、いかなる制約もない。 
 
7. 地質・鉱床概要 

南北アメリカを結ぶパナマ運河を中心とし、西はコスタリカ、南はコロンビアに接する

山地と丘陵からなるが、パナマの西と東では地質が異なっている。 
西側は中新世の火山岩類が中央山脈を中心に広く分布し、中央部南側のアスエロ半島では

白亜紀の火山岩類や変成岩などが分布している。 
一方、東側では中央部分では第三紀の堆積盆を形成している。なお、鉱床としては、第

三紀の火成活動に関連したものが知られており、ポーフィリー・カッパー、金・銀・銅・

鉛・亜鉛等の鉱脈及びマンガン鉱床などがある。 
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8. 鉱山概要 

パナマの主要鉱山を下図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          図 8-1  金属鉱床の分布 
 

8-1. 金・銀 

8-1-1. Santa Rosa 金鉱山 

Santa Rosa 金鉱山のリーチング施設 

Santiago の西北西約 40km に位置。カナダの Greenstone Resource 社が操業していたが、

金を生産するリーチングパットからの廃水処理量が増加。操業コストが 298US ドル/oz と

なったため 1999 年に操業を停止。2000 年 6 月、150 名以上の労働者の賃金不払いで訴訟。

労働者及び地域住民は、リーチングパットの遮断シート等を略奪。 

深刻な環境汚染が進行中。予想鉱量；19,713 千 t(Au 1.43g/t) 

8-1-2. Remance 金鉱山 

1900 年～1936 年；英国企業が探鉱・採掘。1987 年パナマの Transworld Exploratin 社

が探鉱開始。89 年、ペルーの Minera Remance 社と合弁で Minera Remance 社設立、生産開

始。92 年、粉砕能力 330t/d に能力増強。 

1995 年 Northfild 社が経営参加。 

1997 年、Northfild 社撤退。その後、Minera Remance 社と契約解除により、Transworld 

Exploratin 社単独で施設管理し、共同事業者を募集中。 

推定鉱量；450 千 t(6.013g/t) 

8-1-3. Margaja –Cocuyo 鉱山 

コロン(Colon)市の南西 130km に位置する。地質は中新世～鮮新世の火山岩類、主に安

山岩、玄武岩、火山角礫岩、イグニンブライトなどで、閃緑岩や花崗閃緑岩などの貫入岩
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なども分布する。金は石英脈中に認められ、黄銅鉱などの硫化物に伴う金と、硫化物を伴

わない金を含有する 2 タイプがある。脈の走向は N80°E、傾斜は 60°S、5 地並で採掘さ

れ、走向方向 210m での平均品位は Au76.3g/t、平均脈幅は 80cm である。 

この鉱山のある Faja de oro 地方の流域で砂金鉱床探査が Calais Resources により実

施されている。 

8-2. マンガン 

パナマではマンガン鉱床がいくつかの地方で知られているが、1997 年以降生産されてい

ない。代表的な鉱山は、以下のとおり。 

8-2-1. La Soledad 鉱山； 

Colon 県、米国の Caribbean Mining Company 社が 25 年の鉱業権を持ち操業していた。

約 100 万 t の埋蔵量。 

8-2-2. Cerro Viejo 鉱山； 

Colon 県北部、Caribbean Mining Company 社が鉱業権を持つ。 

約 600 千 t の埋蔵量。 

 
9. 新規鉱山開発状況 

Petaquilla-Botija 地方と Cerro Colorado 地方では 3 つの大きな銅鉱床を発見している

が、鉱山開発のためには、現下の低迷する国際価格が障害。 

9-1. Petaquilla 銅鉱山開発計画 

Colon 市の西南西約 120km に位置。 

世界でも 5 番目に大きい未開発の銅金のポーフィリー鉱床。 

7つのポーフィリー鉱床と 1つ浅熱水性金鉱床があり、総鉱量 37億 t(銅量 1,407万 t)、

主要鉱床である Petaquilla と Botija 鉱床の鉱量は 11.26 億 t、銅品位 0.48%、金品位

0.11g/tMo 品位 0.014%(カットオフ品位は銅換算 0.20%)。 
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図 9-１  Petaquilla ポーフィリー鉱床位置 
 
開発経緯 

1965－68 年  

国連（ＵＮＤＰ）とパナマ政府の共同探鉱プロジェクトによって Petaquilla 鉱床を発

見。 

1969 年９月  

パナマ政府は Petaquilla、Riodel Medio、Botija の鉱徴地を含む 400km2の地域の探鉱

開発プロジェクトについて国際競争入札を実施。日本は米国デュバル社、西独メタルゲゼ

ルシャフト社、ノルトドウィッチェ社と国際コンソーシアムを形成し応札、落札。 

その後、米国、西独側３社が脱落したため、日本側はパナマ鉱物資源開発㈱（三井金属 50％、

同和鉱業 30％、三菱金属 20％）を設立し、以後パナマ政府側と単独に交渉。 

1971 年７月  

政府と探鉱開発の契約に関する基本的合意が成立。 

1973 年７月  

パナマ鉱物資源開発㈱の現地法人の Cobre Panama S.A.とパナマ政府との探鉱契約の締

結。（パナマ側の事情により遅延） 
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1973－76 年  

Cobre Panama S.A. による地質調査、地化学探査、ピット調査、ボーリング調査（MMAJ

海外地質構造調査を含む）。 

 JICA／MMAJ インフラ整備計画調査。 

1977 年３月  

パナマ鉱物資源開発㈱によるプレＦ／Ｓ。 

国際銅価格の低迷と政治的、環境的、経済的要素により日本側とパナマ側との間で開発

採掘契約は合意に至らなかった。 

1987－88 年  

パナマ民族資本の GeoHoldings Corporation（現、MinAmerica）及びその持株子会社 Geo 

Recursos International, S.A. の設立。Geo Recursos が Petaquilla 及び周辺鉱区権益を

取得。 

1988 年  

パナマ鉱物資源開発㈱解散。 

1990 年  

GeoHoldings（Geo Recursos）、Retaqulla 権益の 80％を 

Minnova Inc. に譲渡。Minnova、サンプリング調査実施。 

1992 年  

Minnova、テストボーリング実施。 

Minnova、権益の 40％（全体の 32％）を Adrian に譲渡。 

Adrian、Botija－Abajo、Vega 地区においてボーリング調査開始。 

10 月 Kerr Addison Mines Ltd. 、Minnova 権益を Metal Mining Co. に売却。Minnova

は Metal Mining の 100％子会社となる。 

1993 年     

GeoHoldings、 Petaquilla 権益の残り 20％を Adrian に譲渡する一方で、社名を

MinAmerica Corporation に変更、Adrian の株式の 17.71％を取得。 

 Petaqilla の現在の権益は Adrian が 52％、Minnova が 48％を所有。 

2004 年現在   

社名は Empresa Minera Petaquilla SA  

(Inmet Mining 48%, Adrian Resources 52%(1992 年取得)) 

