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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。 

グアテマラは、金、銀、銅、鉛、亜鉛、アンチモン、ニッケル、カドミウム、石灰岩、重晶石、ベン

トナイト、硫黄、大理石等の鉱物資源に富み、特にニッケル、金の資源ポテンシャルが高いことで知ら

れている。同国の鉱業は1996年の内戦終結以降、発展の途上にあり、 近はFenixニッケルプロジェク

トの開発動向が注目を浴びている。一方、同国では伝統的文化との対立や環境問題等により、鉱業プロ

ジェクトが地域社会と摩擦を引き起こす例が頻繁に見られる。 

本報告書は、資源機構メキシコ事務所が現地コンサルタント(Productos Yanagi及びIntersteel Japan 

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

本報告書が関係各位の参考になれば幸甚である。 
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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 グアテマラ共和国(República de Guatemala) 

(2)  独立年 1821年(スペインから独立) 

(3)  面積 108,889㎢  (日本の約29％) 

(4)  人口 1,368万人(2008年：国立統計院(推計)) 

(5)  首都 グアテマラシティ  

(6)  人種 先住民38.4％、混血・ヨーロッパ系61.6％ (2006年：国立統計院) 

(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 Alvaro Colom Caballeros(アルバロ・コロン・カバジェロス)大統領 

(任期：2008年 1月～2012年 1月) 

(11) 議会制度 一院制(158議席) 

(12) 政権与党 国民希望党(UNE:中道左派) 

(13) 地勢 

グアテマラは、海岸沿いの熱帯性気候を示す低地帯と、内陸部の山岳地帯に分けられる。山地には

2つの山脈が走り、山脈間は標高1,500～2,000m程度の高原地帯が形成されている。 

 

 

図 1. グアテマラ共和国地図(出典：Encyclopedia Britannica Inc.) 

 

(14) 気候 

5～10月までが雨季(冬)、11～4月までが乾季(夏)である。雨季の午後には、スコールが降る。寒暖の

差は激しい。エルサルバドル、ホンジュラス国境沿いのChiquimula州、カリブ海沿岸のIzabal州やメ

キシコ、ベリーズ国境に接するPeten州、そして太平洋沿岸等の熱帯低地地帯は年間を通じてかなり暑

い。内陸部の標高1,500～2,000mの高原地帯は、年間を通じて温暖な気候でしのぎやすい。 
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2. 政治・経済事情 

2-1. 政治体制 

グアテマラ共和国は大統領を元首とする複数政党制の議会を有する立憲共和制をとり、大統領が統括

する行政府、一院制の立法府(議会)、司法府による三権分立が確立している。大統領の選出は、国民の

直接投票により、任期は4年で再選禁止。首相職はなく、大統領は内閣閣僚の任免権を有する。1950年

代から内戦が36年続いたが、1996年に政府・ゲリラ間で和平協定が調印された。 

2007年 9月9日に大統領選挙(第1回投票)、11月 4日に大統領選挙決選投票が平穏裡に実施され、

アルバロ・コロン・カバジェロス国民希望党(UNE)候補が大統領に選出され現在に至っている。 

 

2-2. 経済動向 

中米5か国で 大の人口とGDPを有している。主要経済指標は以下のとおりである。 

(1) 主要産業：農業(コーヒー、バナナ、砂糖、カルダモン)、軽工業(繊維・縫製製品) 

(2) GDP：33,430.1百万US$(2007年推定：中銀) 

(3) 一人当たりGDP 2,505.1 US$(2007推定：中銀) 

(4) 経済成長率：3.3％(2005年) 5.4％(2006年) 6.3％(2007年)、(中銀) 

(5) インフレ率：8.6％(2005年) 5.8％(2006年) 8.8％(2007年) 9.4％(2008年)、 

        (国立統計院) 

(6) 国家予算額：約6,590百万 US$(2009年) 

(7) 失業率：3.1％(2005年国立統計院) 

(8) 貿易額    

   輸出(FOB)： 6,925.7百万 US$ (2007年暫定：中銀) 

  輸入(CIF)：13,578.1百万 US$ (2007年暫定：中銀) 

(9) 主要貿易品目 

    輸出：繊維・縫製製品、コーヒー、砂糖、原油、バナナ 

    輸入：食品、電化製品、石油関連商品、自動車 

(10) 主要貿易相手国 

    輸出：米国、中米諸国、メキシコ、カナダ、パナマ 

    輸入：米国、中米諸国、メキシコ、中国、韓国 

(11) 対日貿易額(中銀) (単位：百万US$) 

対日輸入：417.1(2004年) 398.5(2005年) 457.6(2006年) 504.9(2007年)  

(主要品目：自動車関連製品、鉄鋼製品、電子機器・機械)  

 対日輸出： 27.9(2004年) 38.5(2005年) 45.1(2006年) 59.1(2007年) 

(主な輸入品：コーヒー、胡麻、カルダモン)     

(12) 通貨：ケツアル(GTQ)  

(13) 為替レート：1 US$＝7.562835GTQ(2008年 中銀) 

(14) 外貨準備高：4,658.8百万 US$(2008年 12月 中銀) 

(15) 対外債務：4,226.0百万 US$(2007年暫定:中銀) 
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3. 鉱業事情 

3-1. 鉱業概況 

グアテマラは、金、銀、銅、鉛、亜鉛、アンチモン、ニッケル、カドミウム、石灰岩、重晶石、ベン

トナイト、硫黄、大理石等の鉱物資源に富み、特にニッケル、金の資源ポテンシャルが高いことで知ら

れている。同国では、スペイン植民地時代から鉛、銀、金の採掘が行われていた。1821年の独立後、同

国鉱業は着実に発展し 20 世紀初頭に 盛期を迎えたが、その後、1920 年代に入ってから衰退した。近

年のグアテマラ鉱業は、1996年の反政府ゲリラ活動の終焉を経て再発展の途上にある。 

近のグアテマラの金属鉱産物生産量を表1に、鉱物生産額を表2に示す。 

 

表 1. グアテマラの金属鉱産物生産量 

(単位：t) 

鉱 種 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 

金 － － 0.741 5.036 7.068

金を吸着した活性炭 － － － － 33

銀 － － 7.074 49.719 88.247

鉛精鉱 19 47 23 28 1,815

亜鉛 － － 11 － －

アンチモン精鉱 291 20 2,686 － 915

鉄リュータイト － － － 163,636 44,344

酸化鉄 2,276 2,823 11,268 7,341 23,788

マグネサイト 8,022 8 5,636 1,084 7,612

出典：Departomento de Desarrollo Minero 

 

表 2. グアテマラの鉱業生産額 

(単位：千US$) 

鉱 種 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 

金 － － 11,985 98,464 160,796

金を吸着した活性炭 － － － － 7,730

銀 － － 1,306 19,094 38,024

鉛精鉱 14 18 18 18 35

亜鉛 － － 0.6 － －

アンチモン精鉱 7 9 4 － 381

鉄リュータイト － － － 598 275

酸化鉄 13 16 67 134 252

マグネサイト 54 0.2 17 3 77

金属鉱物計 89 44 13,398 118,310 207,571

非金属鉱物計 12,858 8,687 4,801 21,941 25,037

合  計 12,948 8,731 18,199 140,251 232,608

出典：Departomento de Desarrollo Minero 

(オリジナルデータは GTQ 表示：年平均 GTQ/US$為替レート(2003 年 7.9372、2004 年 7.9481 、2005 年 7.6352 、

2006年 7.6024、2007年 7.6749 )で換算 
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3-2. 主要鉱山の概要 

表3に示すとおり、2008年現在同国においては、2006年に商業生産を開始したGoldcorp保有のMarlin

金銀鉱山を筆頭に、5つの金属鉱山が操業を行っている。 

 

表 3. グアテマラの主要鉱山 

鉱山名 権益所有企業(保有率：％) 鉱種・品位 埋蔵鉱量 

Marlin Goldcorp(100) Au 5.0g/t、 Ag 85g/t 15百万t 

Torlon Firestone Venture(100) Zn、Pb ― 

El Sastre 

Castle Gold(50) 

Rocas el Tambor(25) 

その他(25) 

Au 1.4g/t 
18百万t(予測資源

量を含む) 

Clavito Ⅳ Minas de Guatemala Sb － 

Minero Cerro  

Colorado 

Rodolfo Cerna Linares 

(個人:100) 
酸化鉄 － 

 

各鉱山の概要は以下のとおりである。 

(1) Marlin鉱山 

Marlin 鉱山は首都グアテマラシティの北西約 300km、Huehuetenango 市の南西約 48km に位置し、

Goldcorp の 100％現地法人である Montana Exploradora de Guatemala 社が操業を行っている。Marlin

鉱床は1998年にMontana Gold Corp.の広域探査によって発見された。その後、2000年のFrancis Gold

社、2002年のGlamis Gold社による買収を経て、2006年 11月のGoldcorpによるGlamis Gold社の買収

により、同社保有鉱山となった。表4に本鉱山の操業実績を示す。 

  

表 4. Marlin鉱山操業実績 

 2005年 2006年 2007年 2008年 09年 Q1～3

粗鉱処理量(千t) 116 1,088 1,773 1,845 1,609

金品位(g/t) 6.49 4.92 4.55 4.54 n.d.

銀品位(g/t) 80 75 84 90 n.d.

金回収率(％) 82 87 88 90 n.d.

銀回収率(％) 53 60 59 61 n.d.

金生産量(kg) 743 5,008 7,067 7,508 6,106

銀生産量(t) 4.81 49.72 88.25 99.92 87.88

総キャッシュコスト

(US$/oz-Au) 
217 209 144 191 216

(出典：Goldcorp 社 HP) 

 

(2) El Sastre金山 

El Sastre金山はグアテマラシティの北東37kmに位置し、Castle Gold Corp.(本社：加Tronto)とグ

アテマラ資本のRocas el Tambor S. A. が各々50％の権益を保有する。 

2004 年 8 月に Aurogin Resources Ltd.(2007 年 8 月に Morgain Minerals Inc.との対等合併により

Castle Gold社を設立)がRocas el Tambor社からEl Sastre鉱区の権益50％を買収した。その後、両社

は共同で試錐探査等を開始し、同鉱区内の4地区(Main Zone、El Arenal Zone、Bridge Zone、Lupita Zone)
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で金の鉱化帯を捕捉した。2005年には資源量評価のための試錐探査及びテストピットの採掘が実施され、

さらに選鉱試験によりヒープリーチングによる鉱山開発が可能であることが確認された。また、2005年

に環境影響評価報告がグアテマラ当局の認可を得て、2006年 4月からヒープリーチングパッド及び金抽

出プラントの建設工事が開始された。2006年 7月に本プロジェクトの 終操業許可が付与され、同年10

月末から操業が開始された。 

表5に本金山の操業実績を示す。 

 

表 5. El Sastre金山操業実績 

 2006年 2007年 2008年 2009年 Q1～3 

採掘量(t) 70,577 766,195 702,000 351,000

金品位(g/t) 2.77 2.58 2.28 1.58

金生産量(kg) 30 430 328 305

(出典：Castle Gold 社 HP) 

 

(3) Torlon鉛鉱山 

本鉱山ではグアテマラのLa Co-Operativa de Producción Industrial Juventud Minera, R.L.が小規

模採掘を行っていた。2004 年 12 月に Firestone Ventures Inc.(本社：Edmonton)は La Co-Operativa

社と本鉱区の売買契約を締結し、2008年 11月までの4年間の分割払い(総額385千 US$)によって同鉱区

の 100％権益を獲得した。なお、売買契約の条項にしたがい、支払いが完了するまで La Co-Operativa

社は小規模の鉛採掘を続行した。 

 

(4) Clavito IVアンチモン鉱山 

本鉱山は、Huehuetenango 州 San Idelfonso Ixtahuacan 町に位置し、グアテマラ資本の Minas de 

Guatemala S.A.が操業する。 

 

(5) Proyecto Minero Cerro Colorado酸化鉄鉱山 

本鉱山は、San Marcos州 San Miguel Ixtahuacan町及びSipacapa町に位置する。鉱区所有者はRodolho 

Cerna linares氏である。 

 

3-3. 探鉱開発プロジェクト 

表 6に示すとおり、2009 年 1月現在、同国には 5つの主要非鉄金属探鉱開発プロジェクトが存在し、

中でもFenixフェロ・ニッケルプロジェクトの開発動向が注目を集めている。 
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表6. グアテマラの主要鉱業プロジェクト 

プロジェクト名 
権益所有企業 

(保有率 ％) 
鉱種 備  考 

Cerro Blanco Goldcorp (100) Au、

Ag 

概測資源量2.52百万t(品位：Au 15.64g/t、Ag 

72.0g/t)、 

予測資源量1.35百万t(品位：Au 15.31g/t、Ag 

59.6g/t) 

Fenix 

Hudbay Minerals 

(89) 

グアテマラ政府 (11) 

Ni 

サプロライト：埋蔵量 41.4 百万 t(品位：Ni 

1.63％)、精測・概測資源量43.9百万t(品位：

Ni 1.76％)、予測資源量70.3百万t(品位：Ni 

1.59％) 

リモナイト：精測・概測資源量 64.9 百万 t(品

位：Ni 1.12％、Co 0.10％)、予測資源量 48.6

百万t(品位：Ni 1.10％、Co 0.09％) 

Sechol BHP (100) Ni 精測資源量14百万t(品位：Ni 1.46％)、 

概測定資源量14.31百万t(品位：Ni 1.57％)、

予測資源量8.21百万t(品位：Ni 1.66％) 

El Pato Goldex Resources 

(100) 

Au 初期の探鉱段階 

Torlon Hill 
Firestone Venture 

(100) 

Zn、

Pb 

精測資源量 0.57 百万 t(品位：Zn 8.79％、Pb 

2.52％、Ag 14.01g/t) 

概測資源量 1.32 百万 t(品位：Zn 6.69％、Pb 

2.36％、Ag 14.35g/t) 

カットオフ品位：Zn換算 3.00％ 

 

各プロジェクトの概要は以下のとおりである。 

 

(1) Cerro Blanco金銀プロジェクト 

本プロジェクトは、グアテマラシティ東方80km、エルサルバドルとの国境に近いJutiapa州 Asuncion 

Mita町に位置する温泉型金鉱床である。Cerro Blanco鉱区はMar West Resources Inc.が保有していた

が、同社は 1998 年に Glamis Gold Ltd.に買収された。Glamis Gold は、1999 年から本鉱区の本格的な

探鉱を開始した。 

初期の探鉱は、露天掘ヒープリーチング操業を想定した資源量評価を目的としていたが、地下深部の

高品位鉱化帯の捕捉後、本プロジェクトの焦点は、Marlin金山との合同操業の可能性を有する地下深部

鉱床の開発へと変更された。2006 年には、総延長約 18 千 m の試錐探査が実施され、現在、本プロジェ

クトを坑内掘金銀鉱山として開発するための埋蔵量評価が進められている。また、選鉱試験用のサンプ

ル採取を主な目的とした深部鉱体への2本の斜坑掘削(完成後は採掘坑道として利用)が2008年 Q2から

開始され、2009年 Q2に鉱体への到達が見込まれている。 

2008年には鉱山開発と併行して、地熱発電のポテンシャルを探るための物理探査が実施され、良好な

結果が得られた。この結果を踏まえ、2008 年 Q4 から地熱探査のための深部ボーリング探査が開始され

た。 

エネルギー鉱山省鉱山開発局によると、Goldcorp社は本プロジェクトへの開発資金として、2007年に



－7－ 

23百万US$、2008年に54百万US$を投資しており、2009年に123.4百万US$、2010年に61.8百万US$の

投資を計画している。本プロジェクトは2011年の操業開始を見込んでいる。 

2008年末現在の本プロジェクトの資源量は表7のとおりである。 

 

表 7. Cerro Blancoプロジェクトの資源量 

品位(g/t) 含有金属量(t) 
カテゴリー 資源量(百万t) 

Au Ag Au Ag 

概測資源量 2.52 15.64 72.0 39.4 181

予測資源量 1.35 15.31 59.6 20.7 80

 

(2) Fenixニッケルプロジェクト 

本プロジェクトは、グアテマラ市北東 170km、Izabal 州 Izabal 湖周辺(El Estor 町)に位置し、加・

HudBay Minerals 社が 89％、グアテマラ政府が 11％の権益を保有する JV プロジェクトである。本地区

では、Inco現地法人Exportaciones y Expotaciones Mineras Izabal S.A.(Exmibal)が 1971～81年まで

フェロ・ニッケルの生産を行っていたが、ニッケル価格の低迷により操業を停止した。 

Skye Resources社は、2004年 12月にIncoから本鉱区権益70％を買収し、現地法人であるCompania 

Guatemala de Niquel S.A.を介して本格的な探鉱開発を実施した。同社は、MARN (環境・天然資源省)

から2006年 1月に鉱山活動に関するEIA (環境影響評価報告書)の承認を受け、さらに2007年 6月には

プラント建設他4項目のEIAの承認を得て、同プロジェクト開発に関する全ての許可を取得した。2008

年 5月 Skye社は、国際的な金融市場の不況により資金調達が困難となったため、本プロジェクトの開発

を1年延期すると発表した。 

2008 年 8月、加・HudBay Minerals 社が Skye 社を総額 434 百万 C$で買収し、本プロジェクトの権益

は HudBay 社に移った。HudBay 社は 2008 年 11 月に、金融市場・ニッケル価格等の周辺環境が好転する

まで、同プロジェクトの開発を延期すると発表している。 

Skye社が実施した本プロジェクトのFS結果の概要を表8に示す。 

 

表 8. FenixプロジェクトのFS結果概要 

 フェロ・ニッケル HPAL法 

対象鉱石 サプロライト リモナイト

開発費 988百万US$ 858百万US$

鉱山寿命 30年 20年

年平均生産量 Ni 19,700t Ni 22,200t、Co 1,900t

キャッシュコスト 2.66US$/lb-Ni 1.38US$/lb-Ni

 

(3) Sechol ニッケルプロジェクト 

本プロジェクトは、グアテマラシティの北東170km、El Estor町の西方45kmに位置し、Fenixプロジ

ェクトに隣接する。本プロジェクトは 13 の探鉱鉱区と 6 つの申請中の鉱区からなり、総面積は 746km2

に及ぶ。主要鉱区は SechoⅠ(面積：642ha)、SecholⅡ(3,150ha)、Seamay(452ha)、Chanabon(630ha)、

Matanzas(2,800ha)、Chatala(4,300ha)等である。本プロジェクトのニッケル・ラテライト鉱床は、Sierra 

de Santa Cruz山岳地帯の海抜100m～800mの範囲に胚胎し、上部はリモナイト、下部はサプロライトか

ら成る。 
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2006年 1月 BHP Billitonは、Jagur Nickel Inc.(本社：加Toronto)の現地法人であるJaguar Nickel 

S.A.を総額 19 百万 C$で買収し、本プロジェクトの 100％権益を取得した。2006 年 4月、BHP Billiton

は、同現地法人をMaya Nickel S.A.へと社名変更した。2009年1月、JOGMECメキシコ事務所がBHP Billiton

関係者に聴取したところによると、同社の買収後、本プロジェクトでは広域調査、地質精査、物探及び

試錐探査を実施し、試錐探査のデータは総延長約22,000mに及ぶ。本デ－タにより、資源量50百万t(平

均品位Ni 1.4％)を捕捉している。現在、本プロジェクトは、プレFS評価の段階(同社はFS評価前にデ

－タを公表しないとのこと)にある。表9にJaguar Nickel社保有時の資源量評価を示す。 

 

表 9. Secholプロジェクトの資源量評価 

カテゴリー 資源量(t) Ni品位(％) 備考(発表時期) 

Measured(精測) 14,000,000 1.46 2002年 5月

Indicated(概測) 14,310,000 1.57 2005年 9月

Inferred(予測) 8,210,000 1.66 2005年 9月

 

(4) El Pato金プロジェクト 

本プロジェクトはグアテマラシティ東方110km、Chiquimula州Chiquimula町西方5kmに位置し、El Pato

と Cerro Las Minasの 2鉱区(合計鉱区面積：126km2)から成る。本鉱区内の鉱化作用は、1980年代後半

から90年代前半にかけての国連の探査によって発見された。 

本プロジェクトの鉱区権は 2000 年 1月に El Condor Resources Ltd.が取得したが、その後、金 1oz 当

たり1US$のロイヤルティの支払いを条件にGoldex Resources Corp.に譲渡された。 

 

(5) Torlon Hill亜鉛プロジェクト 

本プロジェクトは、Huehuetenango州 Huehuetenango市西北西20kmに位置する。 

2004年 12月、Firestone Ventures Inc.(本社：Edmonton)は、地元鉱区主と同プロジェクト買収に関す

るオプション契約を締結し、探鉱を開始した。2008年 11月に同社は、総額385,000US$の支払を終え、

同プロジェクトの100％権益を取得した。本プロジェクトの鉱化作用は延長500m、幅20～200m、厚さは

中心部で30m程度である。主要鉱物は菱亜鉛鉱(ZnCO3)である。地表付近～浅部は酸化鉱、深部は硫化鉱

から成り、2008年 11月現在の資源量評価は表10のとおりである。 

 

表 10. Torlon Hillプロジェクトの資源量評価 

品  位 
鉱石タイプ カテゴリー 資源量(t) 

Zn(％) Pb(％) Ag(g/t) 

精測＋概測 1,890,000 7.32 2.41 14.25
酸化鉱 

予測 169,750 4.42 1.96 12.53

精測＋概測 76,504 3.23 2.6 12.5
硫化鉱 

予測 36,291 2.79 2.03 10.47
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図 2. グアテマラの主要鉱山・鉱業プロジェクト位置図 
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4. 鉱業政策 

4-1. 鉱業関連組織 

グアテマラにおける鉱業行政は、Ministerio de Energía y Minas (エネルギー鉱山省)の内局である

Dirección General de Minería (鉱山総局)が管轄している。 

同局は、Departamento de Derechos Mineros (鉱業登記部)、Departamento de Control Minero (鉱業

管理部)、Departamento de Desarollo Minero (鉱業開発部)、Departamento de Financiero Minería (鉱

業ファイナンス部)及び Departamento de Gestión Legal (総務部)の 5 つの部から構成される。同局の

目的、基本政策及び機能は以下のとおりである。 

 

(1) 目的 

－鉱業部門における監査及び管理によって、環境を保護し監視活動を強化しつつ、労働者及び地域に対

する安全性の高い鉱業活動の発展を支援すること 

－鉱業活動の促進及び普及 

－個人投資及び法的正確性を推進し、また、合理的採掘及び鉱山操業への無公害技術の導入を促進しつ

つ、鉱業分野の発展を振興すること 

－合理的採掘及び生産工程への無公害技術の導入によって、小規模鉱業及び伝統的鉱業を振興すること 

－鉱山総局の人事事管理能力の強化 

－法律に基づく義務的かつ標準的な、競争力・統一性・持続性のある明解な枠組みを効果的に適用する

こと 

 

(2) 基本政策 

－鉱業ライセンスの付与手続き及びその他の行政上の案件において法的正確性を保証すること 

－地域住民の経済成長を達成しつつ、技術的採掘を推進し、国の鉱物資源の持続可能な開発を促進する

こと 

－先進国または伝統的鉱業国の利用可能な技術及び資金を活用すること 

－国の鉱物資源埋蔵量の維持 

－鉱業ライセンス付与プロセスにおいて、グアテマラにおける鉱山開発の恩恵と危険に直接関与する利

害関係者との対話と調整を行うこと 

－平和的合意からなる約束事の遂行を支援しつつ、鉱物資源に恵まれた共同体の社会的・経済的発展を

援助すること 

 

(3) 機能 

－鉱業法及び鉱業法施行規則の厳格な遂行を監督すること 

－鉱業の一般的な促進、管轄分野での公共機関への支援、及び極端な貧困地帯における小規模鉱業の発

展を監督すること 

－鉱山有望地域内の鉱区権が無設定の地区または鉱区申請がなされていない地区において鉱床胚胎可能

性調査を実施すること 

－探査権、探鉱権及び採掘権に関係する活動、行為及び義務の遂行を監査、監視、監督、査察すること 

－国内外の投資家及びその他関係者に鉱物資源に関する知見を普及するために、鉱業関連統計デ－タを

編集・分析・公表すること 

－鉱山操業についての様々な技術的活動を規定する案内書、通達、規定及び裁定を検討・準備すること 

－鉱業プロジェクト開発への共同体の参加を促進すること 

－現行の法律及び規定に対応したその他の機能、及び法律等に個別に記載されてはいないが、局の本来
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的な機能と考えられるもの 

 

4-2. 鉱業法 

4-2-1. 概要 

グアテマラ共和国における鉱業は、1997年に施行された｢鉱業法(グアテマラ共和国議会法令第48－97

号：Ley de Minería)｣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。 

 

(1) 鉱物資源の国家への帰属 

共和国の領土、大陸棚及び排他的経済水域内に存在する全ての鉱床は国家に帰属する(第8条)。 

 

(2) 鉱業権(ライセンス)の付与 

鉱物を探査、探鉱及び採掘する権利は、ライセンスの付与を通じて、国家によって与えられる(第21、

24、27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、本法の定めるところからは除外される(第4条)。 

 

(4) 鉱業権の取得資格 

全ての国内外の個人または法人は、鉱業法と鉱業法施行規則の条項を遵守する場合に限り鉱業権の名

義人となることができる(第9条)。 

 

(5) 鉱業ライセンスの種類 

鉱業ライセンスには、鉱産物の探査、探鉱および採掘の3種類がある(第21、24、27条)。 

 

(6) ロイヤルティ 

ロイヤルティは、国内市場と国際相場における鉱産物の建値を基礎として、商業化された鉱産物量の

宣誓を伴った申告を通じて確定される(第62条)。 

鉱物採掘のロイヤルティは、売上高の 0.5％を国家に対して、同じく 0.5％を市町村に支払う(第 63

条)。 

 

(7) 環境影響調査 

探査あるいは探鉱ライセンスの名義人は、探査または探鉱活動が環境に与える影響の軽減調査報

告を該当作業の開始以前に鉱山総局に提出なければならない。鉱山総局は、提出後 30 日の期間内

に当該報告に対する裁定を下さなければならない(第 19 条)。 

採掘ライセンスを取得しようとする者は、当該作業の開始以前に CONAMA (Comisión Nacional del 

Medio Ambiente：国家環境委員会)に環境影響調査報告を提出しなければならない。ライセンスの

取得には、本調査報告の承認が必要となる。採掘鉱区が自然保護区内に存在する場合には、本調査

報告は CONAP (Consejo Nacional de Areas Protegidas：国家自然保護区審議会)にも提出されなけ

ればならない。本調査報告に対する裁定は提出後 30 日の期間内に下されなければならない(第 20

条)。 
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4-2-2. 鉱業権 

(1) 探鉱権 

グアテマラ鉱業法では、探鉱権は探査ライセンスと探鉱ライセンスに分かれている。各ライセンスの

概要は以下のとおりである。 

①探査ライセンス 

本ライセンスは、権利者に対して、ライセンスが設定された地域における全ての鉱物に関する探査活

動の実施を専有的に保証するものである。有効期間は 6 か月間、1 回につき 6 カ月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地区の面積は500km2以上3,000 km2未満である。 

②探鉱ライセンス 

本ライセンスは、権利者に対して、ライセンス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、2 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100km2。有効期間終了前に鉱区面積の保留

延長の申請をしない限り、延長の度に鉱区面積の50％を削減することが義務付けられている。 

 

(2) 採掘権 

本ライセンスは排他性の原則の下、権利者に対して、ライセンスの設定された地域内の鉱物について、

採掘の専有的権限を付与する。有効期間は25年間、権利者の申請によって、さらに25年間延長するこ

とが可能である。同一の自然人または法人に与えられる鉱区の 大面積は20km2。 

 

4-2-3. 鉱業法改正動向 

エネルギー鉱山省は、現行鉱業法の根本的な見直しを目的とし、同省副大臣、環境天然資源省副大臣、

大学関係者、及びグアテマラ・カトリック教会代表者からなる｢Comisión de Alto Nivel sobre Minería 

(鉱業上級審議会)｣を 2005年 2月に組織した。 

同審議会は、鉱物資源の技術的及び合理的な採掘の達成、環境保護・監督等の強化、先住民の鉱業ラ

イセンス付与プロセスへの参加、鉱区税及びロイヤルティの見直し等を主要議題として鉱業法改正につ

いての検討を行った。エネルギー鉱山省は、同審議会の議論を踏まえた改正案(法案第3528号)を策定し、

同法案は2006年 8月にグアテマラ議会に上申された。上申された法案は、Comisión de Energía y Minas 

(エネルギー・鉱山委員会)の審議を経て大幅に修正され、2009年 1月に本会議に送付された。この法案

第3528号修正案は13編 110条から成る。以下に同法案の概要と改正のポイントを述べる。 

 

(1) 第Ⅰ編 基本的条項(第 1～5条) 

第Ⅰ編は鉱業法の目的、適用範囲、略語及び語句の定義について規定している。現行法では、鉱

業活動を reconocimiento (予備的調査)、exploración (探鉱)、explotación (採掘)の 3 つに分類

していたが、新法案では予備的調査(探査)を探鉱に含めるものとし、予備的調査に係る条項を削除

した。 

 

(2) 第Ⅱ編 行政組織(第 6～14 条) 

第Ⅱ編は行政組織及びエネルギー鉱山省の所管範囲について規定している。現行法(第 56 条)で

は、鉱業法及び同法施行規則の違反者に対する罰則手続きは税法で定めるとしていたが、新法案(第

7条)では当該手続きは鉱業法施行規則で定めるとしている。また、現行法には規定のないDirección 

General de Minería (鉱業総局)の鉱業活動に関する機能・権限について、第 8 条～14 条で規定し

ている。 
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(3) 第Ⅲ編 環境保護に関する規定(第 15～17 条) 

第Ⅲ編は現行法では不十分な環境保護に関する規定を取り扱っている。 

法案第 15 条は現行法第 19 条を改正したものであり、｢探鉱ライセンス保有者は、事業開始前に、

承認された区域で行う鉱業活動に関する Evaluación Ambiental Inicial (初期環境影響評価報告)

を鉱業総局に提出しなければならない｣と規定されている。 

法案第 16 条は現行法第 20 条を改正したものであり、｢採掘ライセンスを申請する者は、MARN 

(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales：環境天然資源省)に Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental (環境影響評価報告)提出しなければならない。また、同ライセンスの付与に先

立ち、同報告の写し及び MARN が発行した同報告の承認裁定証明書を鉱業総局に提出しなければな

らない｣と規定している。 

法案第 15 条、第 16 条共に、現行法にある環境影響評価報告の自動承認規定(提出後 30 日以内に

鉱業総局の裁定が下されない場合は、報告書が承認されたとみなされる)は、憲法裁判所の違憲判

決(注)に従って削除された。 

法案第 17 条は、｢諮問に関することは全て、特定の法規の定めるところに従う｣と規定している。

本条項は、先住民のライセンス付与プロセスへの参加を規定するべく法案第 3528 号に盛り込まれ

た条文を置き換えたものである。 

 

(4) 第Ⅳ編 鉱業制度(第 18～34 条) 

本編は第Ⅰ章 鉱業権(第 18～30 条)と第Ⅱ章 鉱業活動(第 31～34 条)から成る。 

法案第 19 条は、現行法第 8 条と同様に、グアテマラ領域内の鉱物及び鉱床が国家に帰属するこ

とを規定している。 

法案第 18 条、第 20～23 条及び第 31～34 条は、現行法第 6条の｢定義｣に相当するものであり、｢鉱

物｣、｢鉱床｣、｢岩石｣、｢鉱産物｣、｢鉱業権｣、｢鉱業権者｣、｢鉱業活動｣、｢探鉱｣、｢採掘｣、｢伝統的

採掘｣を定義する条項である。 

法案第 24 条は現行法第 9条に相当する条項であり、｢法律に従う限り、国内外の全ての個人及び

法人が鉱業権を取得できる｣と規定している。また、現行法に規定の無い｢鉱区の拡張｣に関する条

項が法案第 29 条に規定されている。 

 

(5) 第Ⅴ編 鉱業ライセンス(第 35～52 条) 

本編は、第Ⅰ章 手続(第 35～42 条)、第Ⅱ章 探鉱ライセンス(第 43～45 条)、第Ⅲ章 採掘ライ

センス(第 46～50 条)、第Ⅳ章 採掘ライセンスの手続(第 51～52 条)から成る。 

法案第 35～42 条は、鉱業ライセンスの定義、鉱区面積の上限、鉱業権申請要件、先願権、鉱業

権登記、申請の却下等について規定している。法案第 43～50 条は、探鉱及び採掘ライセンスの内

容を規定するものであり、鉱区面積の上限、有効期間、ライセンス保有者の義務等については、現

行法の規定とほぼ同様である。法案第 51～52 条は採掘ライセンス取得の公示手続き、及びライセ

ンス付与に対する不服申し立て手続きについて規定したものである。 

 

(6) 第Ⅵ編 鉱業利益特別区(第 53～55 条) 

本編は現行鉱業法の第Ⅱ編(第 32～39 条)を引継ぐもので、｢国家の利益に適う場合、エネルギー

鉱山省は鉱業利益特別区を設定することができ、特別区内の鉱物の探鉱及び採掘は、一般公募によ

って選定された国内外の個人もしくは法人が行う｣と規定されている。 
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(7) 第Ⅶ編 鉱業権の無効、停止、失効及び消滅(第 56～61 条) 

法案第 56 条は現行法第 50 条の規定を引継ぐもので、法律に定められた要件を満たさずに付与さ

れた鉱業権を無効としている。法案第57条及び58条は現行法第51条及び52条を修正したもので、

鉱業活動の停止措置が下される場合について規定している。法案第 59 条は現行法の第 53 条を引継

ぐもので、鉱業権が失効する場合に規定している。法案第 60条は現行法第 54条を修正したもので、

鉱業権が消滅する理由として、現行法の規定に、｢鉱区料またはロイヤルティの不払い｣、及び｢鉱

業活動の停止措置が決定してから 6か月が経過しても不備が訂正されない場合｣を追加している。 

 

(8)第Ⅷ編 財政制度(第 62～75 条) 

本編は、第Ⅰ章 鉱区料(第 62～65 条)、第Ⅱ章 専有資金(第 66 条)、第Ⅲ章 ロイヤルティ(第 67

～73 条)、第Ⅳ章 鉱業連帯基金(第 74～75 条)から成る。表 11 に法案第 3528 号修正案と現行法に

基づく鉱区料及びロイヤルティを示す。 

 

表 11. 鉱区料及びロイヤルティ 

税金タイプ 法案第 3528 号修正案 現行鉱業法 

鉱業権取得または同譲渡申請 2,000GTQ なし

鉱業権付与 3,000GTQ 1,300GTQ

探査ライセンス － 120GTQ/km2

探鉱ライセンス 

初の 3年 300GTQ/km2/年 300GTQ/km2/年

初回の 2年延長 600GTQ/km2/年 600GTQ/km2/年

2 回目の 2年延長 900GTQ/km2/年 900GTQ/km2/年

採掘ライセンス 3,000GTQ/km2/年 1,200GTQ/km2/年

探鉱ライセンス譲渡 3,000GTQ 300GTQ/km2

採掘ライセンス譲渡 3,000GTQ 500GTQ/km2

ロイヤルティ 生産量×市況価格×料率

ベースメタル 2％

 貴金属 市況価格に応じて 1～7％

 非金属鉱物 1％

 建材(砂、砂利等) 1％

 宝石・貴石・装飾用岩石 3％

売上高の 1％

＊)1US$＝8.01167GTQ (Banco de Guatemala 発表の 2009 年 1～5月平均レート) 

 

(9) 第Ⅸ編 鉱業活動の検査及び監査(第 76～79 条) 

本編は現行法第Ⅴ編に相当するもので、鉱業活動が技術的かつ合理的に実施されているか否かを

確認するために、鉱山エネルギー省が行う検査及び監査について規定している。 

 

(10) 第Ⅹ編 鉱山の閉鎖(第 80～83 条) 

本編は、現行法には規定の無い、閉山に際しての鉱業権者の原状復帰義務、環境保護義務、閉山

時の公的管理について規定したものである。 
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(11) 第Ⅺ編 補完条項(第 84～102 条) 

本編は、第Ⅰ章 水資源の利活用(第 84～85 条)、第Ⅱ章 法定地役権(第 86～96 条)、第Ⅲ章 廃

棄物、安全条件及び禁止事項(第 97～99 条)、第Ⅳ章 鉱産物の輸出(第 100～102 条)から成る。 

第Ⅰ章は、鉱業活動に関する水資源の利活用が憲法、その他法規及び現行の環境基準に従って行

われることが規定されている。 

第Ⅱ章は、鉱業活動を効率的に実施するための地役権についての規定である。法案第 87 条には

地役権の種類が列挙してあり、現行法では設定されていない｢占有地役権｣、｢換気・避難用地役権｣、

｢排水・放流地役権｣を追加している。また、法案第 87 条では地役権の設定に伴う鉱業権者の権利

が規定されているが、 高裁の違憲判決(注)に従って、現行法で付与されている｢水の排出権｣が削

除された。 

第Ⅲ章は、廃棄物の管理、鉱山保安規則、及び鉱業活動禁止区域に関する条項であり、これらの

詳細については、別途、施行規則を定めるとこととしている。 

第Ⅳ章は鉱産物の輸出に関する条項であり、現行法第 85 条を引継ぐものである。 

 

(12) 第Ⅻ編 罰則及び上告(第 103～104 条) 

法案第 103 条は現行法の第 57 条を改正したものであり、罰金が引き上げられている。法案第 104

条では、｢政府の下した裁定に不服な場合は、Ley de Contencioso Administrativo (行政訴訟法)

に基づき上告できる｣と規定されている。 

 

(13) 第 XⅢ編 終規定 

経過措置等についての規定である。 

 

4-2-4. 新鉱業法案に対する反応 

新鉱業法案(法案第3528号修正案)に対しては、先住民の権利を侵害するものであるとして、先住民団

体から猛反対の声が上がっているほか、ロイヤルティが低過ぎること等を理由に、カトリック教会や議

会、環境天然資源省等の政府内部からも不満の声が聞こえている。このため、同法案の成立は予断を許

さない状況にある。 

先住民組織の連合体である Consejo de Pueblos de Occidente (西部先住民審議会)は、2009 年 2 月

24日に発表した声明文の中で、新鉱業法案の策定を検討した｢鉱業上級審議会｣のメンバーに地域共同体

の代表が選任されなかったことを非難すると共に、法案第3528号修正案の問題点を列挙している。同声

明文で指摘された新鉱業法の問題点は、 

 

①｢独立国における先住民及び種族民に関する条約(ILO第 169号)｣、｢先住民族の権利に関する国連宣

言｣、｢環境と開発に関するリオ宣言｣等、グアテマラ政府が批准している人権に関する国際協定に

定められた基本的人権を尊重していない 

②共同体の協議、健全な環境、生活権、水利権等、憲法に規定された基本的人権を弱体化する 

③国民の合意によるものではなく、政府と鉱業界の二者による提案に過ぎない 

④予備的調査ライセンスの廃止(先住民の鉱業への参加機会を奪う) 