Teck Cominco は F/S の費用を負担することにより、Adrian の 26％の権益を取得でき、

かつ残りの 26％も操業を通して保持できる。 

Teck Cominco が Adrian に代わってプロジェクトを運営しているが、開発の決定を延期

している。F/S は H.A.Simons によって 近の状況に基づき行われた。Teck Cominco は更な

る銅の需給および建値の改善が必要としている。 
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地質・鉱床概要 

地質は主として中新世の安山岩溶岩及び少量の同質火砕岩と漸新世の花崗閃緑岩(28～

36Ma)からなる。鉱床は花崗閃緑岩バソリスの南端に位置し、高品位部は、カリ変質帯中に

ある。主要鉱床として Petaquilla と Botija 鉱床が知られている。前者は 400×1,200m 以

上、深さ 100～200m、後者は 400×600m 以上、深さ 300m 以上の広がりが確認されているが、

二次富化帯は極めて局所的である。主要鉱石鉱物は黄鉄鉱、黄銅鉱で、斑銅鉱、四面銅鉱、

磁硫鉄鉱、閃亜鉛鉱、方鉛鉱、輝水鉛鉱などを随伴する。 

 

9-2. Cerro Colorado 銅鉱山開発計画 

調査経緯 

1930 年代  

Cerro Colorado の鉱化作用の発見。 

1950 年代 

Cerro Colorado の鉱化作用の発見。 

1970 年  

Pataquilla ポーフィリー鉱床の発見が発端となり、カナダ Javelin の子会社の Pavonia 

Inc. が探鉱コンセッションを獲得し、本格的調査を開始。 

1971 年  

ポーフィリー鉱床を確認。 

1973 年  

AAC、Noranda 等が Javelin に資本参加。 

1974－75 年  

Javelin とパナマ政府の開発契約交渉決裂。 

Javelin、プロジェクトから撤退。 

1975 年８月  

パナマ政府、Javelin 鉱区を買収、国営企業の CODEMIN を設立し、権益所有。 

1976 年 Texasgulf Inc. が進出。開発会社 Enpresa de Cobre Cerro Colorado S.A.

（CCSA；CODEMIN 80％、Texasgulf 20％）を設立。 

1976－79 年  

開発契約協定に基づき Texasgulf、Ｆ／Ｓ。 

1979 年  

Texasgulf、開発コスト、銅価の低迷などを理由として、Ｆ／Ｓ結果をパナマ政府に提

出せず、プロジェクトから撤退。 

1980 年  

RTZ Plc. が進出。CCSA の構成比率は CODEMIN 51％、RTZ 49％。 

1981 年  
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RTZ Plc. Ｆ／Ｓ結果をパナマ政府に提出。 

1981－93 年  

採算性、インフラ、環境問題などで、開発は具体化せず。 

鉱床施設の維持、管理を継続。 

1992 年     

Codemin 社開発の権利を売却しようとするも、先住民問題、環境問題で売却できず。 

1993 年  

RTZ Plc. プロジェクト権益を放棄。 

CCSA 構成比率は CODEMIN 100％となる。 

Cerro Colorado の開発思惑とインデイオ保護区の範囲策定法案の国会審議が絡み、地元

先住民族は居住区の法的な保障がされるまで開発の一時凍結を要求。 

1994 年    

 79 百万 US ドル以上の予算で探鉱・開発を実施。9 月、Tionim Resources 社参画。1996

年、政府から Tiomin 社に開発許可が下り、F/S 調査開始。 

1996 年      

Ngobe-Bugle 族が開発中止を要請。先住民との共生、金属価格の低迷等の問題で開発停

止中。 

2001 年      

Aur Resources Inc.参画。 

推定鉱量；1,886 百万 t(Cu 0.634%、Ag 4.82g/t、Au 0.096g/t、Mo 0.014%) 

 

地質・鉱床 

地質は主として古第三紀漸新世の安山岩及び同質火砕岩とこれに貫入する新第三紀中

新世の花崗閃緑岩からなる。鉱化作用はこの花崗閃緑岩に伴われ、地表部では二次富化帯

が発達する。少量の斑銅鉱、四面銅鉱、磁硫鉄鉱、閃亜鉛鉱、方鉛鉱、輝水鉛鉱などを随

伴する。 
 
10. 探査概況 

Cerro Quema 鉱山開発計画 

1987 年から 1995 年、Cyprus Amex 社が総延長 23 千 m、310 本のボーリング調査を実施。 

1996 年、F/S 調査完成、Campbell 社が詳細設計及び 1.5 百万 US ドルで鉱山道路の建設

に着手。 

1997 年、Campbell 社が政府と 20 年間の開発計画を締結。3 月、鉱山道路完成。6 月、

Campbel 社、住民の反対により開発作業中止。その後、金価格の低迷も重なり、開発計画

は停止中。 

推定鉱量；8,900 千 t(Au 1.276g/t) 
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2003 年 11 月、Tango Mineral 社は Cerro Quema 権益で RNC Gold 社が 60%の権利で実施

していた探鉱調査が満期となったが、RNC 社は 60%から 100%に権益を拡大し、同権益で金

を生産することになるだろうと発表した。 

2004 年 2 月、RNC Gold 社は同権益での探鉱調査を満期終了し、権益を確保したと発表

した。2004 年末までに建設工事を完了し、2005 年末から金を生産するという。RNC 社は La 

Pava 地区から北東 2.2km に位置する La Quemita 鉱床について第二段階の FS 調査の契約を

実施し、インフラや湿式プラントの建設が経済性を有すると見込まれている。今回の FS

調査は 2004 年 6 月頃に終了し、La Quemita 鉱床の追加により同権益の可採年数が 2 年延

長になる見込みという。 

 
11. 製錬所概要 

該当なし。 
 
鉱山製錬所位置図 

 
 
 
 
 

Petaquilla 

Cerro Colorado 
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操業鉱山 
, 操業鉱山無 
探鉱開発 
Petaquilla Panama City  W 120km, Colon SWS 120Km  海 岸 10Km  
[http://www.ame.com.au/mines/cu/Petaquilla.htm] :Lat; 8° 58' 60N,Long; 80° 45' 0W 
Cerro Colorado, 40km(?) NE of David, Chiriqui ,250Km W frm Panama City,         
Lat.; 8° 31' 60N,Long; 81° 49' 0W 
休廃止･精錬所無 
 
 
12. 我が国のこれまでの鉱業関係プロジェクト実施状況 

海外地質構造調査 

1972～1976 年度   パナマ中部地域 

資源開発協力基礎調査 

地域開発計画調査 

1976 年度      ペタキージャ 
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第 2 部 地質解析 