⑤諮問への参加機会が無いこと 

⑥ロイヤルティが低過ぎる(企業の利益が大き過ぎる)、 

等である。 
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一方、Corte de Constitucionalidad (同国憲法裁判所)が、現行鉱業法の規定の一部が環境保護の観

点から憲法違反に当たるとの裁定(注)を 2008 年 6 月に下していることもあり、鉱業法改正はグアテマ

ラ政府の喫緊の課題となっている。 

 

(注)憲法裁判所が違憲と判断した規定は以下のとおり。 

① 環境影響報告が提出されてから、30 日以内に政府の裁定が下されない場合は、当該報告は自動的

に承認されたとみなす(第19条、第20条)。 

② 鉱区の範囲が地下の無限深度まで及ぶこと(第21、24、27条)。 

③ 法定地役権として排水を認めていること(第75条)。 

④ 浪費と損害を及ぼす行為を可能な範囲で防止する(第81条：｢可能な範囲｣と限定していることが違

憲)。 
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5. 税制 

5-1. 一般税制 

(1) 法人税：31％ 

(2) 個人所得税： 

個人に対する所得税は課税収入(収入－必要経費)に対して計算され、徴税額は以下のとおり。 

年収65,000GTQ未満に対して15％の課税、 

同65,000GTQ以上180,000GTQ未満に対し20％の課税＋固定税9,750GTQ、 

同 180,000GTQ以上295,000GTQ未満に対し25％の課税＋固定税32,750GTQ、それ以上の年収に対し

ては31％の課税＋固定税61,500GTQ 

(3) 付加価値税：12％ 

(4) 輸入税：入国港の商品の CIF 価格に基づき 低で 5％、 高で 20％が課税される。輸入商品は

付加価値税(IVA)の対象となり、同じく CIF 価格に対して 12％が課税される。 

(5) 印紙税：3％ 

(6) 不動産取得税:不動産価格に対して、20,000GTQ未満は0.2％、20,000GTQ以上は0.3％が課税される。 

 

5-2. 鉱業関連税 

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、エネルギー鉱山省に鉱区料を納めなけれ

ばならない。さらに、ロイヤルティを支払う義務がある(表11参照)。 
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6. 先住民問題 

グアテマラの先住民人口は約 441 万人であり、グアテマラ総人口の 41％を占めている Instituto 

Nacional de Estadística (国立統計局)による第11回全国人口調査：2002年)。先住民は、使用言語に

よって24のグループに分類されており、Quiché(キチェ)、Quecchí(ケクチ)、Kaqchiquel(カクチケル)、

Mam(マム)の上位4グループで先住民人口の8割を占める。24のグループの内、22がマヤ系先住民であ

り、2グループが非マヤ系である。 

 

 

(出典：US AID) 

※アルファベット表記はグアテマラ・マヤ言語学アカデミー(Academia de Lenguas Mayas de Guatemala)に倣い

修正。カタカナ表記は平成 16 年度独立行政法人国際協力機構客員研究員報告書｢中米地域先住民族への協力の

あり方｣による。 

 

図 3. グアテマラの先住民グループ 

 

グアテマラの現行憲法(1985年制定、1993年改正)では、第66～第70条で先住民の諸権利を認めてい

るが、先住民の権利に関する個別法は制定されておらず、先住民保護区の設定もなされていない。現在

グアテマラでは、先住民団体や人権団体が中心となって、｢Ley General de derechos indígenas:先住民
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族の権利に関する一般法｣制定のための運動が展開されている。これら団体は、同法で保証されるべき先

住民の権利として、先住民権威者の選出、バイリンガル教育、独自の司法システム、資源開発への先住

民の参加等を求めている。 

 グアテマラでは、鉱山企業と先住民の対立が頻繁に起こっている。これらの対立には、先住民の伝統

的文化・価値観と鉱山開発が相容れないという文化的背景もあるが、鉱業法の不備や先住民の権利に関

する法律が未制定である等、同国政府の対応も一因となっている。 
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7. 環境行政 

グアテマラ政府は、1986 年に｢環境保護改善法(グアテマラ共和国議会法令第 68-86 号：Ley de 

Protección y Mejoramiento del  Medio Ambiente)｣を公布し、環境管理が国家、地方自治体及び国民の

義務であることを明言した。また、同法の規定に従い、CONAMAが環境保護行政を所管している。天然資

源または環境の劣化、もしくは、景観または文化資源に有害な改変をもたらす可能性のある全ての活動

は、その実施に先立って、CONAMA から環境影響評価報告の承認を受けなければならない(環境保護改善

法第8条)。 

グアテマラ国内の汚水の排出基準、汚泥の処理基準は、2006年 5月5日に制定された政令第236-2006

号｢汚水の排出と再利用および汚泥の処分に関する規則｣(Acuerdo Gubernativo No.236-2006 

“Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos”)に定め

られている(資料3参照)。 

また、グアテマラでは、天然資源及び生物多様性の保全、再生、改善及び保護を目的として、｢保護区

法(グアテマラ共和国議会法令第4-89号：Ley de Areas Protegidas)｣が制定されている。同法に基づき、

2009年 4月現在、243の自然保護区が設定されており、その総面積は国土面積の32％に相当する349万

haに及んでいる。自然保護区内で活動を行う企業は、環境影響評価報告に記載された操業規則と操業条

件を明記した合意書をCONAPと締結しなければならない(自然保護区法第20条)。 
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8.外国投資 

1996年の内戦終結後、グアテマラ政府は外国投資を促進するため1998年に外国投資法(グアテマラ共

和国議会法令第9-98号)を制定した。従来同国では、原則として外国投資家にも国内投資家と同じ権利・

義務が与えられていたが、本法の制定により外国投資のみに適用されていた制限・規制が排除されると

共に、外資に関する単一の法体系が確立された。 

同法の要点は以下のとおり。 

 

① 国内投資家と外国投資家の平等性 

経済活動の展開において、外国投資家は国内投資家と等しく取り扱われ、同一の条件を享受する。外

国投資家とその投資に対する差別的行為は一切禁止される(第3条)。 

② 参入の自由 

外国投資家は、グアテマラ国内で展開されるあらゆる経済活動に参入することができると共に、グア

テマラの法律に従って組織された営利会社の資本に任意の比率で参加することができる(第4条)。 

③ 私的所有権 

外国投資家はその投資に関する完全な権利、使用、享受、享有、支配を認められる(第5条)。 

④ 収用の禁止 

公共の利益、社会的恩恵、もしくは社会的利益が然るべく確証された場合を除いて、国家は直接ある

いは間接的に外国投資家の投資を収用すること、及び収用と同等の手段を行使することはできない(第6

条)。 

⑤ 貿易の自由 

国内での外国投資家の活動の展開のために必要かつ合法な材及びサービスの輸出入は完全に保護され

る(第7条)。 

⑥ 為替の自由 

外国投資家は、為替に関する特別法に従い、国内投資家と同条件で、利用可能な外貨を自由に売買し、

貨幣を自由に交換することができる。また、外国投資家は投下資本、国内で得た収益、配当金、国外で

の債務、ロイヤルティ、収用に伴う補償金を自由に送金できる(第8条)。 

⑦ 二重課税の禁止 

外国投資に関する国内二重課税を禁止する(第10条)。 
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資料 1 グアテマラ共和国議会法令第 48-97 号鉱業法

(Decreto No.48-97Ley de Minería) 仮訳
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資料 2. 環境保護改善法 (Decreto No.68-86 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente) 仮訳
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資料3 政令第236-2006号｢汚水の排出と再利用および汚泥の処分に関する規則｣ 

     (Acuerdo Gubernativo No.236-2006 “Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales 

y de la Disposición de Lodos”)仮訳 

 

政令 第 236-2006号 

グアテマラ  2006年 5月 5日 

共和国大統領 

前文： 

憲法命令により、国家、地方自治体および国内居住者は、環境に害を与える影響を防止し、生態的均衡

を保つ社会的・経済的・技術的発展を推進する義務を負っている。そのために、動物相、植物相、土地、

水の略奪を防ぎ、その利用と合理的な活用を保証する基準を発布する必要がある。 

前文： 

環境保護改善法(Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente)は、国内居住者の生活の質を

改善するために、生態的均衡の維持と環境質を監視することを目的とする。 

前文： 

環境保護改善法に則り、政府は、水資源の利用・活用・管理を行い、河川・湖沼・海洋の汚染レベルお

よびその他の水質汚染の原因または発生源を特定・制御・警戒するため、これに関連する規定・規則を

発布しなければならない。 

前文： 

投資の際の法的安定性を与え、雇用の創出を可能とし、水質の段階的な改善を促し、水資源の持続性に

寄与する近代的な規制手段を整備し、かかる目的のために各地方自治体および民間社会とともに行政各

機関の取り組みを調整することが重要である。 

従って： 

グアテマラ共和国憲法第183条 e)項が国家に付与する権限を行使して、以下の規則の発布に 

合意する： 

｢汚水の排出と再利用および汚泥の処分に関する規則｣ 

(Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos) 

第 1章 

総則 

第 1 条. 目的： 本規則は、汚水の排出と再利用および汚泥の処分のために遵守すべき基準・要件を規

定することを目的とする。これは、汚水の特性を改善することによって、以下を可能とする継続的なプ

ロセスを確立するためである。 

a) 人間の活動に由来する影響から受容水域を守る。 

b) 富栄養化プロセスにある受容水域を回復する。 
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c) 総合的管理の観点から水資源の開発を推進する。 

また、本規則の目的は、環境自然資源省(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales)が水資源の保

護・改善を推進するための評価・管理・監視の仕組みを確立することにもある。 

第2条. 適用： 本規則は、以下の対象に対して適用されなければならない。 

a) 汚水の排出事業体。 

b) 公共下水道に特殊汚水を排出する者。 

c) 再利用する汚水を排出する者。 

d) 汚水を一部もしくは全部再利用する者。 

e) 汚泥の管理・処理・ 終処分の責任者。 

第 3 条. 管轄： 本規則の適用は、環境自然資源省の管轄とする。地方自治体およびその他の政府機関

は、外局および自治機関も含め、環境保護改善法の適用のために、本規則の規定に反する事実を同省に

報告しなければならない。 

第2章 

定義 

第 4条. 定義： 本規則の適用および解釈にあたり、以下の定義を行う。 

流入水(afluente)： 排出事業体が取得する水。 

汚水(aguas residuales)： 使用されて水質が変化した水。 

特殊汚水(aguas residuales de tipo especial)： 地方自治体の公共事業やサービス・工業・農業・牧

畜・病院の活動によって排出される汚水、および一般汚水でない全ての汚水、ならびに同汚水が混入し

た水。 

一般汚水(aguas residuales de tipo ordinario)： トイレ、洗面所、手洗い場、台所、洗濯での使用の

ように家庭内の活動やその他これに類似する活動によって排出される、下水道を通って流される汚水、

および同汚水が混入した水。 

雨水用下水道(alcantarillado pluvial)： 雨水を集めて流すための管路、誘導管およびその他の付属設

備の総称。 

公共下水道(alcantarillado público)： 受容水域に排出する前に予め処理されるべき一般汚水または特

殊汚水もしくは双方の混合水を集めて流すために、地方自治体が利用する管路およびその他付属設備の

総称。 

試料の特性解析(caracterización de una muestra)： 汚水、再利用水もしくは汚泥の物理的・化学的・

生物学的特性の確定。 

流入水または排水の特性解析(caracterización de un efluente o un afluente)： 本規則において要求

されるパラメータに関する、流量を含む水の物理的・化学的・生物学的特性の確定。 

負荷量(carga)： 排水の水量と測定された濃度を掛け合わせた値で、1日当たりのキログラム数で表す。 

流量(caudal)： 単位時間当たりの水の量。 
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糞便性大腸菌(coliformes fecales)： 水中における糞便汚染の存在および人間や温血動物の消化器官か

ら排出される病原性細菌の存在を示すパラメータ。 

受容水域(cuerpo receptor)： 自然貯水池、湖、潟湖、河川、渓流、泉、湿地、河口、入り江、マング

ローブ林、沼、海水、地下水など、汚水が排出される場所。 

生物化学的酸素要求量(demanda bioquímica de oxígeno)： 汚水中の有機物の含有量の間接的測定値。

20℃に保たれた環境の下、5 日間で生物分解される有機物の生物化学的酸化において使われる酸素量に

より確定する。 

化学的酸素要求量(demanda química de oxígeno)： 汚水中で酸化する有機物および無機物の含有量の間

接的測定値。化学的酸化において使われる酸素量により確定する。 

希釈(dilución)： 排出汚水における濃度を低減する目的で、ある量の水を加えるプロセス。 

排出汚水(efluente de aguas residuales)： 排出事業体によって排出される汚水。 

排出事業体(entes generadores)： 特殊汚水、通常汚水もしくは双方の混合水の排出・管理の責任者で

ある公共または民間の個人もしくは法人。その 終的な排水は、受容水域に放流される。 

既存排出事業体(entes generadores existentes)： 本規則の施行前に設立された排出事業体。 

新規排出事業体(entes generadores nuevos)： 本規則の施行後に設立された排出事業体。 

汚泥の安定化(estabilización de lodos)： 汚泥の活用または 終処分の前に、これを処理するために

付される物理的・化学的・生物学的プロセス。 

入り江(estero)： 満潮時に浸水する沿岸部の地帯。砂地や岩場からなり、非常に広大な面積に及ぶこと

もあり、傾斜が緩いほど潮の干満は顕著になる。時に、河口に広く発達する。 

富栄養化(eutrofización)： 栄養分が増えた結果として、水域の水質が低下するプロセス。この現象は

また、微生物の発育を促し、動植物相が必要とする溶存酸素の供給を制限する。 

施肥灌漑(fertirriego)： 排出汚水に含まれる様々な栄養分を活用し、土壌の回復・改善や生または半

生で摂取されることのない作物の施肥に利用する目的で、処理を必要とせずに排出汚水の再利用が可能

となる農業上の慣習。 

湿地(humedal)： 自然もしくは人口の淡水または海水の水系。一時的もしくは永続的なもので、一般に

流れが緩く水深が浅い場所にある。 

環境評価手段(instrumentos de evaluación ambiental)： 政令第23-2003号｢環境の評価・管理・監視

に関する規則(Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental)｣ならびに政令第424-2003

号および第704-2003号に含まれる改正規則に定められている技術文書。これらによって、あるプロジェ

クト・工事・工業またはその他活動が、その建設段階から廃棄段階までの間に環境に与える影響につい

て体系的な認識・評価を行うことができる。 

大許容限度(límite máximo permisible)： あるパラメータに対して指定され、各段階における汚水お

よび再利用水や汚泥が超えてはならない値。 

汚泥(lodos)： 汚水処理から発生する湿った様々な含有物を含む固体。 



－58－ 

帯水層(manto freático)： 多孔質で割れ目のある地下の岩盤層で、重力または汲み上げにより利用され

うる水を貯蔵する役割を果たす。 

達成目標(meta de cumplimiento)： 汚水の排出において、それぞれの達成段階の終了時に到達しなけれ

ばならない値の数値的規定。新規排出事業体および公共下水道への新規排出者の場合は、事業の開始時

とする。 

段階的削減モデル(modelo de reducción progresiva)： それぞれの段階において、負荷量のパラメータ

値を関連水質パラメータと合わせて達成する制度。 

モニタリング(monitoreo)： 排水、再利用水および汚泥に関するパラメータ値の動向を明確にするため

に、一定期間、ある頻度で一つ又は複数の試料の結果を得て、解釈・評価するプロセス。 

試料(muestra)： 汚水、再利用水または汚泥について分析の対象となる代表的部分。 

混合試料(muestras compuestas)：汚水、再利用水または汚泥の特性に関する結果を得るために一定の間

隔で採取され、混合された2種以上の単一試料。 

単一試料(muestra simple)： 一度の作業で採取され、採取時の汚水、再利用水または汚泥の特性を示す

試料。 

パラメータ(parámetro)： 汚水、再利用水または汚泥の特性について、数値を指定することによって識

別する変数。 

関連水質パラメータ(parámetro de calidad asociado)： 生物化学的酸素要求量の濃度の値を1リット

ル当たりのミリグラムで表したもので、排水の状態を確定し、負荷量の段階的削減モデルにおいて適用

される。 

公共下水道への排出者(persona que descarga al alcantarillado público)： 特殊汚水を公共下水道へ

排出する公共もしくは民間の個人または法人。 

公共下水道への既存排出者(persona existente que descarga al alcantarillado público)： 本規則の

施行前に設立した、公共下水道への排出者。 

公共下水道への新規排出者(persona nueva que descarga al alcantarillado público)： 本規則の施行

後に設立した、公共下水道への排出者。 

排出地点(punto de descarga)： 排出汚水が受容水域もしくは他の排出汚水と合流する地点。 

再利用(reuso)： 処理済または未処理の排水を利用すること。 

地方自治体公共サービス(servicios públicos municipales)： 地方自治体法(Código Municipal)に基づ

き、特殊汚水、一般汚水もしくは双方の混合水を排出する地方自治体が直接提供する若しくは委託する

サービス。 

私設下水道システム(sistema de alcantarillado privado)： 民間の様々な個人･法人によって排出され

る特殊汚水を回収・導水し、民間の汚水処理プラントで処分するまでの管路および付属設備の総称。 

汚水処理(tratamiento de aguas residuales)： 汚水の特性を改善するために用いる物理的・化学的・

生物学的プロセス、もしくはこれらの組み合わせ。 
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第 3章 

技術調査 

第 5 条. 技術調査： 特殊汚水、一般汚水もしくは双方の混合水の排出または管理の責任者である公共

もしくは民間の個人または法人は、これらの汚水を受容水域もしくは公共下水道に放流するか否かにか

かわらず、排水・放流水・再利用水および汚泥の特性解析のため当該分野の技術者によって保証された

調査を策定する義務を負う。 

第 6 条. 技術調査の内容： 本規則第 5 条に示す公共もしくは民間の個人または法人は、技術調査を文

書化するにあたり、以下の要件を考慮しなければならない。 

I.   一般情報： 

a) 氏名、商号もしくは社名。 

b) 環境自然資源省に対する窓口担当者。 

c) 本規則の適用対象となる個人または法人による活動の性質に関する詳細。 

d) 汚水を排出する時間帯。 

e) 汚水処理に関する詳細。 

f) 沈殿物質を含めた排出汚水の特性。 

g) 再利用水の特性。 

h) 処分する汚泥の特性。 

i) 流入水の特性。本規則第23条のパラメータに関する特別差引の場合に適用する。 

j) 該当する場合、汚水を排出する受容水域の特定。 

k) 該当する場合、汚水を排出する公共下水道の特定。 

l) 測定が免除されているパラメータの一覧およびこれを正当化する理由。 

II.  文書： 

a) 排出事業体もしくは公共下水道へ汚水を排出する者の所在・位置を地理座標で示した図面。 

b) 試料採取のために、流入水および排水を放流する装置の所在・位置を地理座標で示した図面。

流入水については、これが適用される場合に限る。 

c) 汚水、再利用水および汚泥の管理計画。公共下水道へ特殊汚水を排出する者に対して汚水処理

サービスの提供を担当する地方自治体または企業は、同サービス利用者の地籍台帳および排出

のモニタリングに関する情報を含める。 

d) 汚水が受容水域もしくは下水道に排出される場合、汚水処理計画。 

e) 実施した特性解析の結果報告書。 

第 7 条. 技術調査書の保管： 個人または法人は技術調査書を保管し、監視および評価のために必要と

された場合に環境自然資源省の当局が参照できるようにしておく。 

第 8 条. 環境の評価・管理・監視の手段： 保健法(Código de Salud)第 97 条を遵守するため、環境自

然資源省は、新規排出事業体に対して環境評価手段を承認する際に、本規則の規定に則った汚水排出に

関連する見解を当該決定に含めるものとする。 

本規則が遵守されていることを検証・管理するため、環境自然資源省は、環境の評価・管理・監視に関

する規則に記載される手段を用いなければならない。 
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第 9 条. 履行・遵守に関する評価のための期間： 環境自然資源省は、環境保護の履行および第 6 条第