1. 地質・地質構造 

ニカラグアからパナマにかけては、新生代の一連の火山活動とこの火山活動によりもた

らされた火山岩類によって特徴づけられる。また、エルサルバドル東部からパラナ中央部

に至る中米南部は、共通の地質構造及び地形的特徴により一体化されている。すなわち、

中米南部の広域的な構造線は脊梁山脈の伸張方向に一致しており、東西系から北西―南東

系となっており、これが貫入岩を規制している。 
 
2. 鉱床 

2-1. 鉱床生成区 

第三紀に入り、玄武岩や安山岩等の噴出を伴う火山活動が活発となった。この時期のマ

グマ及び構造活動に伴う金銀石英脈鉱床と銅・鉛・亜鉛・硫化鉱鉱脈鉱床は、中米南部で

は 大の鉱床区を形成している。これらの鉱床はエルサルバドルからパナマ中部に至る脊

梁山脈沿いに散在するが、このうちエルサルバドル東部からニカラグア西部が優勢である。

パナマの北西部で発見されているポーフィリー・カッパー鉱床は、上部～中部第三紀の中

性深成～半深成貫入岩と関係して形成されたものである。この時期に貫入した深成～半深

成貫入岩は銅成分に富み、パナマ中部からコスタリカにかけて一連のマグマ活動として存

在すると考えられる。これらのマグマ活動は、中米を縦走する環太平洋カッパーベルトと

結びつけることができる(図 2-1)。 
 

       図 2-1  中米南部の鉱床生成区(Ante Ferencic 1971) 
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2-2. タイプ別・時代別分布の特徴 

パナマには金鉱床、ポーフィリー鉱床及びマンガン鉱床などがある。 
下図に金鉱床、ポーフィリー鉱床を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-2 金及びポーフィリー鉱床の分布   □:金鉱床      ▲: ポーフィリー鉱床 

パナマ共和国の資源開発環境 1994 年 7 月 金属鉱業事業団資源情報センター 
 

2-2-1. 金鉱床 

Santa Rosa 

Santiago の西北西約 40km に位置。1935 年から 1940 年に操業後、1994 年から 1999 年ま

で操業した。含金石英脈が安山岩質凝灰岩を切っている。 

予想鉱量；19,713 千 t(Au 1.43g/t) 

Remance 

16 世紀に先住民により採掘後、1931 年から 1932 年の間 Au10.7g/t で粗鉱 14,000t を採

掘。 

推定鉱量；450 千 t(6.013g/t) 

Cerro Quema 

熱水型金鉱床で、推定鉱量；8,900 千 t(Au 1.276g/t)。 

Margaja –Cocuyo 

含金石英脈で、脈の走向は N80°E、傾斜は 60°S、5 地並で採掘され、走向方向 210m で

の平均品位は Au76.3g/t、平均脈幅は 80cm である。Cocuyo 鉱山では 9t の金、Margaja 鉱

山では 2t の金の生産が記録されている。 

Los Hatillos 

含金石英脈で、鉱量 30 千 t(Au 12.5g/t、Cu0.14%、Pb2.49%、Zn3.85%)。 
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Capira 

1930 年から 1940 年に石英脈から金を回収した。Campana 金鉱山が隣接する。13 の含金

石英脈があり、有望な鉱脈として、Brenda(走向延長 1,070m、平均金品位 0.94g/t)、Flor(走

向延長 1,200m、平均金品位 1.77g/t)などがある。 

Rio Pito 

金・銅の鉱徴が得られており、ポーフィリー・カッパー鉱床と考えられている。鉱量 297

千 t(Au 2.12g/t、Ag4.04g/t)。 

Espiritu Santo de Cana 

コロンビア国境近くにあり、1680 年から 1729 年までスペイン人によって採掘。1899 年

から 1907 年まで 4t の金を生産した。国立公園内にある。 

2-2-2. ポーフィリー鉱床 

規模の大きい鉱床としては以下のものが知られている。 

Petaquilla 

7 つのポーフィリー鉱床と 1つ浅熱水性金鉱床があり、総鉱量 37億 t(銅量 1,407万 t)、

主要鉱床である Petaquilla と Botija 鉱床の鉱量は 11.26 億 t、銅品位 0.48%、金品位

0.11g/tMo 品位 0.014%(カットオフ品位は銅換算 0.20%)。 

この地域には、第三紀の火山岩類と堆積岩類及びこれらを貫く火成岩類がある。 

火山岩類は、第三紀中新世の安山岩溶岩及び少量の同質火砕岩からなる。 

堆積岩類は、火山岩類に挟在されており、砂岩、頁岩を主とする。 

火成岩類は、主に漸新世の花崗閃緑岩バソリスとトナル岩が分布している。トナル岩は、

花崗閃緑岩バソリスより分化したものでキューポラ状の貫入形態を示し、鉱化関連火成岩

である。 

地質構造は、広域的にはパナマ中部の東西から東北東―西南西系の基本的地質構造線に

規制されているものの、局所的には北東―南西系及び南西―北東系の構造線が卓越し、火

成活動はこれらの構造線を反映した活動を示している。 

全体的に接触変成と熱水変質が普通に認められ、花崗閃緑岩類と接する火成岩類は数 10

～数 100m に接触変成作用を受け、黒雲母が生成されている。熱水変質は、トナル岩の貫入

に伴いプロピライト化、粘土化、雲母化、カリ長石化が認められ帯状分布を示している。 

鉱化作用は、銅・モリブデンを主とし、キューポラ状に貫入したトナル岩及びその被貫入

岩中に認められるが、被貫入岩中では急激に劣化している。銅鉱物は、黄銅鉱を主とし、

上部ではごく部分的に二次富化帯による輝銅鉱が認められ、下部では初生の斑銅鉱が少量

産出する。黄鉄鉱は広範囲に分布している。 

 

 

Cerro Colorado 

推定鉱量 1,886 百万 t(Cu 0.634%、Ag 4.82g/t、Au 0.096g/t、Mo 0.014%)。 
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地質は主として中新世の安山岩、レータイト、及び凝灰岩と流紋岩質デーサイト岩脈と中 

新世の石英斑岩と石英モンゾナイトからなる。鉱床は、安山岩とレータイトに取り囲まれ 

た石英斑岩の小岩体と石英モンゾナイト中にある。東西 2,000 m、南北 1,500m、深さ 1,250m

以上の広がりを持ち、二次富化帯が発達する。流紋岩質デーサイト岩脈は新しい活動で、

鉱体を切っている。銅の濃集部は安山岩に囲まれた貫入岩の内部 100m 以上に分布する。 

銅の高品位部は、石英斑岩やレータイトの破片を伴う鉱化斑岩に認められる。鉱化作用

は 5～6Ma と推定されている。 

鉱石鉱物は斑銅鉱、四面銅鉱、磁硫鉄鉱、閃亜鉛鉱、方鉛鉱、輝水鉛鉱などである。 

Aur Resources INC.による鉱量計算では以下のように見積もられている。 

 

Cutoff(Cu)            0.2%        0.4%       0.6% 
Secondary Zone 
Tonnes              213Mt      149.4Mt     78.5Mt 
Grade(Cu)           0.57%       0.68%      0.86% 
Primary Zone           
Tonnes             2.440Bt      1.605Bt      799Mt 
Grade(Cu)           0.51%        0.63%      0.77% 
Total Tonnes        2.653Bt      1.755Bt      877Mt 
Grade(Cu)           0.52%        0.64%       0.78% 
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図 2-3    Cerro Colorado 鉱床の地質(after Kents 1975 in Clark,1977) 

 
 
 

 
図 2-4 Cerro Colorado 鉱床の銅品位分布(Aur Resources Inc. HP) 
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3. 鉱床胚胎有望地域 

下図にパナマの地質図を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3-1   パナマの地質(Ministerio de Comercio e Industrias 1996) 
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図 3-2       地層凡例 
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                   図 3-3 火山岩類 凡例 

図 3-4  堆積岩類 凡例 
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次にパナマのポーフィリー鉱床の分布を下図に示す。 

          図 3-5 ポーフィリー鉱床の分布(after Kents 1975 in Clark,1977) 
 

以上の図面から、ポーフィリー鉱床と貫入岩との関連について述べる。 
パラナの貫入岩類は白亜紀から鮮新世までの活動が知られている。 
白亜紀のものは Colon 貫入岩類として、パラナ東部の西端に分布する。これに関係した

鉱床として Cerro Azul がある。 
暁新世の L.Montuoso 貫入岩類、始新世の V.Riquito 貫入岩類は中央部南側のアスエロ

半島に分布している。L.Montuoso 貫入岩類に関係した鉱床として Azuero Peninsula があ

る。漸新世のPetaquilla貫入岩類は中央部に分布し、これに関連した鉱床としてPetaquilla、
Rio Guayabo などがある。Petaquilla 鉱床に関連した貫入岩岩は花崗閃緑岩で、貫入時期

は 28～36Ma である。 
中新世の Tabasara 貫入岩類は西部と東部に分布しており、西部では Chorcha、Cerro 

Colorado と東部では Navagandi や Rio Pito などの鉱床が知られている。 
貫入岩類の時代による特徴として、暁新世や始新世のものはソレアイト岩系で、より新期

のものはカルクアルカリ岩系の傾向にあり、パナマの代表的なポーフィリー・カッパー鉱

床である Petaquilla は漸新世の Petaquilla 貫入岩類に、Cerro Colorado は中新世の

Tabasara 貫入岩類に関連している。 
そのため新期の貫入岩類は銅鉱床の胚胎する可能性が高い。 
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（参考）パナマ鉱物資源法（抜粋） 
(パナマ共和国の資源開発環境 1994 年 7 月 金属鉱業事業団資源情報センターより転用) 
第Ⅰ巻 
第Ⅰ編 
第１章 目的 
第２章 国家の資産権利 

第Ⅱ編  コンセッションの保証 
第１章 コンセッション取得資格者 
第２章 コンセッションの保証、取得の方法 
第３章 コンセッションの認可 
第４章 コンセッション取得要件 
第５章 コンセッションの範囲、優先権及び限度 

第Ⅲ編 国家の特別関与 
第１章 留保地域及び留保鉱物 
第２章 地域貢献 

第Ⅱ巻 コンセッション 
第Ⅰ編 鉱物の分類、有効期間、コンセッションの延長 
第１章 鉱物の分類 
第２章 コンセッションの期間と延長 
第３章 鉱区とその分界 

第Ⅱ編 調査、探査、採掘活動 
第１章 制限 
第２章 統一合意書 
第３章 活動の開始 
第４章 国内消費 
第５章 商業的量の鉱物 
第６章 採掘義務に対する保証 
第７章 サンプル 

第Ⅲ編  移送、選鉱活動 
第１章 認可 
第２章 料金表 
第３章 第三者の鉱物の移送 
第４章 国内消費 
第５章 特別条件 

第Ⅳ編 調査、検査、監督、情報 
第１章 認可、身分証及び範囲 
第２章 情報の提供 
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第３章 報告書 
第４章 記録 

第Ⅴ編 国家が行う鉱業活動 
第１章 認可 

第Ⅲ巻 コンセッションの権利と義務 
第Ⅰ編 譲渡と契約 

第１章 譲渡と担保 
第２章 契約 

第Ⅱ編 安全規制と浪費防止 
第１章 予防措置 

第Ⅲ編 
第１章 土地、水、木材、建設石材の利得及び使用 

第Ⅳ編  パナマ人との契約 
第１章 雇用 
第２章 訓練 

第Ⅴ編 その他の権利と義務 
第１章 不可抗力 
第２章 国家への報告 

第Ⅵ編 
第１章 コンセッションと既得権 

第Ⅳ巻 必要手続きと紛争の解決 
第Ⅰ編  申請と入札の綴り込み 
第１章 内容 
第２章 真実を宣誓した陳述書及びコピー 
第３章 求められる特別情報 
第４章 参照様式 
第５章 土地説明書及び地図の準備 
第６章 書類の綴り込み 

第Ⅱ編  適格、競争及び入札 
第１章 適格の条件 
第２章 競争申請のない場合の適用ルール 
第３章 競争申請に適用されるルール 
第４章 入札 

第Ⅲ編 
第１章 反対 

第Ⅳ編 
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第１章 和解手続き 
第２章 アピール 
第３章 情報を得る権利及び委託専門家 

第Ⅴ巻 財務条項 
第Ⅰ編 一般条項 

第１章 記録と支払い 
第２章 報告書 

第Ⅱ編 地表税とロイヤルテイー 
第１章 支払い金額と期日 
第２章 ロイヤルテイーの支払い 
第３章 鉱物探査費用の控除 

第Ⅲ編 税金の算定 
第１章 所得税の算定 
第２章 控除 
第３章 損益の設定 

第Ⅵ編 その他条項 
第１章 単独、合同レポート 
第２章 価格 
第３章 輸出入 
第４章 拠出 
第５章 保証金 
第６章 通貨 

第Ⅵ巻 
第Ⅰ編 申請、コンセッションの放棄とキャンセル 
第１章 申請の放棄 
第２章 放棄 
第３章 不存在 
第４章 期限切れ 
第５章 無効 
第６章 キャンセル 
第７章 行政的解決 

第Ⅶ巻 政府行政機構及びペナルティー 
第Ⅰ編 機構と手続き 
第１章 鉱物資源行政機構と局長 
第２章 鉱物資源行政機構の役割 
第３章 局長の役割 
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第４章 様式 
第５章 鉱物登記 
第６章 官報、その他新聞、掲示公告による通知 
第７章 個人への通知 

第Ⅱ編 ペナルティー 
第１章 一般条項 
第２章 特別罰金 
第３章 廃さい及び危険行為 

第Ⅷ巻 定義及び 終条文 
第Ⅰ編  
第１章 語句の意味 

第Ⅱ編 終条文 
第１章 追加条項 
第２章 失効条項 
第３章 一般条項 
第４章 暫定条項 
第 終章 本法の発効期日 

 
第Ⅰ巻 
第Ⅰ編 
第１章 目的 

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

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

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

促進することにある。 
 
第２章 国家の資産権利 

第２条 パナマ領土内に存在するあらゆる種類の鉱物鉱床は、憲法第 210 条に定める規

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

形式、条件のもとで用益権を認可されることができる。 
 本法に従って保証されたコンセッションによって得られる鉱物は、鉱業権者に属す

る。 
 
第Ⅱ編 コンセッションの保証 
第１章 コンセッション取得資格者 

第３条 コンセッションは、技術的、財政的資格が相違ないものと確認され、それを証
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明する事実証明書をパナマに有する自然人または法人、パナマ人または外国人に認可