II項｢文書｣のc)号およびd)号に規定する各計画の遵守について恒常的に評価しなければならない。 

第10条. 技術調査の有効期間： 特殊汚水、一般汚水もしくは双方の混合水の排出または管理の責任者

である公共もしくは民間の個人または法人は、本規則に定める技術調査書の内容を5年毎に更新しなけ

ればならない。 

第11条. 技術調査の拡大： 環境自然資源省の当局は、第6条の情報がデータの追加により補強されう

ると判断した場合、その要請を文書にて説明するものとする。 

第12条. パラメータの測定免除： 本規則第5条が言及する調査を通じて、生産工程の特性により、本

規則に規定され、汚水の排出、汚水の再利用および汚泥に対して適用されるパラメータのいずれかが発

生しないことが証明された場合、パラメータの測定を免除する措置が採られる。 

第4章 

特性解析 

第13条. 流入水および排出汚水の特性解析： 特殊汚水、一般汚水もしくは双方の混合水の排出または

管理の責任者であり、これらを受容水域もしくは公共下水道に排出する公共もしくは民間の個人または

法人は、流入水および排出汚水の特性分析を行い、その結果を技術調査書に含めなければならない。 

第14条. 再利用水の特性解析： 再利用汚水を排出する、またはこれを再利用する公共もしくは民間の

個人または法人は、排出する水および活用しようとする水の特性分析を行い、その結果を技術調査書に

含めなければならない。 

第15条. 汚泥の特性解析： 汚泥の排出責任者である公共もしくは民間の個人または法人は、これらの

特性分析を行い、その結果を技術調査書に含めなければならない。 

第5章 

汚水のパラメータおよび受容水域への排出にかかわる数値 

第16条. 汚水のパラメータ： 汚水の特性を確定するために測定するパラメータは、以下のものである。 

a) 水温 

b) 水素イオン指数(pH) 

c) 油脂 

d) 浮遊物 

e) 全懸濁物質 

f) 20℃・5日間の生物化学的酸素要求量 

g) 化学的酸素要求量 

h) 全窒素 

i) 全リン 

j) 砒素 

k) カドミウム 

l) 全シアン化物 

m) 銅 

n) 六価クロム 
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o) 水銀 

p) ニッケル 

q) 鉛 

r) 亜鉛 

s) 色度 

t) 糞便性大腸菌 

第 17 条. BOD(生物化学的酸素要求量)負荷量の段階的削減モデル： 既存排出事業体は、次表に示す達

成値および達成段階に従って、受容水域へ排出する汚水の生物化学的酸素要求量を段階的に削減してい

かなければならない。 

段階 1 

達成期限 2011年 5月 2日 

期間(年数) 5年 

負荷(kg/日) 3,000≤EG<6,000 6,000≤EG<12,000 12,000≤EG<25,000 25,000≤EG<50,000 50,000≤EG<250,000

削減率  10 20 30 35 50 

段階 2 

期間(年数) 4年 

達成期限 2015年 5月 2日 

負荷(kg/日) 3,000≤EG<5,500 5,500≤EG<10,000 10,000≤EG<30,000 30,000≤EG<50,000 50,000≤EG<125,000

削減率  10 20 40 45 50 

段階 3 

達成期限 2020年 5月 2日 

期間(年数) 5年 

負荷(kg/日) 3,000≤EG<5,000 5,000≤EG<10,000 10,000≤EG<30,000 30,000≤EG<65,000 

削減率  50 70 85 90 

段階 4 

達成期限 2024年 5月 2日 

期間(年数) 4年 

負荷(kg/日) 3,000≤EG<4,000 4,000≤EG<7,000 

削減率  40 60 

EG = 当該排出事業体の負荷量(kg/日) 

本モデルを適用するにあたり、排出量の初期値は技術調査において確定された値とする。この初期値は、

生物化学的酸素要求量を1日当たりのキログラム数で表した負荷量である。第1段階の削減率では技術

調査の排出量初期値を用い、その後の各段階における初期値は、前段階の削減率で達成した結果とする。 

第18条. 化学的酸素要求量の確定： 排出事業体は、生物化学的酸素要求量との関連性を確立するため

に、化学的酸素要求量を生物化学的酸素要求量で除すことで化学的酸素要求量を確定して技術調査書に

含めなければならない。 

第19条. 達成目標： 負荷量の段階的削減の全段階が終了した時点での達成目標は、1日当たり3,000kg

の生物化学的酸素要求量、関連水質パラメータで200mg/L以下の生物化学的酸素要求量とする。これら

の値に到達し、これを維持している既存排出事業体は、本条項に定める目標および本規則第17条に示す
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負荷量の段階的削減モデルを達成したものとする。 

1 日当たり 3,000kg 以下の負荷量を記録しているものの、関連水質パラメータで 200mg/L を超える値を

記録している既存排出事業体は、本規則第17条に示す負荷量の段階的削減モデルの各段階の一番左の列

に該当する削減率に従って、同パラメータ値の削減を実施するものとする。 

特殊汚水および一般汚水を処理した後に、負荷量の段階的削減モデルのいずれかの段階において、生物

化学的酸素要求量が関連水質パラメータで100mg/L以下の値に到達し、これを維持している既存排出事

業体は、1日当たり3,000kgを超える生物化学的酸素要求量を排出することができる。 

第20条. 受容水域への汚水排出に関する 大許容限度： 受容水域への汚水排出に対するパラメータの

大許容限度は、以下とする。 

達成期限 

2011/05/02 2015/05/02 2020/05/02 2024/05/02

 

段階 

パラメータ 単位 初期値 1 2 3 4 

水温 ℃ TCR ± 7 TCR ± 7 TCR ± 7 TCR ± 7 TCR ± 7 

油脂 mg/L 1500 100 50 25 10 

浮遊物 無 / 有 有 無 無 無 無 

懸濁物質 mg/L 3,500 600 400 150 100 

全窒素 mg/L 1,400 100 50 25 20 

全リン mg/L 700 75 30 15 10 

水素イオン指数 pH単位 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 

糞便性大腸菌 MPN/100mL < 1×108 < 1×106 < 1×105 < 1×104 < 1×104 

砒素 mg/L 1 0.5 0.1 0.1 0.1 

カドミウム mg/L 1 0.4 0.1 0.1 0.1 

全シアン化物 mg/L 6 3 1 1 1 

銅 mg/L 4 4 3 3 3 

六価クロム mg/L 1 0.5 0.1 0.1 0.1 

水銀 mg/L 0.1 0.1 0.02 0.02 0.01 

ニッケル mg/L 6 4 2 2 2 

鉛 mg/L 4 1 0.4 0.4 0.4 

亜鉛 mg/L 10 10 10 10 10 

色度 白金コバルト色度

単位 

1,500 1,300 1,000 750 500 

TCR = 受容水域の水温(℃) 

第 21 条. 新規排出事業体に対する 大許容限度： 新規排出事業体は、事業の開始時から、1 日当たり

3,000kg の生物化学的酸素要求量、関連水質パラメータで 200mg/L 以下の生物化学的酸素要求量という

目標を達成しなければならない。生物化学的酸素要求量が関連水質パラメータで100mg/L以下である場

合は、1日当たり3,000kgを超える生物化学的酸素要求量を排出することができる。 

これに加えて、以下のパラメータの 大許容限度を遵守しなければならない。 
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パラメータ 単位 大許容限度 

水温 ℃ TCR ± 7 

油脂 mg/L 10 

浮遊物 無 / 有 無 

懸濁物質 mg/L 100 

全窒素 mg/L 20 

全リン mg/L 10 

水素イオン指数 pH単位 6 ～ 9 

糞便性大腸菌 MPN/100mL < 1×104 

砒素 mg/L 0.1 

カドミウム mg/L 0.1 

全シアン化物 mg/L 1 

銅 mg/L 3 

六価クロム mg/L 0.1 

水銀 mg/L 0.01 

ニッケル mg/L 2 

鉛 mg/L 0.4 

亜鉛 mg/L 10 

色度 白金コバルト色度単位 500 

   TCR = 受容水域の水温(℃) 

環境保護改善法第8条の規定に則って環境影響評価調査が必要とされる場合、排出事業体は、本条項に

記載する 大許容限度の値を守らなければならない。 

然るべく正当化される技術的理由により、生産を安定化させる期間を必要とする新規排出事業体は、環

境影響評価調査の中で、安定化期間中の連続する調整段階とその必要性を明確にする。この安定化期間

は、排出事業体の事業開始から起算して6ヶ月を超えてはならない。環境自然資源省は、該当する環境

影響評価調査の承認決定において、この安定化期間のために必要となる期間もしくは幾つかの段階から

なる連続した期間を設定する。 

第22条. 入り江での汚水排出に関する 大許容限度： 受容水域が入り江である場合、以下の規定が適

用される。 

a) 既存排出事業体は、本規則第 20 条に定める 大許容限度を遵守しなければならない。適用す

る生物化学的酸素要求量のパラメータは、以下とする。 

達成期限 

2011/05/02 2015/05/02 2020/05/02 2024/05/02

 

段階 

パラメータ 単位 初期値 1 2 3 4 

生物化学的酸素要求量 mg/L 500 300 250 150 100 

b) 新規排出事業体は、第20条および第22条 a)号の 大許容限度および 終段階の削減を適用し

なければならない。 
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c) 入り江に特殊汚水を放流する排出事業体に対しては、本規則に定めるパラメータの濃度値は、

流入水の濃度と排水の濃度の差に基づいて確定される。ここで得られる結果は、当該排出事業

体が本規則第20条および第22条a)号の 大許容限度を遵守しているかどうかを判定するため

の基準として利用される。 

d) 本条項において規制の対象となる排出事業体には、本規則第17条および第19条は適用されな

い。 

第23条. パラメータ値の特別差引： 流入水において生物化学的酸素要求量および懸濁物質量の各パラ

メータで許容 大限度を超える値を記録する特殊汚水排出事業体には、特別差引の概念が適用される。

この特別差引は、排水の各パラメータの値を流入水で記録された値から差し引いて行う。ここで得られ

る結果は、当該排出事業体が本規則の 大許容限度を遵守するかどうかを判定するための基準として利

用される。 

第 24 条. 自治体および公共下水道に接続されていない都市化地域からの汚水の受容水域への排出に関

する 大許容限度： 公共下水道の汚水処理を担当する地方自治体または企業、および公共下水道に接

続されていない既存の都市化地域は、受容水域への排出にあたり、以下のいずれかの形で 大許容限度

値を遵守する。 

a) 本規則第17条、第18条、第19条および第20条の規定を、これら条項に定める期間に従って

遵守する。 

b) 次表に定める 大許容限度と期限を守る。 

達成期限 

2015/05/02 2020/05/02 2024/05/02 2029/05/02

 

段階 

パラメータ 単位 初期値 1 2 3 4 

水温 ℃ TCR ± 7 TCR ± 7 TCR ± 7 TCR ± 7 TCR ± 7 

油脂 mg/L 100 50 10 10 10 

浮遊物 無 / 有 有 無 無 無 無 

生物化学的 

酸素要求量 

mg/L 700 250 100 100 100 

懸濁物質 mg/L 300 275 200 100 100 

全窒素 mg/L 150 150 70 20 20 

全リン mg/L 50 40 20 10 10 

水素イオン指数 pH単位 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 

糞便性大腸菌 MPN/100mL < 1×108 < 1×107 < 1×104 < 1×104 < 1×104 

砒素 mg/L 1 0.1 0.1 0.1 0.1 

カドミウム mg/L 1 0.1 0.1 0.1 0.1 

全シアン化物 mg/L 6 1 1 1 1 

銅 mg/L 4 3 3 3 3 

六価クロム mg/L 1 0.1 0.1 0.1 0.1 

水銀 mg/L 0.1 0.02 0.02 0.01 0.01 

ニッケル mg/L 6 2 2 2 2 
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達成期限 

2015/05/02 2020/05/02 2024/05/02 2029/05/02

 

段階 

パラメータ 単位 初期値 1 2 3 4 

鉛 mg/L 4 0.4 0.4 0.4 0.4 

亜鉛 mg/L 10 10 10 10 10 

色度 白金コバルト

色度単位 

1,500 1,000 750 500 500 

全ての地方自治体は、遅くとも2015年 5月 2日までには、少なくとも一次処理システムが稼動していな

ければならない。 

一次処理システムでは処理できない化合物を含む特殊汚水の排水を、公共下水道で回収する地方自治体

は、本条項の前表第1段階において生物化学的酸素要求量、懸濁物質、全窒素および全リンの 大許容

限度の適用対象外とする。一次処理システムでは処理できない化合物を含むことは、技術調査において

証明されなければならない。 

前述の規定によって、地方自治体が前段落の各パラメータについて後続の各段階における 大許容限度

の遵守が免除されることはない。 

第6章 

汚水のパラメータおよび公共下水道への排出にかかわる数値 

第 25 条. パラメータ： 公共下水道に排出される汚水の特性を確定するために測定するパラメータは、

以下のものである。 

a) 水温 

b) 水素イオン指数(pH) 

c) 油脂 

d) 浮遊物 

e) 20℃・5日間の生物化学的酸素要求量 

f) 化学的酸素要求量 

g) 全懸濁物質 

h) 全窒素 

i) 全リン 

j) 砒素 

k) カドミウム 

l) 全シアン化物 

m) 銅 

n) 六価クロム 

o) 水銀 

p) ニッケル 

q) 鉛 

r) 亜鉛 

s) 色度 
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t) 糞便性大腸菌 

第 26条. 公共下水道へ排出するためのCOD(生物化学的酸素要求量)負荷量の段階的削減モデル： 公共

下水道へ排出する既存排出者は、次表に示す達成値および達成段階に従って、生物化学的酸素要求量を

段階的に削減していかなければならない。 

段階 1 

達成期限 2011年 5月2日 

期間(年数) 5年 

負荷(kg/日) 3,000≤EG<6,000 6,000≤EG<12,000 12,000≤EG<25,000 25,000≤EG<50,000 50,000≤EG<250,000 

削減率  10 20 30 35 50 

段階 2 

期間(年数) 4年 

達成期限 2015年 5月2日 

負荷(kg/日) 3,000≤EG<5,500 5,500≤EG<10,000 10,000≤EG<30,000 30,000≤EG<50,000 50,000≤EG<125,000 

削減率  10 20 40 45 50 

段階 3 

達成期限 2020年 5月2日 

期間(年数) 5年 

負荷(kg/日) 3,000≤EG<5,000 5,000≤EG<10,000 10,000≤EG<30,000 30,000≤EG<65,000 

削減率  50 70 85 90 

段階 4 

達成期限 2024年 5月2日 

期間(年数) 4年 

負荷(kg/日) 3,000≤EG<4,000 4,000≤EG<7,000 

削減率  40 60 

EG = 当該排出事業体の負荷量(kg/日) 

公共下水道へ汚水を排出する既存排出者で1日当たり3,000kg以下の負荷量を記録する者は、各段階の

関連水質パラメータに到達するまで負荷量の削減を継続しなければならない。 

本モデルを適用するにあたり、排出量の初期値は技術調査において確定された値とする。この初期値は、

生物化学的酸素要求量を1日当たりのキログラム数で表した負荷量である。第1段階の削減率では技術

調査の排出量初期値を用い、その後の各段階における初期値は、前段階の削減率で達成した結果とする。 

第27条. 生物化学的酸素要求量の関連水質パラメータ： 公共下水道へ特殊汚水を排出する者は、第26

条に示す負荷量の段階的削減モデルの各段階および次表に示す生物化学的酸素要求量の関連水質パラメ

ータの値を守らなければならない。 

達成期限 

2011/05/02 2015/05/02 2020/05/02 2024/05/02

 

段階 

パラメータ 単位 初期値 1 2 3 4 

生物化学的酸素要求量 mg/L 3,500 1,500 750 450 200 
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第28条. 公共下水道への汚水排出に関する 大許容限度： 公共下水道へ特殊汚水を排出するにあたり、

次表に定める各達成段階に従ってそれぞれの 大許容限度を守らなければならない。 

達成期限 

2011/05/02 2015/05/02 2020/05/02 2024/05/02

 

段階 

パラメータ 単位 初期値 1 2 3 4 

水温 ℃ < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 

油脂 mg/L 1,500 200 100 60 60 

浮遊物 無 / 有 有 無 無 無 無 

懸濁物質 mg/L 3,500 1,500 700 400 200 

全窒素 mg/L 1,400 180 150 80 40 

全リン mg/L 700 75 40 20 10 

水素イオン指数 pH単位 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 6 ～ 9 

糞便性大腸菌 MPN/100mL < 1×108 < 1×106 < 1×105 < 1×104 < 1×104 

砒素 mg/L 1 0.5 0.1 0.1 0.1 

カドミウム mg/L 1 0.4 0.1 0.1 0.1 

全シアン化物 mg/L 6 3 1 1 1 

銅 mg/L 4 4 3 3 3 

六価クロム mg/L 1 0.5 0.1 0.1 0.1 

水銀 mg/L 0.1 0.1 0.02 0.02 0.01 

ニッケル mg/L 6 4 2 2 2 

鉛 mg/L 4 1 0.4 0.4 0.4 

亜鉛 mg/L 10 10 10 10 10 

色度 白金コバルト色

度単位 

1,500 1,300 1,000 750 500 

生産工程において非生物分解性着色剤を用い、公共下水道へ汚水を排出する者は、受容水域へこれが流

れ込まないようにする目的で、各段階で色度の 大許容限度を守るために用いている処理を技術調査書

に示さなければならない。 

第29条. 公共下水道へ特殊汚水を排出する際の化学的酸素要求量の確定： 公共下水道へ特殊汚水を排

出する者は、生物化学的酸素要求量との関連性を確立する目的で、化学的酸素要求量を生物化学的酸素

要求量で除すことで化学的酸素要求量を確定して本規則第5条が言及する技術調査書に含めなければな

らない。 

第30条. 公共下水道へ特殊汚水を排出する新規排出者に対する 大許容限度： 環境保護改善法第8条

の規定に基づき、公共下水道へ特殊汚水を排出する新規排出者に対して環境影響評価調査が要求される

場合、次表の 大許容限度値を遵守しなければならない。 

パラメータ 単位 大許容限度 

水温 ℃ < 40 

油脂 mg/L 60 

浮遊物 無 / 有 無 
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パラメータ 単位 大許容限度 

生物化学的酸素要求量 mg/L 200 

懸濁物質 mg/L 200 

全窒素 mg/L 40 

全リン mg/L 10 

水素イオン指数 pH単位 6 ～ 9 

糞便性大腸菌 MPN/100mL < 1×104 

砒素 mg/L 0.1 

カドミウム mg/L 0.1 

全シアン化物 mg/L 1 

銅 mg/L 3 

六価クロム mg/L 0.1 

水銀 mg/L 0.01 

ニッケル mg/L 2 

鉛 mg/L 0.4 

亜鉛 mg/L 10 

色度 白金コバルト色度単位 500 

然るべく正当化される技術的理由により、生産を安定化させる期間を必要とする者は、環境影響評価調

査の中での連続する調整段階とその必要性を明確にする。この安定化期間は、排出事業体の事業開始か

ら起算して6か月を超えてはならない。環境自然資源省は、該当する環境影響評価調査の承認決定にお

いて、この安定化期間のために必要となる期間もしくは幾つかの段階からなる連続した期間を設定する。 

第31条. 公共下水道へ特殊汚水を排出する際のパラメータ遵守の選択肢： 公共下水道への特殊汚水の

排出を地方自治体に承認されている公共もしくは民間の個人または法人は、次のいずれかの形で 大許

容限度を遵守することができる。 

a) 独自の処理システムを確立する。 

b) 公共下水道の汚水の処理を担当する地方自治体または企業に対して、提供されるサービスに相

当する料金を支払う。ただし、それら地方自治体が、稼動中の汚水処理システムを備えている

場合に限る。 

本条項b)の遵守選択肢については、第28条および第30条に定める重金属の 大許容限度値を超える汚

水を排出する者は対象外とする。 

第 32 条. 汚水処理サービスに対する支払い免除： 公共下水道へ汚水を排出する者は、本規則第 24 条

b)号の 大許容限度を遵守していれば、地方自治体または委託先が提供する汚水処理サービスに対する

全ての支払いを免除される。 

 