されることができる。 
第４条 以下のいかなる人間も直接または第三者を通じた間接的にもコンセッション

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

い。 
１.外国政府、外国企業、公的・準公的外国企業、外国政府が直接・間接に参加する企

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

員。この禁止はその公務員がその業務を退いた時点から１年間続き、それらの公務

員の守護化または関係する配偶者、両親、兄弟、子供も同様である。しかしながら

この禁止は遺産相続によって取得された権利には適用されない。 
３.コンセッションから発生する支払いに関し、国家資産への債務不履行の人間。 

第５条 外国政府、関連企業は、パナマ共和国大統領及びすべての国会議員のサインで

もって発行される Decree によって承認される許可証を事前に特別に取得する場合に

は、鉱山操業設備または物資を使用目的で取得、所有、所持することができる。 
 
第２章 コンセッションの保証、取得の方法 

第６条 地表踏査許可は鉱物資源当局が発行する決議によって保証される。その他すべ

てのコンセッションは、国家と申請者との間でなされる契約書によって保証される。

国側は商工省が代表し、合法性を持たせるために共和国監督官（Controller General）
のサイン併記が求められる。採掘コンセッションの場合には議会の承認が必要である。 
 鉱業活動は、コンセッションに適合し、本法の定める条件に従ってのみ排他的に実

施される。 
 
第３章 コンセッションの認可 

第８条 パナマ領土、領海内での探査、採掘、移送、選鉱コンセッションは、以下の鉱

業活動の実施を保証する。 
第９条 コンセッションには以下のものを含む。 

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

施設、設備の建設、設置、運転のための認可。 
b)活動に使用される物資、結果としての鉱物の購入、売却、輸出入の認可。 
c)個々の活動を行うのに必要な行政的、財務的調査、総務的活動の認可。 

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

定された鉱物に関し、基礎的地質調査を実施するための認可を権利者に保証する。 
第 12 条 探鉱コンセッションは、有効期間中、権利者に以下の権利を保証する。 

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



 

- 35 - パナマ 

基礎的地質調査の実施。 
b)排他性を持って、該当する地区内で、コンセッションがカバーする鉱物の発見のた

め必要かつ求められるすべての活動の実行。 
c)商業的生産の可能な量の鉱物を発見した場合、国家が特定する期間、条件でもって、

排他的原則のもと採掘操業を可能とするコンセッションの取得。 
第 13 条 採掘コンセッションは、排他性の原則のもと、当該期間中以下の権利を鉱業

権者に保障する。 
a)コンセッションに列記された鉱物そして記載されている地区内での地質調査の実施。 
b)コンセッションに列記された鉱物の採掘及びそれぞれの地区内で採掘のために必要

かつ適切なその他の活動を行うこと。 
c)コンセッションに記載された場所から採掘された鉱物の選鉱及びその選鉱のために

必要かつ適切なその他の活動を行うこと。 
d)コンセッションに記載されたルート及び方法によって採掘された鉱物を移送するこ

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

販売すること。 
第 14 条 移送コンセッションは、その有効期間中、記載されたルート及び方法で、列

記された鉱物の移送を行うことを権利者に認める。 
移送コンセッションは、鉱物輸送設備の建設の目的のためにのみ承認される。 

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

列記された鉱物の選鉱を行うことを権利者に認める。 
第 16 条 コンセッションが排他的に鉱業活動を行うことを鉱業権者に認める時、何人

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

動を行うことは認められない。 
第 17 条 japer, agate, onyx, chalcedony その他アモルファスシリカなどの地表に自然

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

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

る特別許可証によって行うことができる。 
 
第Ⅱ巻 コンセッション 
第Ⅰ編 鉱物の分類、有効期間、コンセッションの延長 
第１章 鉱物の分類 

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

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

の鉱物を含んでいる。採掘コンセッションは１つの分類区分内にある１つまたは複数
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の鉱物に対して認可される。 
第 39 条 ある分類区分のコンセッションは、その分類区分に該当する本法の条項の適

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

Ⅵに分類されている。 
第 41 条 鉱物は以下のとおり分類される。 

クラスⅠ 非金属鉱物 
     Ⅱ 貴金属を除く金属鉱物 
     Ⅲ 漂砂型貴金属鉱物 
     Ⅳ 非漂砂型貴金属鉱物 
     Ⅴ 石油を除くエネルギー鉱物 
     Ⅵ 国家留保鉱物 
 
第２章 コンセッションの期間と延長 

第 42 条 調査許可の期間は６年間である。 
第 43 条 探鉱コンセッションの期間は４年間であり、１つの鉱区の 大面積 25,000ha

である。採掘コンセッションの期間と 大鉱区面積は以下の分類に従う。 
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採掘コンセッション 
クラス 期間（年） 面積（ha）

Ⅰ 25 5,000
Ⅱ 25 5,000
Ⅲ 10 3,000
Ⅳ 20 5,000
Ⅴ 25 10,000
Ⅵ 25 5,000

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

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

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

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

また鉱区に対する義務履行がなされて来ている必要がある。 
第 45 条 綴り込まれた要請に対し、行政当局は採掘コンセッションの３回の延長を保

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

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

るか、もしくは延長しようとしているコンセッション下で所有されている鉱区の少な

くとも 20％が、その時点で返却される必要がある。 
第 46 条 移送または選鉱コンセッションの期間は 25 年である。要請のある時には、行

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

これには要請が綴り込まれ、鉱業権者が当該期間中効力を持つ権利、条件、義務を受

け入れる必要がある。 
第 47 条 探鉱コンセッション中に含まれる鉱区と特定鉱物は、要請に基づく行政当局

の承認によって他のコンセッションに影響を及ぼさないか本法の制限条項に抵触し

なければ、拡大することができるが、コンセッションの有効期限その他本法の適用条

項は変更されない。この拡張は採掘コンセッションまたはその中にある鉱区またはコ

ンセッションがカバーする鉱物の数には適用されない。 
第 48 条 探鉱または採掘コンセッションは１つまたは複数の鉱区で構成されることが

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

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

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

た日から１年経過後にはできない。 
第 49 条 探鉱コンセッション内にある各鉱区の面積またはもしそれが１つの鉱区で構

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

認められた 大面積（ha）を超えてはならない。 
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第Ⅱ編 調査、探査、採掘活動 
第１章 制限 

第 60 条 調査を実施しようとするすべての自然人は、個人許可をとらねばならない。 
探査または採掘コンセッションを持つ人間の被雇用者または代理人は、前述の用件に

従うことなくコンセッションによって許された調査を実行することができる。 
第 61 条 探鉱コンセッションの所有者は、その有効期間中にそのコンセッションの一

部を分離することができ、また分離されなかった残りの地区の探鉱コンセッションが

有効である間に採掘コンセッションを申請することができる。 
 独立単元と考えられ、一つに纏められた活動地域は、探鉱と採掘のコンセッション

で構成されることができる。 
第 62 条 ある人物が他の人物の権益の 34％以上を所有または直接・間接に参加するよ

うな相互に関係し合うすべての人間は、唯一１人の人間として考えられる。しかし、

それは１人の人間が同時に所有しうる鉱区またはヘクタール数に関し、本法に規定す

る制限の適用する場合のみである。 
 
第３章 活動の開始 

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

の期間内に、少なくとも認可された地区の一つにおいて基礎的地表概査を開始しなけ

ればならない。鉱業権者は同日から１年以内に、探鉱コンセッションの示す地区の少

なくとも一つにおいて鉱物探査（概査）を開始しなければならない。 
第 66 条 探鉱コンセッションが切れる３年前までに、鉱業権者は鉱区の少なくとも一

つにおいて鉱物探査（精査）を開始しなければならない。 初の期限が切れる時には、

鉱物探査（精査）はコンセッションの鉱区の少なくとも 3/4 の地域で開始されていな

ければならない。 
第 67 条 採掘コンセッションによってカバーされている鉱物について、コンセッショ

ンの有効日から１年以内に経済的量が発見されない時には、鉱業権者は許可された地

区の少なくとも一つにおいて鉱物探査（精査）を開始しなければならない。同日から

２年以内には鉱業権者は残りの地域で精査を開始しなければならない。 
 ３年が経過して、認可された鉱区の少なくとも一つにおいても経済的量の鉱物が発

見されなかった場合には採掘コンセッションは消滅する。 
第 68 条 もし鉱物の経済的量が採掘コンセッションで表わされている鉱区で、そのコ

ンセッションの有効日以前に発見されていたのであれば、鉱物探査（精査）はコンセ

ッションの終了年以前に当該鉱区で開始されなければならない。 
第 69 条 活動が探鉱または採掘コンセッションに従って開始されれば、それは適切な

結果が工業基準に従って得られるまで、まじめに実行されねばならない。 
第 70 条 探鉱または採掘コンセッションの権利保有者はすべて、経済的量の鉱物が発
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見された場合には、そのコンセッションでカバーされた鉱物の採掘活動を開始する義

務があり、国家の天然資源の無駄のない、許される 大限度の活用まで、経済条件に

照らして発見された鉱物の経済的量がなくなるまで、まじめに採掘活動を継続する義

務がある。 
第 71 条 行政当局は、技術的、経済的、経営的条件が採掘活動の再開を妨げる場合を

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

べてのコンセッションを取り消すことができる。 
 
第４章 国内消費 

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

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

てに鉱業権者は効率的操業によって許される以上の量の鉱物を採掘する義務はない。 
第 73 条 国内消費のために採掘される鉱物量を行政当局に引き渡さなければならない

鉱業権者は誰なのかを決定するのは局長（Executive Director）のリコメンドに従っ

て省が行う。この決定は官報及び首都で一般的な新聞に掲載されなければならない。

その決定は官報公示後２か月で有効となる。 
 
第６章 採掘義務に対する修正 

第 76 条 コンセッションの有効日から数えて３年の終りまでに経済的量の鉱物を発見

し得なかった採掘コンセッションの権利者は、以下の条件を満足し、願い出れば、２

年を超えない期間の延長の権利を有する。 
1.権利者が経済的量の鉱物の発見に 大限の努力を行ってきており、また継続するこ

とが権利者の探鉱活動の実績から証明されること。及び 
2.調査された鉱物が、前述の２年の２期間内に、コンセッションに表わされた鉱区の

少なくとも１か所において、経済的量が発見される信頼すべき徴候が工業基準に照

らしてあること。 
第 77 条 経済的量の鉱物が発見できることが有効期間の２年目の終り前までに証明す

ることができた採掘コンセッションの権利者は、もしこの方法によってのみ工業基準

に従って完全かつ有効な方法で発見された鉱物の採掘活動が実行できることを証明

できるのであれば、願い出ればコンセッションでカバーされた問題のあるすべての鉱

区の探査（精査）活動の開始義務を３年を超えない期間で免除される権利を有する。 
 
第７章 サンプル 

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

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

取得日から１年以上の期間、国内に保存する。 
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第 79 条 鉱物資源当局は願い出によって、上述の物理サンプルの一部を一定の期間、

研究、分析の目的で国外に持ち出すことを認めることができる。 
第 80 条 物理サンプルは政府の委託者がサンプリングできるのに十分な大きさである

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

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

ことなく政府職員または鉱物資源当局からの委託者による調査のために２年間保存

される必要がある。 
鉱物資源当局は２年の後も保存を要請することができ、それは鉱業権者が引き続く

研究のためにサンプルにアクセスが許されることと理解される。 
第 82 条 すべての物理サンプルは、発見の場所、深度に従ってサンプル上に記載また

はラベルによってまたは保管される容器上に出所が明記される必要がある。 
 
第Ⅲ編 移送、選鉱活動 
第１章 認可 

第 83 条 移送または選鉱コンセッションは、個々のコンセッションに述べられている

鉱物に限定される。これらの権利は第三者に対し排他的に認可はされない。移送、選

鉱コンセッションの権利者は、本人が採掘しないものであっても、個々のコンセッシ

ョンで表わしているすべての鉱物を移送、選鉱することができる。 
 
第２章 料金表 

第 84 条 行政当局は生産者と運送者の双方のために、料金表によって輸送料金を公正

に確定する。 
 
第３章 第三者の鉱物の移送 

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

取るものを含んで、その鉱物の移送は、鉱業権者が採掘、移送しなければならない鉱

物量を差し引いた後の能力量まで、移送コンセッションの権利者の義務の一部である。 
 鉱物の移動は、鉱物所有者が義務的に設定された料金表の料金の支払いを受け入れ

た場合にのみ義務的となる。 
第 87 条 国家は入手可能な移送スペースの使用のため、第三者の中で優先権を有する。 

 
第４章 国内消費 

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

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

を要求できる。 
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第５章 特別条件 

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

選鉱設備の場所を適切に変更することができ、また鉱物活動を実行する方法について

適切な条件を付すことができる。 
 
第Ⅴ編 国家が行う鉱業活動 
第１章 認可 

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

または設立される新組織または設立される自治機関を使う。公的組織はコントラクタ

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

ンセッションを求める個人または会社のいかなる申請にも優先権を持つ。 
第 104条 公的組織による鉱山操業は行政決議によって認可され、認可には地域、面積、

鉱種、期間その他行政機関が必要とするその他条件が記載される。 
 

第Ⅲ巻 コンセッションの権利と義務 
第Ⅰ編 譲渡と契約 
第１章 譲渡と担保 

第 105 条 コンセッションは本法の条件に従い、取り引きの相手の技術能力、財政・法

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

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

初の）認可を受けた時に設定された条件に従う 
 
第２章 契約 

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

部をコントラクターに任すことができる。その場合、コントラクターはパナマ国内で

コンセッションを取得または司ることのできる者である必要がある。しかしそのよう

な指定は鉱業権者の責任に影響を及ぼすものではない。 
第 112 条 鉱業権者の活動の全部または一部を分担する責任を持つコントラクターは、

各鉱業権者に対応する鉱業活動に排他的に使用される物資を（鉱業権者と）同様に輸

入することができ、鉱業権者と同じ条件に従う必要がある。 
 
第Ⅱ編 安全規制と浪費防止 
第１章 予防措置 

第 113 条 すべての鉱業活動を実行する上で、浪費と危険活動回避のための予防措置が

取られる必要がある。 
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第 114 条 鉱業活動中に発見され、地表または底土層から他へ流出する液体またはガス