第 33条. 汚水処理サービスの料金設定のための技術的基準： 地方自治体法第3条の規定に従い、本規

則の適用上、地方自治体は、環境自然資源省と連携して汚水処理サービスの料金を設定するベースとな

る技術的基準を決定する。これには、少なくとも以下の点が考慮される。 

a) 運営、維持、品質改善およびサービス拡充にかかわるコスト。 

b) 本規則に定める 大許容限度。 
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c) 環境自然資源省によって認識される値と特性解析を含む技術調査、および管轄の地方自治体が

行うべき技術調査。 

d) 料金は、それぞれの排水の特性に応じて異なる。 

地方自治体は、各々の地方自治体法に基づき、それぞれ料金を設定する。 

第7章 

再利用水のパラメータ 

第34条. 再利用の許可： 本規則は、それぞれの使途に該当する 大許容限度を満たした以下の種類の

汚水再利用を許可する。 

I種： 農業灌漑一般のための再利用： 排水に含まれる栄養分によって、土壌の回復･改善のため、また

消費前に工業的加工を必要とする栽培作物の肥料として、施肥灌漑の方式で粗放灌漑および集約灌漑に

利用できる、第 35 条に定める 大許容限度を満たした排水の利用。II 種に述べる作物は、この再利用

の対象外とする。 

II種： 食用作物のための再利用： 野菜や果物のように、生または半生で摂取される食用作物が栽培さ

れている区域の灌漑に対し、制限を設ける。糞便性大腸菌および生物化学的酸素要求量については、第

35条の 大許容限度に基づく値を満たしていなければならない。また、その他のパラメータについては、

懸濁物質、全窒素および全リンを除き、本規則第21条の表に示す 大許容限度を遵守しなければならな

い。 

III種： 水産養殖のための再利用： 第35条に定める 大許容限度に基づき、魚の養殖やエビの養殖に

排水を利用する。 

IV種： 芝、その他作物のための再利用： 芝、飼料、繊維、種子等、人間が食用としない作物が栽培さ

れている区域の灌漑に対し、制限を設ける。 

V 種： 保養的再利用： 一般大衆が接触するか否かにかかわらない緑化区域での灌漑を含め、人工池に

おいて人間が偶発的に接触しうるのみの保養目的での利用に対し、第35条に定める 大許容限度に基づ

き、制限を設ける。 

本条項に言及されていないその他の再利用については、事前に環境自然資源省の認可を得なければなら

ない。 

第35条. 再利用に関するパラメータおよび 大許容限度： 再利用される汚水は、次表の 大許容限度

を遵守していなければならない。 

再利用の種類 生物学的酸素要求量 (mg/L) 糞便性大腸菌 (MPN/100mL) 

I種 適用なし 適用なし 

II種 適用なし < 2×102 

III種 200 適用なし 

VI種 適用なし < 1×103 

V種 200 < 1×103 

第 36条. 重金属およびシアン化物： 再利用水中の重金属およびシアン化物の 大許容限度は、本規則

第21条の表に示す値とする。 
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第 37条. 水の内部再循環： 全ての排出事業体は、汚水を受容水域へ排出する前に、これを再循環する

ことができる。この再循環は再利用とはみなされず、本規則の規定の対象とはならない。 

第8章 

汚泥のパラメータ 

第38条. 強制： 環境および人間の健康と安全にとって危険な汚水を処理した結果として発生する全て

の汚泥は、本規則に規定されている 終処分のための 大許容限度を遵守しなければならない。 

第39条. 適用： 本規則において規制される汚泥は、一般汚水または特殊汚水の処理によって発生する

ものとする。 

第 40 条. 汚泥処理の技術およびシステム： 1,500℃を超える温度で焼却するなど、当該排出事業体が

その固有の条件に も適していると判断する技術またはシステムによる汚泥処理が認められる。 

第41条. 終処分： 汚泥の 終処分は、次のいずれかの方法で行うことが認められる。 

a) 土壌への適用： 調整土、堆肥またはコンポスト。 

b) 衛生埋立地での処分。 

c) 密閉または隔離。 

d) 上記方法の組み合わせ。 

第 42 条. 汚泥に対するパラメータおよび 大許容限度： 本規則第 41 条に述べる方法に従って汚泥の

終処分を行うにあたり、その物理化学的特性の値は、次表に記載する 大許容限度を超えてはならな

い。 

終処分 単位 土壌への適用 衛生埋立地での処分 密閉または隔離 

砒素 mg/kg(104℃乾土) 50 100 > 100 

カドミウム mg/kg(104℃乾土) 50 100 > 100 

クロム mg/kg(104℃乾土) 1,500 3,000 > 3,000 

水銀 mg/kg(104℃乾土) 25 50 > 50 

鉛 mg/kg(104℃乾土) 500 1,000 > 1,000 

前記の表に示す値は、pH7未満の水素イオン指数の土壌に対する 大許容限度である。pH7以上の水素イ

オン指数のある土壌においては、 大許容限度として示す値の50％超までの汚泥を処分することができ

る。 

第 43 条. 土壌への適用： 重金属を含み、第 42 条に定める 大許容限度を満たすように調整された汚

泥は、土壌の調整土として利用することができる。この場合、1ha 当たり年間 200,000kg までの利用が

認められる。堆肥として適用する場合は、1ha当たり年間100,000kgまでの利用が認められる。 

第 44 条. 衛生埋立地での処分： 本規則第 42 条の 大許容限度を満たす、密閉を必要としない非生物

分解性の汚泥は、衛生埋立地での処分が認められる。 

衛生埋立地は、環境自然資源省の認可および Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (厚

生社会福祉省)の保証を得ていなければならない。 

第45条. 密閉または隔離： 帯水層、地表水・地下水の水源、土壌、心土、大気への悪影響を防止する
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ために密閉または隔離が必要となる化合物を構成物として含む汚泥は、環境自然資源省の認可ならびに

厚生社会福祉省とエネルギー鉱山省(Ministerio de Energía y Minas)の保証を得た施設で処分されなけ

ればならない。 

第46条. 商品化： 発生した汚泥の商品化は自由とする。ただし、汚泥が、グアテマラが批准した当該

分野で施行されている国際条約・協定の規定ならびに以下の事項を満たした特性を持っている場合に限

る。 

a) 汚泥は、人間が直接触れるものであってはならない。 

b) 汚泥は、第42条に述べる規格を満たしていなければならない。 

c) 汚泥の輸送は、漏れや流出を防止するため調整された容器および車両で行われなければならな

い。 

d) 汚泥を一時的に貯蔵する施設は、かかる目的のために環境自然資源省の認可を得ていなければ

ならない。 

e) 汚泥の抽出、管理または 終処分のサービスを提供する企業は、環境自然資源省の認可、また

適用される場合は、エネルギー鉱山省の認可を得ていなければならない。 

第47条. サービスの契約： 汚泥の抽出、管理または 終処分のサービスを提供する企業は、本規則第

41条、第42条、第43条、第44条、第45条および第46条の規定を遵守しなければならない。本条項

に定めるサービスのいずれかを契約する場合、排出事業体は責任を免除される。 

第 48 条. 遵守の監視： 環境自然資源省は、適用される場合、本規則第 42 条のパラメータが遵守され

ているか確かめるため、自らの費用で同省の外局を通じて、処理された汚泥の無作為試料採取の実施を

調整する。 

第9章 

監視および評価 

第 49 条. 試料採取の頻度： 汚水や再利用水の監視および評価のため、排出事業体は、自らの費用で、

少なくとも1年に2つの試料を採取し、技術調査に含まれるパラメータに基づき該当する分析を行わな

ければならない。 

汚泥の監視および評価のため、排出事業体は、自らの費用で、少なくとも1年に2つの試料を採取し、

技術調査に含まれるパラメータに基づき該当する分析を行わなければならない。汚泥の抽出、管理また

は 終処分のサービスを提供するために契約された機関の場合は、次表に従って試料採取を行わなけれ

ばならない。 

発生する汚泥の平均重量 頻度 

0kg ～ 1,500kg/日 3ヶ月毎 

1,501kg ～ 3,000kg/日 2ヶ月毎 

3,000kg超/日 毎月 

排出事業体は、これら分析の結果を記録し、監視および評価を理由として求められた場合に環境自然資

源省へ提出するために、分析実施後5年間に亘ってこれを保管しなければならない。 

1つの試料を形成するために必要とされる単一試料の数を次表に示す。 
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1つの混合試料を形成するための単一試料の数と試料採取の間隔 

汚水排出が発生する活動を行う

1日当たりの時間数 

1つの混合試料を形成するため

の単一試料の数 

単一試料を採取する間隔の 

短時間数 

8時間未満 2 2時間 

8時間 ～ 12時間 3 3時間 

12時間超 4 3時間 

第 50条. 流量の測定： 各単一試料の採取時に、試料を濃度と関連づけ負荷を確定できるように、流量

の測定を行う。 

第51条. 遵守の監視： 環境自然資源省は、公共下水道へ汚水を排出する者や排出事業体に対して、本

規則に定める全ての要件および手続きが遵守されているか監視する。また、水資源の水質改善と本規則

の履行を評価するために、同省の管轄外局を通じて、受容水域および試料採取用装置において無作為試

料採取の実施を調整する。 

第52条. 試料採取用装置の設置： 排出事業体は、試料採取と流量測定を容易に行える装置を全ての排

出地点に備えていなければならない。これらの装置は、検査のために立ち入りができる場所に設置され

ていなければならない。第22条および第23条が適用される排出事業体の場合、流入水の試料採取を行

うための装置を備えていなければならない。 

第53条. 試料採取の限定場所： 環境自然資源省およびその他政府機関は、外局や自治機関も含め、法

律で指定された管轄に従って、それぞれの外局を通じて、第52条に述べる排出装置が設置されている場

所に限定して試料採取を行うための活動を調整する。 

第54条. 試料採取と分析の方法： 本規則の規定の適用にあたり、合法的に設立された国、大学、民間

の試験所または排出事業体により設立された試験所は、グアテマラ基準委員会(Comisión Guatemalteca 

de Normas)が定める試料採取と分析の方法、または、これがない場合は以下の機関によって定められた

方法を用いる。 

a) 飲料水および汚水の分析のための標準的方法については、米国公衆衛生協会(Asociación 

Americana de Salud Pública), 米国水道協会(Asociación Americana de Obras de Agua)およ

び水環境連盟(Federación de Ambientes Acuáticos)。 

b) 国内外で認知された技術機関。 

c) 利用する機器の製造業者の規格。 

試験所による分析結果の報告書は、当該分野を専門とする技師協会に所属する現役専門家によって署名

されていなければならない。 

第10章 

禁止事項および懲罰 

第55条. 汚水処分の禁止： 地表近く、開渠および雨水用下水道への一般汚水の処分を断固として禁じ

る。 

第56条. 直接排出の禁止： 帯水層へ未処理の汚水を直接排出することを禁じる。 

第57条. 希釈の禁止： 排出事業体が、汚水を希釈する目的でその他の水を利用することを禁じる。本
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規則に定めるどの目標値も、希釈によって達成できるものではない。 

第58条. 再利用の禁止： 以下の場合、汚水の再利用を禁じる。 

a) 次に挙げる保護区の中心区域における利用： 国立公園、生物学的保護区域、保全型ビオトー

プ、天然記念物、自然保養地区、湧き水や野性生物が集う隠れ場所。 

b) 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas)

の枠組みの中で宣言されたラムサール条約対象地域の中心区域。 

c) 生物多様性や人間の健康・安全が危険にさらされる他の地域。 

d) 第34条に示すV種を除く、保養目的での利用。 

第59条. 汚泥処分の禁止： 下水道もしくは地表水・地下水の水域において汚泥の 終処分を行うこと

を断固として禁じる。 

また、汚泥の安定化・滅菌を行わず、重金属が存在しないこと及び糞便性大腸菌が2,000CFU/kgを超え

ていないことを明確にしないまま、生もしくは半生で摂取されうる食用作物、野菜および果物の堆肥と

して汚泥を利用することを禁じる。 

第60条. 懲罰の適用： 本規則に違反すると、以下の点を考慮した上で、 大許容限度の違反の度合い

に応じて環境保護改善法に定める懲罰のいずれかが適用されることになる。 

a) 問題となる違反の種類により、環境へ与える影響の重大性の大小。 

b) 国民に与える損害の深刻度。 

c) 違反が発生した状況。 

d) 違反者が再犯であるか。 

本規則第 6 条に定める要件のいずれかが遵守されない場合、環境自然資源省は、環境保護改善法第 29

条、第31条および第34条の規定に従って、該当する行政手続きを開始することになる。 

第11章 

一般措置 

第61条. 技術調査書の作成に関する例外： 全ての一般家庭住宅、および一般汚水のみを排出し、公共

下水道または汚水処理サービス運営機関の下水道への認可済引込管を備える公共・民間の施設は、排出

事業体として第5条に規定される技術調査書の作成の対象外とする。 

地方自治体、汚水の回収･輸送・管理・処分サービスを委託された企業、自治体の引込管と接続していな

い都市化地域の処理プラントは、本規則第5条の規定により汚水の排出者とみなされるため、この例外

は適用されない。 

第62条. リンの 大許容限度： 湖、潟湖または自然貯水池のような水域へ排出を行う者は、第4段階

の終了時に、全リン量で5mg/Lという値を達成する義務を負う。新規排出事業体の場合、事業開始時に

おいて全リン量で5mg/Lを達成していなければならない。 

第 63 条. 大許容限度および各段階の不履行： 全ての法律の適用上、汚染があると理解されるのは、

公共下水道へ汚水を排出する既存排出事業体および既存排出者が、第17条に示す各々の段階において規

定された 大許容限度を遵守していない場合、また、第19条、第20条、第22条、第26条、第27条お
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よび第28条の規定を守らない場合とする。 

全ての法律の適用上、汚染があると理解されるのは、公共下水道へ汚水を排出する新規排出事業体およ

び新規排出者が、第17条、第19条、第20条、第22条、第26条、第27条および第28条に述べる各々

の達成段階において規定された 大許容限度ならびに各規定を守らない場合とする。ただし、汚水の排

出に関する各値が、当該時点において既存排出事業体に認められている 大許容限度を超えた場合に限

る。 

公共下水道へ汚水を排出する新規排出事業体および新規排出者が、それぞれ第21条および第22条、第

30条に従って 大許容限度を遵守しておらず、かつその値が、第17条、第19条、第20条および第22

条により公共下水道へ汚水を排出する既存排出事業体に対して、また第26条、第27条および第28条に

より公共下水道へ汚水を排出する既存排出者に対して、それぞれ達成段階1、2および3で認められてい

る 大許容限度を超えていない場合は、法律が規定する行政懲罰が科されることになる。 

全ての法律の適用上、公共下水道へ汚水を排出する新規排出事業体および新規排出者に対して環境自然

資源省が与える安定化期間は、偶発的事象もしくは自然災害にかかわる状況として考慮されるため、こ

の期間において何らかの不履行があった場合は、刑事的または行政的な責任から除外される。 

第64条. 汚水の排出に関する規則の見直し： 本規則の見直しは、各達成段階における漸進性の原則を

尊重し、排出事業体および公共下水道への排出者の達成度を考慮して、4 年毎に行われなければならな

い。 

第 65 条. 地方自治体の履行： 本規則第 24 条 b)号の規定を守ることを選択した地方自治体は、既存排

出事業体に対する第1段階の 大許容限度の遵守を2011 年 5月 2日に開始する。同日以降は、18年間

が終了するまで、規定されている期限および段階での削減が適用される。 

この規定により、地方自治体が、本規定に述べるその他の側面の遵守から免除されることはない。 

第66条. 民間の処理システムへ排出する民間人の履行： 稼働中の民間汚水処理プラントへ汚水を導水

するために民間の下水道システムへ特殊汚水を排出する民間の個人または法人は、公共下水道へ特殊汚

水を排出する汚水排出事業体もしくは排出者とは見なされない。これは、本規則の適用上、処理プラン

ト運営の責任者である個人または法人が、本規則の全てを適用する上で、公共下水道へ特殊汚水を排出

する排出事業体もしくは排出者として見なされるためである。この場合において排出管理に関して参照

すべき唯一の情報は、処理プラントからの排水とする。 

第 67 条. 未想定の事象： 本規則で想定されていない全ての事象は、司法機関法(Ley del Organismo 

Judicial)の原則に基づき、環境自然資源省によって解決されなければならない。 

第68条. 表題： 本規則の各条項の冒頭に記される表題は、解釈上の効力を持たず、本基準の内容およ

び範囲について引用されることはない。 

第12章 

暫定措置 

第69条. 技術調査実施の期限： 特殊汚水、一般汚水もしくは双方の混合水の排出または管理の責任者

である公共もしくは民間の個人または法人は、これらを受容水域もしくは公共下水道に排出するか否か

にかかわらず、本規則の施行から起算して1年以内に、本規則に規定する技術調査を実施しなければな

らない。 
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第 70条. 手続き中の管理書類： 受容水域に汚水を排出する公共もしくは民間の個人または法人で、本

規則の施行前にその環境評価手段の承認申請が手続き中である場合、第 17 条、第 18 条、第 19 条、第

20条および第22条に従って、本規則の全てを適用する上で、既存排出事業体とみなされる。 

同じく、公共下水道へ排水を排出する公共もしくは民間の個人または法人で、本規則の施行前にその環

境評価手段の承認申請が手続き中にある場合、本規則の第26条、第27条、第28条および第29条の規

定が適用される。 

第71条. 環境影響評価調査において承認される限度： 環境影響評価調査に関する決定において、本規

則に記載する値より低い値の限度が承認された場合、それらの限度は、当該既存排出事業体に対して引

き続き適用される。環境影響評価調査に関する決定において承認された限度値が第17条、第19条、第

20条、第22条、第26条、第27条および第28条に定める値を超える場合、公共下水道へ汚水を排出す

るこの排出事業体もしくは排出者は、前記各条項に述べる各段階および達成期限に関する規定事項を守

らなければならない。 

第72条. 化学的酸素要求量の段階的削減モデル： 技術調査において得られる結果は、本規則の施行か

ら18ヶ月を超えない期間で、COD(化学的酸素要求量)負荷量の段階的削減モデルの作成のためのベース

となる。 

第73条. その他のパラメータ： 将来、本規則の管轄内であると見なされるその他のパラメータは、そ

れらが決定され次第、同規範内容に組み込まれるものとする。 

第74条. マニュアル： 環境自然資源省は、本規則の施行から1年以内に特に以下の事項を含む総合マ

ニュアルを作成するための権限を有する。 

a) 汚水、再利用水および汚泥の試料採取。 

b) 負荷量の計算。 

c) 負荷量の段階的削減モデルの適用。 

d) パラメータ値の特別差引。 

第74条. 廃止： 2005年2月17日付け共和国大統領府発布の政令第66-2005号｢Reglamento de Descargas 

de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores (受容水域への汚水の放流に関する規則)｣ならびに本規則

に反する他の規定を廃止する。 

第75条. 有効期間： 本政令は、官報(Diario de Centro América)に公布された翌日から施行する。 

以上を通知のこと。 

 

オスカル・ベルヘル・ペルドモ 

 

フアン・マリオ・ダリー・フエンテス 

 

ホルヘ・ラウル・アロジャベ・レジェス 



－76－ 

資料4 保護区法(Decreto No.4-89 Ley de Areas Protegidas)仮訳 

 

政令 第 4-89号 

 

グアテマラ共和国議会 

 

前文 

 

グアテマラ国民が有する野生動植物を保全、回復および管理することは、わが国が持続的な社会

経済発展を遂げる上で重要である。 

 

多様な種が消滅し、その他の種も深刻な絶滅の危機に瀕するほど、動植物資源は明らかに劣化しつつあ

る。 

 

グアテマラ共和国憲法第64条は、国の自然遺産を保全、保護、改善することの国益を謳っており、特定

の法律をもって、国立公園、保護区、自然保護地区の創設および保全、ならびにそこに生息する動植物

の保護を保証する。 

 

環境を適切に保全し、向上させるためには、わが国の野生動植物の生命を守るための体系および仕組み

を創設し、組織することが不可欠である。 

 

わが国で多様に区分された保護区を適切に調整および管理するための国家計画が事実上欠如しているこ

とにより、これらの管理を行う各機関の個々の活動が無益なものになっている。 

 

故に 

 

グアテマラ共和国憲法第157条および第171条 a)項が付与する権限を行使し、 

 

以下のとおり発令する。 
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保護区法 

 

第 I編 

 

本法律の原則、総合的目的および適用範囲 

 

第 I章 

 

基本的原則 

 

第 1条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正)国益 生物多様性はグアテマラ国民の自

然遺産を構成する一部であり、したがって、然るべく告示および管理する保護区によってこれを保全す

ることは国益であると宣言する。 

 

第 2条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正)グアテマラ保護区システムの創設 すべ

ての保護区およびその管理機関からなるグアテマラ保護区システム(Sistema Guatemalteco de Áreas 

Protegidas: SIGAP)を創設する。その組織と特性は、わが国の天然資源と生物多様性の保全、回復、向

上および保護を掲げる本法律の目的を達成するため、本法律により定められる。 

 

第 3条 環境教育 本法律の目的を達成するためには、すべての国民がこの国家事業に積極

的に参加することが肝要と考えられる。そのためには、グアテマラの自然遺産に対する認識、その保全

および適切な利用に関する、正規および非正規教育プログラムを開発することが必須である。 

 

第 4条 調整 本法律の目的を達成するため、わが国の天然資源および文化資源の保全およ

び保護に資する、同様の目的を追求する他の法律により設立された機関の諸規定と、 大限密接な連携

および調整を維持していく。 

 

 

第 II章 

 

本法律の目的について 

 

第 5条 (共和国議会政令第110-96号第3条により改正) 総合的目的 保護区法の目的は以

下の通りである。 

 

a) すべてのグアテマラ国民の利益につなげるため、基本的生態系プロセスおよび生物の自然体系が

適に機能することを保証する。 

 

b) 国内の生物多様性の保全を達成する。 

 

c) 国土全域において種および生態系を持続的に利用できる能力を備える。 

 

d) 国家遺産を守り保存する。 
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e) 公益かつ社会的利益となる必要な保護区を国土内に設置する。 

 

 

第 III章 

 

本法律の適用範囲 

 

第 6条 (共和国議会政令第110-96号第4条により改正)適用 本法律は共和国全土において

一般的に適用されるものであり、これが所掌する事項について地域および地方の必要性に一層適切に対

応するため、都市農村開発審議会(Consejo de Desarrollo Urbano y Rural)および地方自治体がその各

地方内において、保護区の選定、調査、提案および開発に寄与する。 

 

第 II編 

 

野生動植物およびその生息地の保全について 

 

第 I章 

 

保護区の形態について 

 

第 7条 保護区 遺伝的、歴史的、風致的、娯楽的、考古学的および保護的価値またはその

機能面において高い重要性を担う野生動植物、関連資源ならびに自然および文化的相互作用を保全し、

合理的に利用し、回復することを目的とする、各緩衝地域を含む保護区である。これにより、固有地形

学的現象を呈する生物群落、水源および供水地域、農地の保護区域を流れる重要河川流域を自然な状態

に保ち、持続可能な開発の選択肢を維持する。 

 

第 8条 管理区分 保護区の 適な運営および管理をおこなうため、次のように分類される。

国立公園、生物生息地、生物圏保護区、多目的保護区、森林保護区、生物保護区、水源、資源保護区、

天然記念物、文化遺産、美観道路・街道、海洋公園、地域公園、歴史公園、野生生物保護地区、自然レ

クリエーション区域、民間自然保護区および同様の目的から今後設置されるその他の保護区。これらの

保護区は、その管理を行う機関、個人または法人を問わず、同法律により創設されるグアテマラ保護区

システムを構成する。 

 

第 9条 (共和国議会政令第110-96第5条により改正) 国の所有地 国の所有地として適切

な特性を備え、国有地に登録された地域保護区および地所は、管理の下、可能な限りの保全を目指さな

ければならない。国家保護区管理事務所(Oficina de Control de Reservas de la Nación: OCREN)は、

湖沼沿岸および海洋沿岸ならびに河岸の保全管理を優先的に行う。 

 

第 10条 個人所有区域 個人の所有地が保護区として告示された場合、またはそのような告

示を受ける可能性がある場合、その所有者は、当該区域の権利を完全に維持し、グアテマラ保護区シス

テムに適用される基準および規則に基づいて同区域の管理を行う。 
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第 11条 (共和国議会政令第110-96号第6条により改正)保護区の調査 いかなる性質の保護

区であれ、その正式な告示は、CONAP(全国保護区審議会)が承認する技術調査に基づくものでなければな

らない。調査では、提案区域に顕著な物理的、社会的、経済的、文化的および環境的特性および状況全

般、ならびに保護区の創設により同区域の個体群を構成する生物に対して生みだされる効果を完全に分

析する。同調査は、本法律施行規則に規定された概要に従い、各専門教育機関で活動する環境分野また

はその関連分野の教育を受けた専門家により実施が可能である。 

 

第 12条 (共和国議会政令第110-96号第4条により改正) 告示の一般的手順 本法律により

創設する全国保護区審議会が受領する提案、または同審議会の発議で提出する提案を基に、審議会は同

提案の正当性に関する事前評価に従い、前条項に掲げる調査の実施を指示する。技術調査において保護

区を法的に創設することを推奨する結果が出た場合、その創設および当該法律制定のため立法府へ法案

を提出する。当該政令を発布した後、CONAP 執行事務局(Secretaría Ejecutiva del CONAP)は、その即

時適用ならびに適切な計画、運営、融資および管理ついて的確な事項を指示する。 

 

第 13条 水源 SIGAP の優先プログラムとして、雨林保全サブシステム(Subsistema de 

Conservación de los Bosques Pluviales)を創設し、許容水質の水をグアテマラ社会へ常時供給するこ

とを確実にする。同サブシステムには、民間自然保護区も含まれる。 

 

第 14条 民間自然保護区の運営 個人または法人は、本法律に規定する必要条件、同法律の

施行規則および全国保護区審議会のその他の規定を満たす場合、直接または委任により、所有する保護

区を運営することが可能である。 

 

第 15条 既存保護区の回収 国の緊急時および必要時に、すでに法的に告示された既存の保

護区の回収を宣言する。 

 

第 16条 緩衝地域 既存するすべての保護区または今後創設される保護区の周辺に、適切な

保護区の機能を保護するための領域として緩衝地域を設定する。 

 

第 17条 国境地帯の保護区 国境地帯の保護区においては、隣接する一国または複数の国と

の間で整合性の取れた保護策を図るため、これらの国と協定の締結を行う。 

 

第 II章 

 

保護区の管理について 

 

第 18条 (共和国議会政令第110-96号第8条により改正)基本計画および作業計画 グアテマ

ラ保護区システムSIGAPの各保護区の管理は、個々の基本計画によって決定される。同基本計画は、保

護区の執行機関またはその管理を行う個人もしくは法人が作成する年間作業計画に細分される。すべて

の基本計画および作業計画は、本法律が目指す保全目的を遵守していることを確認するため、CONAP 執

行事務局による登録、承認および監視を受けなければならない。これに反する場合は、CONAP は、適切

な法的措置を講じる。 
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第 19条 権利 CONAP は当該権利契約を行うことで、その管理下で保護を行う区域を貸与ま

たはその区域の利用権を付与することが可能である。ただし、各基本計画がその旨を明確に規定および

許可する場合に限る。 

 

第 20条 (共和国議会政令 110-96 号第 9条により改正)保護区内での活動 保護区内に商業、

工業、観光、漁業、森林、農牧、実験もしくは輸送に関する施設または活動を現有するか、あるいは今

後開発を予定する公共事業者または民間事業者は、当事者が全国保護区審議会に提出する環境影響調査

により定められた作業条件および基準を規定する契約書をCONAPとの相互合意のもと締結する。全国保

護区審議会は、その活動が当該保全区域の基本計画に規定された用途に矛盾しない場合に限り、独自の

見解を含めて同契約書を環境委員会(Comisión del Medio Ambiente)へ送り、その評価を受ける。 

 

第 21条 道路の環境影響 区内もしくは保護区外への輸送用、一般輸送用を問わず、何らか

の理由により保護区が道路を有する場合、または保護区に道路を建設しなければならない場合、建設を

目指す団体または企業が提出し、国家環境委員会およびCONAPが承認した環境影響調査の結果が良好な

場合に限り、道路建設が行われるものとする。利権者が建設を実施する場合、契約書に別の規定がある

場合を除き、同者は、少なくともその権利の存続期間中、その建設、変更および保全の責任を負う。公

共地域の場合、通信運輸公共事業省(Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas)

が道路の建設および保全を行う。 

 

第 22条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正)定住 保護区内または今後法的に告示を

受ける保護区に定住する個人または法人は、当該区域の運営、利用および地域区分に関する条件および

基準に沿って同保護区内に滞留し、同保護区の計画管理に完全に適応することを目指す。 

 

第 III章 

 

野生動植物相の保全について 

 

第 23条 絶滅危惧動植物 絶滅の危機に瀕する動植物種、絶滅危惧種の救済および固有種の

保護に国家として緊急の必要性をみとめる。 

 

第 24条 絶滅危惧種一覧 CONAP は、絶滅危惧にあるグアテマラ野生動植物種、固有種およ

び絶滅危惧種ではないが、その利用および流通に承認を要する種の一覧を毎年作成する。改正、追加、

削除、保留または変更については、官報に公示する。 

 

第 25条 国際条約 共和国議会政令第 63-79 号、絶滅の恐れのある動植物の種の国際取引に

関する条約の付属書Ⅰ、Ⅱに掲げる動植物種の一覧は、協定当事国の承認に応じて、グアテマラの条約

管理当局が明示する保留を除き、グアテマラにおける正規一覧とみなす。改正、追加、削除、保留また

は変更については、官報に公示する。 

 

第 26条 絶滅危惧種の輸出 自然から採取した絶滅危惧に瀕する動植物の野生種を自由に輸

出および流通することを禁じる。認可を受けた個人または法人が管理された条件で繁殖させた第二世代

以降の個体に限り、法律の要求事項を満たした上で輸出することが可能である。この場合においても、

前条項に掲げる条約の規定が適用される。 
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第 27条 絶滅危惧種の規制 CONAP の一覧に基づき、絶滅危機に瀕する動植物種の採集、捕

獲、狩猟、漁獲、輸送、交換、取引および輸出を禁じる。ただし、種の存続、救済または保護上の事由

により、科学的に確認され、これらの行動のいずれかが必要な場合を除く。この場合、本法律第25条に

掲げる条約の規制も適用される。 

 

第 28条 禁猟 全国保護区審議会は、大陸部および島部を含めた全国土において禁猟を設定

する。必要があると認める場合は、公的機関および民間機関と共同でこれを実施する。実施手順は規則

に掲げる。 

 

第 29条 救済センター CONAP の常設プログラムとして機能する野生動植物研究救済センタ

ーを創設し、相応の技術資源および財務資源を適切に供給する。 

 

第 30条 植物および動物の持ち込み 保護制度下にある生態系に外来種を自由に持ち込むこ

とを禁じる。持ち込みが基本計画および現行作業計画に事前に規定されている場合、これを実施するた

めには、CONAP の承認を受けなければならない。同様に、いかなる国家機関または民間機関であれ、外

来魚を自然水域に放流する場合には、CONAP の認可が必要である。何らかの事由により、保護区に生息

する逃亡家畜については、当該保全区域の管理規定に準じる。 

 

第 IV章 

 

グアテマラ自然遺産保全に対する税制上の優遇措置 

 

第 31条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正)地租の免除 所有地を民間自然保護区に

供する者は、保護区に供する地所または部分への地租の支払いが免除される。免除期間はCONAP執行事

務局が発行する年間報告書が黒字である間については、無期限とする。 

 

第 32条 所得税の免除 保護区の調査、促進および整備活動に直接従事し、その活動により

課税所得を得る個人または民間法人は、年間所得税の支払いから、 大でその50％の控除を受けること

が可能である。前述の免除は、その他の特定の法律が付与する免除に付加される。 

 

第 III編 

 

野生動植物の合理的利用について 

 

第 I章 

 

野生動植物の利用 

 

第 33条 利用 本法律において、動植物の利用とは、適宜、野生の植物または動物の個体を

探索、収集、採取、繁殖、捕獲または死滅させるあらゆる行動をいう。 

 

第 34条 法の精神 動植物の利用に関して発布する基準および規定は、本法律第 I 巻に掲げ

る基本的原則に基づかなければならない。 
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第 35条 認可 本法律、その施行規則および関連法律により保護を受ける野生生物製品の利

用について、当事者はCONAPの当該認可を受けなければならない。 

 

第 36条 特殊利用 DIGEBOS (Dirección General de Bosques y Vida Silvestre: 森林野生

生物総局)が法的に認可する森林利用において、CONAPの許可を事前に取得すれば、植物および動物の採

集が可能である。DIGEBOSおよびCONAPは、この業務に関して常時緊密な連携を維持する。 

 

第 37条 狩猟権 動物の捕獲または狩猟を希望する国内居住者は、グアテマラ人または外国

人を問わず、当該免許を取得し、法律が規定する必要条件を具備しなければならない。 

 

第 38条 特例 わが国の動植物利用免許は、指示外の区域または個人の所有地において免許

所持者が同活動を実施することを認可するものではない。 

 

第 II章 

 

遊猟および遊漁について 

 

第 39条 猟区 現在、CONAP は、遊猟および遊漁を行うための時期、地理的場所、漁具、猟

具およびその他の必要条件を定める。 

 

第 40条 狩猟用私有地 CONAP は、規則に規定された必要条件を満たす場合、狩猟用私有地

を認可することが可能である。気温、獲物量および狩猟に必要なその他の事項は、CONAP が毎年認可を

行う。全国審議会は、民間部門と共同で猟区の設定を行うことが可能である。 

 

第 41条 猟具の所持 狩猟免許は、その名義人に鈍器、刃物類または火器を所持する権限を

与えるものではなく、その所持には管轄当局の特別認可が必要である。 

 

第 42条 禁止猟具 CONAP の承認を受けていない漁具または猟具を用いた遊猟および遊漁を

禁じる。 

 

第 43条 免許証の有効期間 狩猟および漁の免許証は指定期間中に限り有効であり、同期間

は各年の正式な狩猟期間および漁期間を超えることはない。使用後の免許証または失効した免許証は直

ちに返還しなければならない。 

 

第 44条 狩猟および漁の免許料 免許または漁の免許証の金額は、CONAP が毎年適正に規定

する。1枚の免許証は、家族3名まで有効である。 

 

第 45条 狩猟個体の料金 免許料に加え、免許を受領する際、狩猟者は捕獲を希望する各個

体および各種に対してCONAPが設定する料金を支払う。 

 

第 46条 免除 調査または生活のための狩猟および漁の免許料、ならびに捕獲した個体にか

かる支払いは免除される。 
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第 III章 

 

特別規定 

 

第 47条 調査の認可 CONAP は、調査に関して規定する基準に基づき、保護区内で行われる

あらゆる種類および区分の調査を認可または実施する。 

 

第 48条 保護区での狩猟 SIGAP保護区内および同保護区の緩衝地域での狩猟または採集は、

厳禁する。ただし、現行の基本計画および作業計画において許可され、当該活動の免許にその旨が示さ

れている場合はこの限りではない。 

 

第 49条 輸出許可割当 絶滅危惧種一覧には記載がないが、保護種一覧に記載のある狩猟さ

れた野生動物の輸出は、全国保護区審議会が各規則に規定する要求条件を満たしたうえ、年間または月

間割当枠内で可能である。 

 

第 50条 野生生物の輸入 野生動植物の輸入には、明白な承認が必要である。国際協定およ

び法律施行規則により、これに関する基準を定める。 

 

第 51条 野生生物の出荷規制 全国保護区審議会の執行事務局(Secretaría Ejecutiva)は、

不法取引とみなされる場合または本法律およびその施行規則の条項に違反するとみなされる場合は、自

ら一切の責任を負うことなく、グアテマラ国内で出荷された野生生物品、および輸送または移送の段階

を問わず、通過中の野生生物品の出荷を留保することが可能である。 

 

第 52条 野生生物の利用に関する基準 生死の別を問わず、野生植物または野生動物、その

一部分または派生物を切断、採集、狩猟、捕獲、輸送、業務所持、取引、調査または流通する活動に従

事、またはその実施を希望する個人もしくは法人は、全国保護区審議会の明白な認可を有さなければな

らない。各事例の必要条件は施行規則に掲げる。 

 

第 53条 野生動植物の繁殖 商業目的または増殖目的のため、野生動物または植物の繁殖に

従事するすべての個人または法人は、本法律、関係法律に規定された必要条件を具備し、CONAP が発布

する基準および規定を遵守しなければならない。 

 

第 54条 野生生物繁殖の監督 野生植物または野生動物の繁殖および流通に従事する企業は、

これに精通した専門家の監督を有さなければならない。 

 

第 55条 天然資源の保護 原生地域における天然資源利用権を有する者は、保護制度下にな

い地域においても、利用権が設定された区域内で、その従業員、使用人、利権者および部外者による不

認可資源の利用を防止する義務を負う。また、直接的または間接的に明らかに変化させられた群集また

は生態系を復元するとともに、浄化を行い、汚染された環境の質を回復させなければならない。 

 

第 56条 収集 動物園、曲芸団および博物館といった民間動物飼育施設、ならびに調査機関

は、CONAPの規制に準じる。 
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第 57条 非政府組織 SIGAP を構成する自然保護非政府団体は、特定の協定を締結すること

により、全国保護区審議会CONAPの代表代理人および執行代理人を勤めることが可能である。 

 

第 58条 観光 グアテマラ観光庁(Instituto Guatemalteco de Turismo: INGUAT)、文化人類

学歴史研究所(Instituto de Antropología e Historia)および全国保護区審議会は、保護区の開発なら

びに景観および自然・文化資源の保全と観光活動推進の整合性を図るとともに、これを 善の方法で実

現するため、それぞれの部局を通して緊密に連携する。 

 