について、もしそれがコントロールされないかまたは各鉱業活動の必要性に一致しな

いのであれば、適切な回避のための手段が講じられる必要がある。 
第 115 条 活動開始以前の状態を維持するために、地表の修復のあらゆる必要手段が講

じられる必要がある。その必要手段は、活動から生じる危険行為の回避のためにもな

される必要がある。 
第 116 条 鉱業権者は損失と損害を回避し、鉱業活動、その活動に使用される資産また

は第三者及びその資産に損失、損害を与えるか、与える原因となる事態を改善または

避けるためのあらゆる必要かつ適切な措置をとらねばならない。 
第 117 条 鉱業権者はそのような危険の事態の存在、その影響を改善するために取られ

た手段を、鉱物資源当局そしてその驚異のある場所のその他の鉱業権者及び住民に通

告しなければならない。 
第 118 条 鉱物資源当局は鉱業活動の浪費と危険行為を避けるために遵守されるべき規

定、規則を発行する。 
第 119 条 もし責任ある組織が、定められた期間内に鉱物資源当局によって与えられた

解決策に従わないならば、当局は適切かつその損害を修復、正すことのできる予防措

置を責任組織の負担のもとで実行させるための訴訟手続きを取ることができる。 
 
第Ⅲ編 
第１章 土地、水、木材、建設石材の利得及び使用 

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

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

よって確保されることができる。 
第 121条 コンセッションは所有者の許可なくして柵または耕作された個人の資産の中

に入り込むことを、鉱業権者に認可していない。 
第 127 条 鉱業権者は認可された地区で、国有地で発見された建設石材、木材、水は、

その活動のために排他的に使用することができる。 
第 128 条 しかしながら、鉱業権者は貴重木は使用することができず、村、町、市の先

入観で水源を使用、汚染できない。また時として有効となる法律に逆らって木材また

は水を使用することもできない。 
第 129 条 木を伐採する必要のある時、鉱業権者は現在有効な法律条項に従って、事前

に適切な関係当局に通告しなければならない。 
 
第Ⅳ編 パナマ人との契約 
第１章 雇用 

第 130 条 パナマ市民は労働法の条項に従い、鉱業活動のあらゆる段階を通じて優先的
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に職を提供される。コンセッションの権利者、鉱業活動を行うコントラクターすべて

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

家とは、鉱業活動の種類に従った少なくともその分野で 10 年の経験を有する地質技

師、地質エンジニア、鉱山エンジニア、冶金エンジニアまたは類似の専門家である。 
第 131 条 前項の規定に拘らず、鉱業活動に従事する鉱業権者及びコントラクターは、

鉱業活動の効果的実施に必要とする場合には、以下の条件に従って管理、科学、技術

の外国人専門家を雇用することができる。 
１．外国人は、彼等が採掘、選鉱または移送コンセッションでカバーされた鉱業活動

に従事する時、鉱業権者によって雇用されているすべての人間の 25％を超えてはな

らず、彼等によって得られる給料が全給料の 25％を超えてはならない。 
２．外国人は彼等が鉱業活動に従事する時、コントラクターによって雇用されている

すべての人間の25％を超えてはならず、彼等によって稼がれる給与が全給与の25％
を超えてはならない。 
 鉱物資源当局は、上述の外国人が雇用されることのできる方法を確立しなければ

ならない。 
 
第２章 訓練 

第 132 条 すべての鉱業権者は、自分の負担で、パナマ人被雇用者に対し専門家または

特殊技能者にするための教育または専門機関での、そして国内外の建設または活動の

中での指導、理論的・実践的トレーニングを提供しなければならない。 
第 133 条 定められた１年間のトレーニングプログラムを含む人的義務は、過年度中に

従事した外国人被雇用者の 大人数の 10％に等しくなければならない。 
第 134 条 鉱業権者は来るべき時期中の指導、トレーニング特別コースに参加するパナ

マ人被雇用者について、指導、トレーニングを受ける被雇用者の人数、コースの内容、

該当者の鉱業権者プログラムの中での達成されつつある進捗状況を含んで、鉱物資源

当局に報告しなければならない。 
第 135 条 鉱業権者は、技能を持たない者、準技能者の利益のために、国内鉱業活動に

関連するプログラムを設定しなければならない。それによって彼等は鉱業活動の実行

のためにより効率的方法を身につけることができる。そのようなトレーニングプログ

ラムの特徴と範囲は鉱物資源当局に毎年報告されなければならない。 
 
第Ⅵ編 
第１章 コンセッションと既得権 

第 143 条 本法が有効となった時点で、1966 年３月１日以前に効力のあった権利、契

約、コンセッションは、その権益者に味方し、それぞれの請願が綴り込まれることに

よって、本法に従って認可されるコンセッションに転換されることができる。 
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第Ⅴ巻 財務条項 
第Ⅰ編 一般条項 
第１章 記録と支払い 

第 204 条 鉱業権者のすべての会計記録は、財政法に一致、従った方法で保存される。 
第 205 条 本法に従った国家への支払いは、綴り込み費用、登録費用、国家財務の都合

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

蔵省になされねばならない。 
 
第Ⅱ編 地表税とロイヤルテイー 
第１章 支払い金額と期日 

第 210 条 探鉱コンセッションに適用される面積（ha）当りの地表税は以下の通り。 
 
  年     バルボア（B/,）/ha 

１～２ 0.50 
３～４ 1.00 
５以上 1.50 

商業的採掘が、クラスⅢ鉱物の探鉱活動の中で行われることを考慮して、その場合

は、地表税に加えて鉱物の販売可能総生産量の２％をロイヤルテイーとして負担する。 
第 211 条 各クラスの鉱物の採掘コンセッションに適用される面積（ha）当りの地表税

及びロイヤリテイーは、以下のとおりである。 
クラス 当初５年間 ６～10 年 11 年以上 ロイヤルテイー 

Ⅰ 0.75 1.25 2.00 2％ 
Ⅱ 1.00 2.00 3.00 2％ 
Ⅲ 1.00 2.00 3.00 4％ 

  Ⅳ 1.00 2.50 3.50 2％ 
  Ⅴ 0.50 1.00 1.50 2％ 

Ⅵ 1.50 3.00 4.00 2％ 
第 212 条 前２条の地表税は、年当り、ヘクタール当り、バルボア（B/,）で示されてい

る。ロイヤルテイーは販売可能総生産量に対するパーセンテージである。 
第 213 条 地表税の支払いは、各年事前になされねばならず、ロイヤルテイーの支払い

は、鉱物が所有された日から数えて 60 日以内に４半期ごとになされなければならな

い。 
 地表税（借料）は、毎年初めに占有される全部の地域をもとに計算される。 

第 216 条 国家が規定のロイヤルテイーの支払いを受ける鉱床が覆う土地について、そ

の全部または一部の土地を所有する者は、それぞれの土地の所有割合に応じてロイヤ
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ルテイーの５％の権利を有する。 
 