第 IV編 

 

本法律の適用を監督する委任機関について 

 

第 I章 

 

全国保護区審議会およびその執行事務局について 

 

第 59条 全国保護区審議会の創設 共和国大統領府に直属し、法的責任を有する全国保護区

審議会を創設する。本法律での当審議会の略称は、CONAP または単に審議会とし、全国土、その海洋沿

岸および空域を管轄区域とする、本法律が創設するグアテマラ保護区システム(SIGAP)の監督および調整

を行う 高機関とする。自治機能を有し、その予算は国の年間割当金および個人、友好国、国際機関お

よび団体による特定寄付金の収益からなる。 

 

第 60条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) CONAP 執行事務局 CONAP はその政策決

定の実行および活動計画の実施のため、執行事務局を有し、その局長は共和国大統領が指名する。事務

局は、技術面および運営面において審議会の円滑な管理を行うために必要な下部機関により構成され、

少なくとも以下の部門を含む。 

 

a. 計画、調査および事業 

b, 野生生物および森林管理 

c. 保全区域運営 

d. 管理部 

 

第 61条 (共和国議会政令第110-96号により改正) 本部、支局および期間 CONAPはその本

部をグアテマラシティに有し、地方で直接的かつ分権してグアテマラ保護区システムの調整を行うため、

共和国内に地方事務所を設置することが可能である。 

 

第 62条 (共和国議会政令第110-96号により改正) CONAPの目的 全国保護区審議会の主な

目的は以下のとおりである。 

 

a. グアテマラの自然遺産の保全および向上を支援および促進する。 

b. グアテマラ保護区システムSIGAPの組織化、統率および推進を図る。 

c. グアテマラの生物多様性および再生可能天然資源の保全に関する国家戦略の計画、運営および

普及を図る。 
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d. 審議会の各実行機関を介して、国の野生動植物資源および生物多様性の管理を調整する。 

e. グアテマラが批准した国際法律文書に掲げる生物多様性の保全に関する規定の適用を計画およ

び調整する。 

f. 国内外の協力を基にした財務資源からなる、自然保全のための国家基金を設立する。 

 

第 63条 (共和国議会政令第110-96号により改正) 構成 国家保護区審議会は、その目的お

よび目標を達成するため、以下の機関の代表者により構成される。 

 

a. 国家環境委員会(Comisión Nacional del Medio Ambiente: CONAMA) 

b. 自然保護調査センター(Centro de Estudios Conservacionistas: CECON/USAC) 

c. 国家文化人類学歴史研究所(Instituto Nacional de Antropología e Historia: IDEA) 

d. CONAPに登録された天然資源および環境に関する非政府組織の代表1名 

e. 全国自治体連合(Asociación Nacional de Municipalidades: ANAM) 

f. グアテマラ観光庁IGUAT 

g. 農牧食糧省(Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación: MAGA) 

 

第 64条 会長 CONAP 会長は、国家環境調整役が務める。緊急時には、同者が適切と判断す

る審議会の一員にその職務を委任する。 

 

第 65条 CONAP 書記 審議会書記は、グアテマラ保護区システム執行事務局長が務める。同

者は、CONAPの部会に出席し、発言権を有するが、議決権はない。 

 

第 66条 CONAP における代表者 全国保護区審議会の構成機関は、各機関の 高権限者が指

名するそれぞれの役人または専門家による、審議員 1 名および代理人 1 名が代表を務め、 低任期は 2

年で再任可能とし、各機関の判断に基づき、もう一期延長が可能である。 

 

第 67条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 会合および採決 全国保護区審議会は

通常15日ごとに会合を開催し、会合が適切とみなされる場合またはその会長が必要と判断する場合は、

臨時に開催する。採決は、会合出席者の多数決で行われ、定足数は構成員4名とする。投票結果が同数

の場合、部会の議長が二重投票の権利を有する。 

 

第 68条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 部会への出席 全国保護区審議会の審

議員は、審議会の通常部会および特別部会に出席および対応し、これについてCONAP執行事務局は当該

報酬を決定し、予算をたて、給付する。 

 

第 69条 (共和国議会政令第110-96号により改正) CONAPの権限 全国保護区審議会の権限

は以下のとおりである。 

 

a. グアテマラ保護区システム(SIGAP)を介し、国の自然遺産の保全、保護および向上に関する政策

および戦略を策定する。 

b. グアテマラ保護区システム(SIGAP)の機能に関する規則および基準を承認する。 

c. 国際機関との協定および契約の裁定を承認する。 

d. 審議会の機関戦略計画、年間作業計画・プログラムおよび年間予算を承認する 
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e. 年間業務記録および審議会の年間予算決済を承認する。 

f. SIGAP保護区の利用管理権申請の承認、およびそのために規定する規則に掲げる基準が遵守され

るよう留意する。 

g. SIGAPの構成機関、特に国家環境委員会との緊密な調整および相互連絡を維持する。 

h. 保護区内をはじめとする国の天然資源の保全、保護および利用について、共和国大統領府およ

びすべての国家機関の諮問機関として機能する。 

i. グアテマラ保護区システム(SIGAP)の円滑な推進および機能に必要な役割 

 

第 70条 (共和国議会政令第110-96号により改正) 執行事務局の権限 執行事務局は、管理

執行当局として、以下の権限を有する。 

 

a. グアテマラ保護区システムおよびCONAPの技術および管理活動を統率する。 

b. 通常部会および特別部会を招集し、審議会長と相互合意の上、議題を提案する。 

c. 発言権は有するが、議決権のない書記として審議会部会に参加する。 

d. 審議会が承認する政策、戦略および指針の適用を図り、審議会が公布する決議および規定を実

施する。 

e. 要求を受けた報告書および職務上必要な報告書を審議会に提出する。 

f. 職権により、CONAPの各下部機関および職員ならびにSIGAPの各部の評価を行う。 

g. CONAP内において、グアテマラの生物多様性および保護区に関する、グアテマラ保護区システム

の情報処理体制を整備する。 

h. 購買受託法、またはこれに関するその他の現行規制で定める手順および基準に従い、CONAPの管

理費を承認する。 

i. CONAPならびに執行事務局およびSIGAP下部機関の円滑な機能に必要な規則を提案する。 

 

第 71条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 執行事務局長の資格 執行事務局長に

なるには、以下の資格が求められる。 

 

a. グアテマラ人であること。 

b. 大学を卒業し、学士以上の学位を有する専門職 

c. 保護区運営を専門とする者、または保護区管理および野生生物の保全の経験が 3 年以上あるこ

とを証明できる者。 

d. 公民権を享受していること。 

e. 聖職者でないこと。 

 

第 72条 執行事務局長の代理権 執行事務局長は、全国保護区審議会 CONAP の法的代理権を

有する。 

 

第 73条 CITES 当局 執行事務局長は CITES 条約の管理権限者である。適切と判断する学術

機関、および条約の機能を向上させるメカニズムを指定する権限を有する。 

 

第 74条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 執行事務副局長の権限 執行事務局長

は、副局長の補佐を受ける。副局長は、執行事務局長が指名し、同局長と同様の資格を有し、本法律施

行規則に定める特定の職務を担う。局長が一時的に業務不能である場合、業務遂行に障害を呈する場合、
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または不在の場合、副局長がその代理を務める。 

 

第 75条 (共和国議会政令第110-96号により改正) 記録 CONAPは、野生生物資源および保

護区の保全、合理的利用および円滑な管理に関し、以下の事項を含む必要な記録を定める。 

 

a. SIGAPの保全区の記録 

b. 国の野生動物の記録 

c. 皮なめし、剥製加工、野生動植物取引、職猟、野生動物の皮革加工、野生動植物の研究のいず

れかの活動に従事する個人または法人に関する記録 

d. 外来種の野生動物の記録 

e. 私有保護区の記録 

f. CONAPが必要と判断するすべての記録 

 

本法律施行規則により、前述の各記録に適用する必要条件および運用基準を定める。 

 

第 76条 免許証の発行 野生動植物製品の利用、狩猟、遊漁、輸送、業務所持、管理、輸出

および流通に関する免許の発行は、全国保護区審議会が行う。CONAP が発行するすべての免許証または

許可証は個人のものとし、他人への譲渡は不可とする。 

 

第 77条 人材の育成 CONAP は、野生動植物の取扱い、保全および管理を専門とする人材の

育成および教育のための継続的プログラムの手配を行う。そのためには、独自の方策に加え、国内外の

政府または非政府技術機関が供する訓練および支援のあらゆる可能性を活用する。現場で直接的に管理

および監視業務にあたる｢資源警備員｣の訓練および選抜には細心の注意を払う。 

 

第 78条 検査 CONAPの執行部および職制ならびに執行事務局は、SIGAPの各部ならびに野生

生物製品を取り扱う農産業団体および営利団体において検査を行う権限を有する。ただし、この職務を

遂行するためのしかるべき認可を受け、これに関する各規則の規定および法律に基づいて行う場合に限

る。 

 

第 79条 人員体制 審議会およびその下部行政機関で勤務する技術要員および管理要員の契

約は、国家公務事務所(Oficina Nacional de Servicio Civil)が規定する規則に基づいて行われ、機関

の各職に求められる専門性に関する必要条件を満たすこととする。 

 

第 IV章 

 

CONAPの経済財政制度 

 

第 80条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 予算 CONAP およびその執行事務局は、

原則として国の歳入歳出予算に定める通常予算および特別予算、ならびにCONAPの性質上適用される法

規定から発生する財源により、その年度予算を構成する。これに加え、下記から生じる固有資金からな

る。 

 

a. 現金または物品による、あらゆる種類の寄付として受け取る収入 
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b. あらゆる種類の購入債券または有価証券 

c. 国の出先機関またはその分権機関もしくは自治機関により移転された資産 

d. あらゆる債券で購入した資産 

e. あらゆる種類の不動産寄付 

f. 非私有地または国の他の機関に帰属する、グアテマラ保護区システム SIGAP の保護区域から生

じた収入 

g. CONAP執行事務局およびその技術・管理下部機関が直接組織する活動による財務成果 

h. グアテマラの現行法に違反しない、本項の規定以外のその他の収入 

 

第 V編 

 

違反および制裁について 

 

第 I章 

 

違反および犯罪行為 

 

第 81条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 違反行為について 野生生物および保

護区に関する違反行為は、以下の制裁を受ける。 

 

a. すでに失効している CONAP 交付の免許証の保持を正当化する事由がないにもかかわらず、その

返還を拒否した者は、100～1,000GTQの罰金の制裁を受ける。 

b. しかるべき認可を受けた全国保護区審議会 CONAP の職員または職制の職権による検査の実施ま

たは検査の要請に応じない者は、500～3,000 GTQの罰金の制裁を受ける。 

 

第 81条－2 国の自然遺産および文化遺産に対する法律違反 管轄当局が交付する免許証を所

持せずに、野生動植物種の一部分もしくは派生物を、その生死を問わず、切断、採集する者、または考

古標本もしくはその関連品の輸送、取引、流通または輸出する者は、5～10年の懲役および1万～20万

GTQの罰金による制裁を受ける。 

適切な認可を受けながら、同認可の制限を逸脱または違反した者は、同様の刑罰により制裁を受ける。 

 

第 82条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 動植物の違法取引 絶滅危惧にある野

生動植物製品、固有種およびCONAPが公表する絶滅危惧種一覧に掲げる種について、その生死に関わら

ず、個体の一部分もしくは派生物を不法に輸送、取引交換、流通または輸出する者は、5～10 年の懲役

および1万～20万 GTQの罰金による制裁を受ける。 

 

第 82条－2 保護区侵犯 不法な占拠、利用または営利を目的に、しかるべき告示を受けた保

護区内の土地を売却、貸付、または侵害した場合、保護区侵犯罪となる。本罪の正犯者は、4～8年の懲

役および3,000～6,000 GTQの罰金により制裁を受ける。 

 

第 83条 企業への制裁 野生動植物製品の取扱いの認可を受けるいずれかの企業が本章に規

定する違反を犯した場合、初犯時は罰金の倍加、再犯時は企業の閉鎖措置を制裁として科す。 
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第 83条－2 罰金 本法律の適用にあたって課される罰金は、保護区の取扱い、保全および管

理を専門とする人材育成および教育プログラムに充当される専用資金としてCONAP特別口座の専用基金

に入金される。 

 

第 84条 (共和国議会法令第 110-96 号により改正) 没収物 本法律および刑法に掲げる違

反のうち、ある違反の対象となったすべての野生動植物製品は、直ちにCONAPに寄託する。利用可能な

腐敗性物品については、CONAP が必要とする際に直接使用するか、あるいは適切とみなす機関へ引き渡

しすることができる。本法律に規定する犯罪および違反行為に用いられた銃具、車両、工具または機器

についても、同様に処理を行う。 

 

第 85条 初動 野生生物および保護区に関する違反事実により、損害が認められるすべての

人は、その事実の調査を行い、法に則って処理が行われるよう、CONAP へ申し立てを行うことが可能で

ある。 

 

第 86条 国家公務員の協力 国家公務員として勤務する職員および職制は、本法律の目的お

よび目標を 大限達成することを目指し、国家保護区野生生物審議会(Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre)に可能な範囲で協力する義務を負う。 

 

第 87条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 決議に対する異議申し立て 執行事務

局が公布する 終決議に対し、同事務局員に撤回の申し立てを提起することができる。同事務局員は、

自らの報告書とともに、申し立てを全国保護区審議会へ上申し、同審議会は法律の範囲内で解決を図り、

申し立ての対象である裁定を承認または撤回する。 

全国保護区審議会が発した決議の場合は、同審議会に対し変更の申し立てを提起することが可能であり、

審議会は提起された申し立ての内容を把握するため特別部会を開催する。この裁定が下りることなく 1

か月が経過した場合、申し立ては却下され、行政訴訟申し立てのための行政手段は尽きたとみなす。 

 

第 VI編 

 

暫定規定 

 

第 I章 

 

グアテマラ保護区システムについて 

 

第 88条 法定区 政令、勅令または行政合意により、本法律の発布日までに法的に設定され

た現在有効なすべての保護区は、本法律において完全に認定を受けるとともに、SIGAP を創設および構

成する上で根本的基盤をなす。SIGAPは本法律第75条に基づき、各記録に保護区の登録処理を行う。 

 

第 89条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 法的に告示されずに管理が行われてい

る保護区、またはその告示がどの法律にも含まれていないが、保護管理が行われている区域、または法

的告示のための調査が 終段階にある区域について、本法律により正式に設置の告示を行う。 
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保護区は以下のとおりである。 

a. バハ・ベラパス州(Baja Verapaz)プルルア(Purulhá)の｢マリオ・ダリ・リベラ｣(Mario Dary 

Rivera)ケツァル保全のための生物生息地 

b. ペテン州(Petén)のセロ・カウイ生物生息地(Biotopo Cerro Cahuí) 

c. イサバル州(Izabal)チョコン・マチャカス(Chocón Machacas)のマナティー保全のための生物生

息地 

d. ペテン州北西部のティグレ湖(Laguna del Tigre)－エスコンディド川(Río Escondido)生物生息

地 

e. ペテン州北部サン・ミゲル・ラ・パロターダ(San Miguel la Palotada)のエル・ソッツ生物生

息地(Biotopo El Zotz) 

f. メキシコ国境付近、ペテン州北部のナアチトゥン－ドス・ラグナス生物生息地(Biotopo Naachtún 

Dos Lagunas) 

g. アルタ・ベラパス州(Alta Verapaz)のラチュア湖国立公園(Parque Nacional Laguna Lachuá) 

 

第 90条 (共和国議会政令第 110-96 号により改正) 特別保護区 国内の以下の場所または

地域を保全保護区として告示する。 

 

1. ウェウェテナンゴ州(Huehuetenango)のヨルナバフ(Yolnabaj) 

2. ウェウェテナンゴ州およびキチェ州(Quiché)のクチュマタネス(Cuchumatanes) 

3. キチェ州のエル・カバ(El Cabá) 

4. レタルレウ州(Letalhuleu)およびサン・マルコス州(San Marcos)南沿岸地域のマンチョン－ウ

アムチャル(Manchón-Huamuchal) 

5. 国内南西部火山群のボカ・コスタ(Boca Costa) 

6. イサバル州のアラル山地(Sierra Aral) 

7. イサバル州のセロ・サン・ヒル生態系保護区(Reserva Ecológica Cerro San Gil) 

8. イサバル州北部のプンタ・デ・マナビケ(Punta de Manabique) 

9. イサバル州のサンタ・クルス山地(Sierra de Santa Cruz) 

10. イサバル州東部のエスピリトゥ・サント山(Montaña Espíritu Santo) 

11. アルタ・ベラパス州北部のチナハ山地(Sierra Chinajá) 

12. ペテン州のエル・ピノ・デ・ポプトゥン生態系保護区(Reserva Ecológica El Pino de Poptún) 

13. ペテン州メルチョル・デ・メンコス市(Melchor de Mencos)のイアクスハ－ヤロック国立公園

(Parque Nacional Yaxjá-Yaloch)の拡張地域 

14 ペテン州ラ・リベルタ市(La Libertad)およびサジャクスチェ市(Sayaxché)のイクスコチェ湖

(Laguna Ixcoché)アルタル・デ・ロス・サクリフィシオス野生生物保護地区および文化遺産

(Refugio de Vida Silvestre y Monumento Cultural Altar de los Sacrificios) 

15 アルタ・ベラパス州のセムック-チャンペイ天然記念物(Monumento Natural Semuc-Champey) 

16 トトニカパン州(Totonicapán)のマリア・テクン峰(Cumbre de María Tecún) 

17 チキムラ州(Chiquimula)イパラ市のイパラ火山(Volcán de Ipala) 

18 チキムラ州のフラテルニダ生物圏保護区(Reserva de la Biosfera Fraternidad) 

19 イサバル州北部サルストゥン川(Río Sarstún) 

20 チマルテナンゴ州(Chimaltenango)のテクパン連山(Montañas de Tecpan) 

21 サン・フランシスコ草原(Sabanas de San Francisco) 

22 国内のコニーデ火山からなる生態系保護区および天然記念物 
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23 チマルテナンゴ州のサカクサ(Xacaxá) 

24 イサバル州とサカパ州(Zacapa)の間に位置するアルタ峰(Cumbre Alta) 

25 ペテン州ドローレス市(Dolores)、ポプトゥン市(Poptún)およびサジャクスチェ市(Sayaxche)を

流れるチキブル川(Río Chiquibul) 

26 ペテン州のペルディーダ湖(Laguna Perdida) 

27 ペテン州サジャクスチェ市のサリナス川(Río Salinas)の湖 

28 ペテン州ラ・リベルタ市のサバナ・デル・ソス生態系保護区(Reserva Ecológica Sabana del Sos) 

29 チマルテナンゴ州のサン・ラファエル・ピスカヤ多目的地域(Área de Uso Múltiple de San Rafael 

Pixcayá) 

30 フティアパ州(Jutiapa)東部のギハ湖(Laguna de Guija) 

31 チキムラ州のチラマイ峰(Cumbre de Chiramay)、サン・イシドロコーヒー農園(San Isidro 

Cafetales) 

32 チキムラ州のラ・アラダ盆地(Valle de La Arada) 

33 サンタ・ロサ州(Santa Rosa)のアヤルサ湖(Laguna de Ayarza) 

34 アルタ・ベラパス州サン・クリストバル・べラパス(San Cristóbal Verapaz)のチック－チョッ

ク湖(Laguna Chic-Choc) 

35 レタルレウ州エル・アシンタル市(El Asintal)のアバフ・タカリク遺跡(Sitio Arqueológico 

Abaj-Takalic) 

36 ペテン州メルチョル・デ・メンコス市、フローレス市(Flores)、サン・ホセ市(San José)およ

びサン・アンドレス市(San Andrés)にまたがるリオ・アスル国立展望公園(Parque Nacional 

Mirador Río Azul) 

37 ペテン州メルチョル・デ・メンコス市、サン・ホセ市、フローレス市およびサン・アンドレス

市にまたがるウアサクトゥン－カルメリタ多目的保護区(Reserva de Uso Múltiple 

Uaxactún-Carmelita) 

38 これらの地域間で生物回廊の形成に資するその他の場所 

 

これらの地域は、調査、境界画定および管理カテゴリー指定を受けた後、本法律第12条に掲げるところ

に従い、保護区としての告示が行われる。 

 

第 II章 

 

終規定および廃止 

 

第 91条 CONAPの組織化と設置 財政省は、国家保護区審議会およびその技術・管理下部機関の組織化、

設置および業務開始のための要員に資金を充当する。合議体の 初の召集およびCONAPの正式業務開始

については、国家環境調整部がこれを行う。 

 

第 92条 認可の更新 本法律で規制される保護区および野生生物に関わるいずれかの活動を行った者

は、本法律の発効から60日以内にCONAP当局において、その認可、免許および許可の更新を行わなけれ

ばならない。 

認可の新規申請については、本法律施行規則が発効した後、直ちに行うことが可能である。 

 

第 93条 規則 本法律の総則は、本法律の公布から90就業日以内に発布しなければならない。 
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第 94条 廃止 本法律が施行された時点で、これに相反するすべての法律および規定は廃止される。 

 

第 95条 有効期間 本法律は、官報で公示された日より3日後に施行される。 

 

この公布および遵守のため行政府へ提出のこと。 

 

1989年 1月 10日グアテマラシティの立法府において発行する。 

 

アルフォンソ・アロンソ・バリジャス 

議長 

 

レオネル・ブロロ・カンポス・ペレス   カルロス・エンリケ・チャバリア 

書記官        書記官 

 

 

1989年 2月 7日グアテマラ国立宮殿 

 

公布および遵守のこと 

 

セレソ・アレバロ 

共和国大統領府事務総長 

ルイス・フェリペ・ポロ・レムス 
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政令第18-89号 

 

グアテマラ共和国議会 

 

前文 

 

保護区法を含む共和国議会政令第4-89号の発令にともない、全国保護区審議会に権限を付与する。同権

限は、共和国議会に専属的に帰属する。 

 

国土の大陸部および島部での禁猟の設定は、憲法上、議会に帰属する権限として法的措置に含まれなけ

ればならない。 

 

故に 

 

グアテマラ共和国憲法第171条 a)が付与する権限を行使し、 

 

以下のとおり発令する。 

 

第 1条 政令第4-89号の条項一覧に掲げる第1条 

第 2条 本政令は、官報に公示された翌日に施行する。 

 

この公布および遵守のため行政府へ提出のこと 

 

1989年 2月 22日グアテマラシティ立法府宮殿において発行する。 

 

ホセ・フェルナンド・ロボ・ドゥボン 

議長 

 

ラミロ・ガルシア・デ・パス・ツン クラウディオ・コクサフ 

書記官 書記官 

 

1989年 2月 28日グアテマラ国立宮殿 

 

公布および遵守のこと 

 

ロベルト・ビセンテ・カルピオ・ニコジェ 

大統領代理共和国副大統領 

 

ルイス・フェリペ・ポロ・レムス 

共和国大統領府事務総長 

 

 

 



－94－ 

政令第110-96号 

 

グアテマラ共和国議会 

 

前文 

 

多様な種が消滅し、その他の種も深刻な絶滅の危機に瀕するほど、グアテマラが有する生物多様性は明

らかに劣化しつつあり、その保全、回復および管理は社会面および経済面において持続可能な開発を成

し遂げるために重要である。 

 

すべてのグアテマラ国民の利益につなげるため、基本的生態系プロセスおよび生物の自然体系を 適に

機能させること、野生動植物の遺伝的多様性の保全を達成すること、国土全域において種および生態系

の持続的利用能力を備えること、国の自然遺産を守り保存すること、および国土に必要な保護区を設定

することを総合的目的とする保護区法が1989年 1月 10日に承認された。 

 

前述の法律の施行から7年が経過し、現状および将来の状況に対応した保護区の管理を目指すため、特

に管理面において同法を機能的かつ適用可能にするため、これを改正する必要性を宣する。 

 

共和国憲法第97条は、｢植物、動物、土地および水の価値の低下を防止しつつ、その使用および利用が

合理的に行われることを保証するために必要なあらゆる改正を公布する｣ことを定めている。 

 

故に 

 

グアテマラ共和国憲法第171条 a)が字義どおり付与する権限を行使し、 

 

以下のとおり発令する。 

 

共和国議会政令第4-89号｢保護区法｣の改正 

 

政令第4-89号条項一覧に掲げる第1条から第32条 

 

第 33条 規則 保護区法の総則は、本政令の公示より90日以内に、その規定に基づいて更新

しなければならない。また、その他の法律により承認された変更に従い、同法律の施行より90日以内に

調査および改正を行わなければならない。 

 

第 34条 国家的緊急事態 国は、以下の地区を保護区として緊急に告示する。 

 

1. イザバル州のセロ・サン・ヒル生態系保護区 

2 レタルレウ州およびサン・マルコス県の南部沿岸に位置するマンチョン－ウアムチャル 

3. イサバル州のプンタ・デ・マナビケ 

4. グアテマラ州(Guatemala)のアルクス山(Cerro Alux) 
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第 35条 本政令は、官報に公布された日より施行される。 

承認、公示および公布のため行政府に提出のこと 

 

1996年 11月7日グアテマラシティ立法府宮殿において発行する。 

 

カルロス・アルベルト・ガルシア・レガス 

議長 

 

エンリケ・アレホス・クロセ・ムラジェス   エフライン・オリバ 

書記官       書記官 

 

1996年 12月9日グアテマラ国立宮殿 

 

公布し遵守すること 

 

アルバロ・アルスン・イリゴジェン 

議長 
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資料5. 外国投資法仮訳 

 

 

政令 第 4-89号 

 

グアテマラ共和国議会 

 

考慮事項 

 

グアテマラ共和国憲法にしたがって、資本形成、貯蓄、及び投資を保護し、国内外の資本投資を促進す

るために、適切な条件を創設することは国家の基本的義務である。 

 

全ての生産部門における発展と国内投資の強化のために、技術移転、雇用創出、国内の経済成長と経済

の多様化を促進することを目的とし、外国投資を振興、促進する必要がある。 

 

投資面においてグアテマラ国家は、原則的に国内投資家と外国投資家の取扱の完全な同一視に基づく法

制度を持つことで特徴付けられるが、その体制を取り扱う基準が散在していることから、それらを秩序

立て、一つの法律に組織立てることが適切である。 

 

外国投資に関する概念を一つの法律に組織化することに加えて、本法を通じて、上述の考慮事項に述べ

た目的の効率的な履行に寄与する外国資本の誘致達成を、より有利に進める制度の創設を目指しており、

もはや必要性も正当性も認められない外国投資のみに適用される制限または規制を含む法的措置を排除

する。 

 

よって 

 

グアテマラ共和国憲法第171条 a)項が付与する権限を行使して、以下を制定する。 

 

外国投資法 

 

第Ⅰ章 一般規程 

 

第 1条 本法の目的のための用語定義 

1. 投資：財の生産、中継または加工に向けられる全ての活動、並びに、全ての種類の財産または権利

を通じてのサービスの提供または仲介を意味し、常に、該当する法律と規則にしたがって遂行され

るもので、特に以下のものが挙げられるが、その他のものを排除するものではない： 

国内法にしたがって設立または組織化された会社における、あらゆる比率での株式、分担金、及びそ

の他のあらゆる参加形態。 

a) 債券、あるいは、その他あらゆる経済的価値を持つ賃借物。 

b) 動産、不動産及び不動産に関する権利。 

c) 知的所有権、及び工業所有権。 

d) コンセッション、あるいは、経済的または商業的活動を行うために、法律または契約によって付与

されたコンセッションに類似する権利。 
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2. 外国投資：外国投資家によって行われる国外からグアテマラ共和国への全ての種類の資本移転を意

味するあらゆる種類の投資。本概念の中には、投資を通じてグアテマラにおいて発生したあらゆる

収入または資本についてのグアテマラ領土内への再投資も含まれる。 

3. 外国投資家：外国の自然人、外国法人、あるいは、当該国の法律にしたがって合法的に設立された

法人格を持たない外国組織で、直接、もしくは、グアテマラ人またはグアテマラ法人との何らかの

形での合同または契約を通じて、グアテマラ領土内において外国投資を行う者。 

4. 資本：外国投資家にとって経済的価値を有する全ての種類の権利、財産及びその他の資産。 

 

第Ⅱ章 投資の取扱い 

 

第 2条 適用基準 

グアテマラ国家は外国投資を振興し、促進する。外国投資家とその投資は、主として本法の規定により

規制される。外国投資が特別法の存在する国内経済分野で行われる場合は、外国投資家はそれらの規定

も遵守しなければならない。また、外国投資家はグアテマラ共和国領土内での全ての一般的な法規定の

対象となり、法律がグアテマラ人投資家に与える権利と権利を行使する手段を等しく享受する。 

 

第 3条 完全な平等 

経済活動の展開において、外国投資家に対しては、国内投資家に付与されるものと同じ取り扱いが与え

られ、それゆえ、国内投資家に対するものと同一の条件を享受する。外国人投資家とその投資に対する

全ての差別行為は禁止されている。また、本法は投資元に関係なく全ての外国投資に平等に適用されな

ければならない。ただし、上述の全ての規定にかかわらず、憲法または特定の経済活動に限定して規制

を行う法律によって規定された制限、もしくは、関税同盟及び経済共同体または自由貿易の市場・共同

体・地域を形成するための条約あるいは協定において、グアテマラ国家に課せられた義務から派生する

特定の外国投資家に与えられる取扱いについてのみは、例外となる。 

 

第 4条 参入 

外国投資家は国内におけるあらゆる経済活動の展開、及びグアテマラの法律にしたがって組織される営

利会社にいかなる比率でも資本参加することができる。ただし、上述の規定にかかわらず、経済活動の

展開のために特別に適用される法律にしたがって、グアテマラ人とグアテマラ法人によって出資されな

ければならない資本金に関しての全ての要求事項のみは例外となる。いかなる官僚または公務員も、法

律に明示されていない、いかなる要求事項、条件もしくは必要事項の履行を請求することはできない。 

 

第Ⅲ章 保証と権利 

 

第 5条 私的所有権 

外国投資家に対して、その投資の所有権についての完全な権利、使用、享受、享有と支配が認められ、

その所有権は憲法と法律がグアテマラ人に課すものと同一の義務と制限のみの対象となる。 

 

第 6条 収用 

国家は公共の利益、社会的恩恵または社会的利益が然るべく確証された場合を除いて、直接、あるいは

間接的に外国投資家の投資を収用することも、投資の収容と同等の効果を持つ手段を採用することはで

きない。 
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投資の収用に関するいかなる手段も、全ての場合において、非差別の原則に基づいて、合法性を以って、

事前の実効的な補償を通じて実行されなければならないが、グアテマラ共和国憲法に規定されている事

前補償に関する例外的措置についてはこの限りではない。 

 

第 7条 商業の自由 

商業上正当な財産とサービス及び国内での外国投資家の十分な活動の展開のための必要なものの輸出入

は完全に保護されており、当分野でグアテマラ人に適用される法的規準及び規則は遵守されなければな

らない。国際的なレベルでグアテマラ国家に課される法的義務にしたがって、特に商品について、商業

の規制と歪みをもたらす可能性のある投資分野での手段を課することはできない。同様に、外国投資に

よる設置または保全のための条件等の調達についての必要事項を課すこと、また、強制的な技術移転や

特定数の雇用創設を課すことも禁止される。前述の規定からは、会社の経営上層部を形成しないグアテ

マラ人の雇用義務についての労働関連法の諸規定は除外される。 

 

第 8条 外貨へのアクセス 

外国人投資家は、為替に関する特別法の規定にしたがって、国内投資家と同一の条件で、利用可能な外

貨を自由に売買し、自由に兌換することができる。外国投資家は、とりわけ、以下の事項を自由に実行

できる。 

a) 投下資本に関連した外国送金。解散、清算、または外国投資の自主的売却による外国送金。 

b) 国内で発生したあらゆる利益または収益の送金。 

c) 配当金、外国で締結した債務、それにより発生する金利、ロイヤルティと技術援助の支払いと

送金。 

d) 収用に対する補償金に関連した支払い。 

 

第 9条 投資保険 

グアテマラ国家により然るべく締結、承認、批准された二国間または多国間協定あるいは条約に保証さ

れた外国投資のための非商業リスクについての保険は、それらの国際協約と協約から派生し得る国内法

または国内規則の基準または規程によって統制される。 

 

第 10条 二重課税 

グアテマラ共和国憲法にしたがって、外国投資についての没収徴税、国内における二重または多重課税

は禁止されている。国外における二重課税は、グアテマラ国家と諸外国とが該当分野で締結している条

約や協定に従う。 

 

第 11条 紛争の解決 

グアテマラ国家により然るべく締結、承認、批准された国際協定または条約が認めている場合は、外国

投資家とグアテマラ国家、官公庁、その他の政府機関との間での投資分野において発生した紛争は、国

際協定または条約及び国内適用法の規定にしたがって、国際裁判所もしくは該当する紛争解決のための

その他の機構に委ねることができる。 

 

第Ⅳ章 投資のための単一窓口局 

 

第 12条 担当当局 

本法規定の目的のため、その履行を監視するための当局は、政令第532-92号によって設立され、該当規
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則に定められている権限と機能を有する、経済省の投資のための単一窓口局(Ventanilla Unica para las 

Inversiones del Minsterio de Economía)である。 

全ての政府機関は国家の発展に貢献する投資促進活動を一元的に行うために、本局に協力しなければな

らず、外国投資について知りえるあらゆる事項を知らせなければならない。 

 

第 13条 資金 

良好な稼動と義務の履行を保証するために、投資のための単一窓口局が備える資金は以下のものである。 

1) 事業と活動の年間経費は、国家歳出入一般予算で交付される予算で賄われる。 

2) 国内外の個人及び法人の寄付と自主的出資金。 

3) 提供業務のサービス料から創出される基金。 

 

第Ⅴ章 終規程 

 

第 14条 施行規則 

本法施行後2ヶ月以内に、行政府は本法施行規則を公布しなければならない。 

 

第 15条 廃止 

以下の政令と法規定が廃止される。 

1. 住宅建築のための私的外国投資法、政令第388号。 

2. 共和国議会政令第253号及びその改訂 運送法 第11条、。 

3. 共和国議会政令第41-92号 衛星及びケーブル配線経由信号使用と入手規制法 第5条。 

4. 政令第433 号とその改訂 ラジオ通信法 第 9条。有効期限内の個人または法人によって取得された

全ての権利の法的有効性は保たれる。 

5. 政令109-83号とその改訂 炭化水素法 第59条。同法令第59条を規制する政府規則第9-86号。 

 

第 16条 共和国議会政令第1441号とその改訂 労働法 第13条 第四段落が以下のとおり改訂される。 

｢本条の規程は企業の代表(grentes)、役員(directors)、取締役(administradores)、スーパーバイザー

(superitendentes)、管理職(jefe generales)は適用されない。｣ 

 

第 17条 共和国議会政令第529号とその改訂 収用法 第10条が以下のとおり改訂される。 

｢第 10条 補償は、財産の価値及び収用の結果生じる全ての損害、落度、出費として所有者が満足する

もので、収用日または損失の日以降から実際の補償支払日までの支払遅延に対する金利支払いを含むも

のとする。本条記載の金利支払いの目的のため、当該金利は決定日前日の諸銀行で発表される金利の平

均と等しいものとする。金利の発表が無い、または、疑問や相違がある場合は、銀行監督庁

(Superintendencia de Bancos)に情報の申請をし、そこで示された値が確定的性格を持つことになる。 

 

第 18条 共和国議会政令第14-70号 第 5条が以下のとおり改訂される。 

｢第 5条：農牧食料省が付与する漁業特別ライセンスは以下の3種類となる。 

1) 漁業ライセンス・タイプA：漁業または漁獲物輸送に従事している国内及び外国の自然人または法人

が、グアテマラ船籍の船舶を用いて準備のために国内港で漁獲物を降ろし、その後、全部または一部の

輸出を行うためのもの。 

2) 漁業ライセンス・タイプB：漁業または漁獲物輸送に従事している国内及び外国の自然人または法人

が、グアテマラ船籍と外国船籍の船舶を用い、準備のために国内港で漁獲物を降ろし、その後、全部ま
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たは一部の輸出を行うためのもの。 

3) 漁業ライセンス・タイプC：国内及び外国の自然人または法人が、漁獲物を直接、新鮮な状態で外国

市場に送る目的で、外国船籍の船舶を用い、共和国領海内での漁業または漁獲物の輸送に従事するため

のもの。 

 

第 19条 共和国議会政令第253号 運送法 第4条が以下のとおり改訂される。 

｢第 4条 乗客あるいは貨物輸送の公共サービスは、国内及び外国の個人によって提供される。さらに、

当該公共サービスは、その資本金の 51％以上がグアテマラ人株主によって出資されている場合に限り、

法人によって提供される。 

上述の規定に関わらず、外国投資家は、以下の規定にしたがって、当該活動に従事している法人に出資

または投資することができる。 

1.2001年 1月 1日以降、該当資本金の51％まで。 

2.2004年 1月 1日以降、資本金合計の100％。 

 

第 20条 共和国議会政令第29-89号 輸出及びマキラ活動振興開発法 第22条を改正した共和国議会政

令第117-97号 税務及び財政における免除、軽減及び控除の廃止法 第12条が以下のとおり改訂される。 

｢第 22条 経済省は監査報告書を基に、監査報告日から15日以内に、申請された評価が妥当であるか否

かについて裁定を下す。｣ 

 

第 21条 その他の規程 

本法のいかなる規定も、以下の法律または規則に記載されている外国投資に関する必要事項または規定

の有効性と適用に影響を与えるものではない。 

1) 共和国議会政令第101-96号 森林法 第27条。 

2) 共和国議会政令第29-89号とその改訂 商法 第8、213、214、215、216、217、218、219、220、221、

352、354、355条。 

3) 政令第22-86号 移民及び居留外国人の法律。 

4) 共和国議会政令第29-89号とその改訂 輸出及びマキラ活動振興開発法。 

5) 共和国議会政令第65-89号 フリーゾーン法 第21条。 

6) 国内銀行、外国銀行の支店、既設銀行の支店と代理店の認可と設立のための規則。 

7) 政令-法律第473号 保険法第1条 終段落。 

8) 政令-法律第208号とその改訂 金融機関法第2条。。 

9) 共和国議会政令第49-79号 追加登記法 第2条。 

10) 共和国議会政令第38-71号及び48-72号を改訂する共和国政令第118-96号 第 1条及び第2条。 

本法、特に本条のリストで個別に記載されていない、経済活動を展開する外国投資家または外国投資の

みに適用されるその他の制限、必要事項、あるいは条件は、本法施行時点で廃止される。 

 

第 22条 本政令は官報公布の8日後に施行される。 

 

承認、公示および公布のため行政府に提出のこと。 

 

1998年 2月 24日グアテマラシティ立法府宮殿において発行する。 
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