第２章 ロイヤルテイーの支払い 

第 218 条 ロイヤルテイーは行政当局が他に指定しなければ現金で支払われる。 
現金に替えて支払われる鉱物の質は、採掘される鉱物の質と同じであって、一般の

販売のために選鉱されたものである。 
第 219 条 ロイヤルテイーの受取り形態についての行政機関の決定は、それぞれの財政

年度に先立つ少なくとも６か月前までになされねばならない。それは記載されている

期間中有効である。 
 
第３章 鉱物探査費用の控除 

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

75％を 大限度として、義務的に証明された鉱物探鉱で発生した経費を控除すること

ができる。地表税が控除の認可以前に支払われたものである時、鉱業権者は当該財政

年度に支払われるべき税額との差額をクレジットにすることが許される。払い戻しは

現金ではなされない。 
 
第Ⅲ編 税金の算定 
第１章 所得税の算定 

第 223 条 鉱業権者は本法に従って国家に負う所得税額を見積もらねばならない。算定

の要約は「鉱業活動から導かれた収入に対する税計画」と呼ばれ、計画様式に従って

提出される。この計画はそれぞれの財政期間に対応して、年次税レポートの一部とし

て提出される。 
第 224 条 鉱業活動以外の活動の結果として発生した損失は、鉱業活動から導かれた収

入にクレジットまたはそこから控除することはできない。 
第 225 条 鉱業権者は財政法の規定に従って所得税を支払わねばならない。 
（第 226、227、228、229、230、231 条失効） 

 
第２章 控除 

第 232 条 鉱業権者は所得税法に従って、活動経費を経費として控除できる権利を有す

る。以下の費用が地表税、ロイヤルテイー、直接税、輸入税そして減価償却費に加え

て活動経費として控除されることができる。 
ａ）入札、提案のために国家に対して支払われたプレミアムの適切な分割による年間

負担額。 
ｂ）鉱物の年間償却控除 
ｃ）経済的量の鉱床を探すためになされた立杭、通洞、水平坑道の開さく、オープン
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ピットの開さく、ボーリングその他非成功活動の経費。 
ｄ）基礎的地表調査、鉱物探査、採掘前活動に関連し、また鉱物採掘の目的でなされ

た通洞、水平坑道の開さく、オープンピットの開さく、ボーリングその他類似の活

動に関連して発生したサービス、供給のための経費及びその他経費。 
資本の減価償却または償却のための控除が経費として認められるが、活動経費に含

まれることはできず、資本の減価償却または償却分のみが控除される。 
第 233 条 鉱業権者の活動で発生した損益は、引き続く期間に繰り延べることができる

が、３年以上に亘って繰り延べることはできない。 
 
第Ⅵ編 その他条項 
第２章 価格 

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

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

者は採掘場所に以前に存在した価格、パナマ国内の通常商業取り引き価格または本法

に従って輸出場所で設定される価格、それらは参考価格と呼ばれ、それらを参考とし

なければならない。 
 採掘された鉱物の価格は過去に存在、または設定された価格以下ではなく、行政当

局が認可できる差額を除いて、移送費用または参考価格が設定されるべき場所と採掘

場所との間で発生する処理（選鉱）コスト以下ではない。 
 価格はどんな場合でも生産コスト以下ではない。 

第 252 条 鉱業権者は選考済み鉱物価格と呼ばれる、彼の利益のための選鉱した鉱物の

選鉱場所での価格を設定しなければならない。そのために鉱業権者は前条で規定した

趣旨を十分に考慮に入れなければならない。 
第 253 条 参考価格は、行政機関が国内消費のニーズを満たすために要請する鉱物に対

して支払わねばならない採掘または選鉱済み鉱物の価格を設定する基礎として使用

される。 
第 254条 参考価格はパナマの出荷港でのまたは通常商取引きが行われる場所での鉱物

販売価格に等しい。 
第 255 条 パナマが世界の供給源としての地位を確立するまで、鉱物資源当局による許

可、調整を受ける参考価格は、 も便のよい近くの国際市場で購入されパナマの港で

引き渡される鉱物、または国内の通常商取引きの一部として販売される鉱物の価格と

なるであろう。 
第 256 条 パナマが鉱物の国際供給源としての地位を確立した時には、鉱物資源当局に

よる許可、調整を受ける参考価格は、鉱業権者以外の人間（直接・間接に権利者と関

係を有しない人間）が、鉱業権者によって採掘、選鉱された鉱物を国内で配達を受け

る時に支払う価格となる。 



 

- 47 - パナマ 

第 257 条 鉱物資源当局は迅速かつ積極的に採掘または選鉱の操業を保証するために、

必要により、適用される参考価格を 大 20％まで変更認可をすることができる。 
第 258 条 価格変更の承認または認可のための要請文書は、特権的、限定的関係文書と

考えられ、調整に疑義がある間、行政当局によっても、鉱業権者によっても第三者に

明らかにされることはできない。 
 
第３章 輸出入 

第 262 条 ガソリン、アルコールそして鉱業生産活動に関係しないと考えられる車輌を

除いて、鉱業活動の効率的、経済的実施に必要な設備、スペアパーツ、物資はコンセ

ッションの期間中、無税で輸入されることができる。 
第 263条 １つまたは複数の鉱業権者のために鉱業活動を実施する準備を行っているこ

とを行政機関に証明できるコントラクターは、ガソリン、アルコールそして適正な条

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

設備、スペアパーツを輸入税、Consular Fees なしで輸入することができる。 
 コントラクターによって実施された鉱業活動が終結すれば、無税で輸入された物資、

設備、スペアパーツは、もしそれらが本法題 266 条に定められた条件で移転されない

のであれば、所有税が支払われるか再輸出される必要がある。 
第 264条 設備、取換え品、物資を輸入または獲得した鉱業権者及びコントラクターは、

輸出ライセンスまたはパテントがなくても、事前 30 日以上前に行政機関に通告の上

再輸出することができる。 
第 265 条 設備、取換え品、物資に対する輸入税、Consular Fees の無税扱い要請は、

鉱物資源当局の証明の上、大蔵省によって処理される。 
第 266条 輸入税または Consular Feesが支払われないで鉱業権者またはコントラクタ

ーによって輸入された設備、取換え品、物資は、事前 30 日以上前に行政機関に通告

の上、輸入税を支払うことなく類似の活動を行う他の鉱業権者、コントラクターまた

は国家に移転されることができる。 
第 267 条 鉱業権者またはコントラクターは、輸入税免除の物資の輸入、使用、移転ま

たは再輸出に関し、なされた処理が判断できるように免除物資の詳細な記録を保持し

なければならない。 
第 268 条 鉱業権者またはコントラクターは、以下を輸出することができない。 

1.行政当局がロイヤルテイーとして徴収することを決定した鉱物。 
2.国内消費のニーズに供給するために行政当局の要請で売却される鉱物。 

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

認可のもと輸出税免除で輸出されることができる。 
 




