
平成2 1年度

第１号

チリ共和国の投資環境調査

2009年

平成22年7月

 

戦 略 的 鉱 物 資 源
確 保 事 業 報 告 書

内 部 資 料

平
成
　
年
度
情
報
収
集
事
業
報
告
書
　
第
　
　
　
４

17

19

－
　
　
　
　
　

　
　
我
が
国
企
業
が
参
加
す
る
主
要
な
海
外
ベ
ー
ス
メ
タ
ル
鉱
山
の
動
向

平
成
　
年
　
月

18

８

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス･

金
属
鉱
物
資
源
機
構

号



 

序 文 
 

 

 チリ共和国は国土の北半分が世界有数の斑岩銅鉱床帯であり、また第Ⅲ州を中心に酸化

鉄銅・金鉱床も多数賦存する。この地質鉱床学的な銅資源ポテンシャルの大きさと、1990

年代より整備されてきた鉱業投資環境により、世界で 大の銅鉱石の埋蔵量と生産量を維

持している。2009 年の銅生産量は対前年比％減の 538 万 t で、世界の銅生産量 1,570 万 t

の 33.9％を占めた(シェア第1位)。また、銅以外の鉱物資源生産の2009年の世界ランクは、

モリブデン(3 位)、レニウム(1 位)、金(14 位)、銀(4 位)、リチウム(1 位)となっている。

チリ中央銀行によると、2009 年のチリ GDP の内、15.6％を鉱業部門が占め、その額は 269

億 US$に上る。 
  

本報告書はチリの鉱業投資環境について、チリ鉱業に詳しい CESCO 理事 Juan Carlos 

Guajardo 氏と鉱業専門弁護士 Jose Manuel Borquez 氏の原稿を元に、JOGMEC サンティアゴ

事務所がとりまとめたものである。 
  

第 1 章はチリの鉱業政策の現状についてであるが、これまでの歴史・経緯を踏まえた将

来展望についても付け加えた。第 2 章は鉱業省、鉱業関係機関、及び関連省庁についてま

とめた。第 3 章は鉱業権、鉱業法を中心とした鉱業関連法令についてまとめたが、チリ共

和国憲法における鉱業の位置付けについても言及した。第 4 章は外国投資関連法令につい

て、第 5 章は租税法について、第 6 章は労働法について、第 7 章は環境関連法令について

まとめた。 後の第 8章はチリ鉱業の現在の問題点を列挙し、今後の課題としてまとめた。 
  

2010 年 1 月に OECD 加盟国となり、3 月には閉山法が国会で承認されたチリであるが、3

月 11 日に就任したピニェラ大統領による新政権の下、これからも環境と調和した鉱業の発

展を目指すと考えられる。 
  

本報告書が、我が国民間企業によるチリへの更なる鉱業投資の参考になれば幸いである。 
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1. 鉱業政策 
 

1-1. 現状及び将来の政府の見通し 

基本理念(政策)、中長期的な展望 

チリでは 20 世紀の間、鉱業に対して大きな影響を与えた大規模な政治変革が起きた。

1970 年以前は、外資系鉱山企業に対する税制及び鉱業セクターに於ける国家権力の度合い、

そして鉱業は国の発展に十分な貢献をしていない孤立した領域との認識が持たれていたこ

とが鉱業の重要課題であった(Meller,2000)。 

鉱業に対するこれらの認識は、後にチリ銅公社(Corporación del Cobre de Chille: 
CODELCO)の設立を促す要因となった外資系の大規模鉱山会社によって編成された大規模銅

鉱山会社(GMC)の国有化に伴い変遷を遂げた。しかし鉱山会社の国有化は前述の鉱業課題

の部分的改善とはなったものの、その後も 30 年以上にわたりチリの鉱業政策に於ける課

題として残っている。 

ここ数十年の間、チリが採用している政治経済のモデルは、国の優位性に関して比較的

早い発展を実現させるための環境を整え、天然資源の生産利用拡大を進めてきた。同時に

林業、漁業、養殖業、生鮮果実及びワイン産業などチリの生産能力の多様性も見られ、過

去には鉱業セクターのみが国際競争の場で地位を占めていたが、 近ではそれらの産業も

上位に上りつめてきた。 

これらの要素から、国の成長が近年の世界的高度成長期にあって系統的に加速している

ことが判る。さらに、チリが競争力や組織力、統治能力、統合性及びその他の面で高い位

置にたつことは国際的経済指標によって数多く立証されている。 

近の重要なマクロ経済政策は、中長期的な経済状況を勘案した財政支出といった財政

上の規制である。これは経済の不安定化を抑え、財政政策から予測不能を撤回し、長期に

わたる社会投資計画の保証など力強い景気安定化対策の促進に繋がっている。 

 

外国投資 

チリ政府は 1970 年代半ば以降の当国の発展に於いて重要な位置を占め始めた海外投資

の復帰を促すため、数々の法的規制緩和を強いられた。この背景の下に、また鉱業規制に

関するその他の主要改正に付け加え、政府は新しく外国投資法(法令第 600 号,1977 年)を

施行した。本法律では(海外投資家と国内投資家との間の)同等の扱いもしくは無差別化、

3 年後の資本送金の権利(1998 年条項削除)、外国為替市場へのアクセス権、 長 20 年に

及び所得税として 42％を納める固定税率の選択権、オフショア口座で外貨預金を海外に保

有、損失繰り越し、加速償却の優遇及び全投資額の 25％といった必要 小率の金融資産と

いった優遇措置によって外国資本投資を容易にした。 後に、(中央銀行外国為替規則)第

19 条に定められる負債利用は 1987 年に鉱業セクターの海外投資家も含まれたが、1990 年

代に撤回された(Meller, 2000)。 

これらの優遇措置は、投資家を魅了するには十分とは言えず、国の政治的リスク要因を

高めるのみであった。しかし、1990 年に民政に復帰して始めて、安定した有意義な海外投

資が確保でき、鉱業に関する外国投資額は 200 億 US$にまで増大した。 
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図 1. DL600 法による鉱業と国全体の海外投資の実現化 

1974～1989 年期及び 1990～2008 年期の比較 

 

 

制度と政治の安定によって、これまで未開拓であったチリに潜在する豊富な地質ポテン

シャルへの道が開け、今まで未開発であった鉱物資源は世界クラスの鉱床へと生まれ変わ

った。これらの大規模鉱床で 新技術を用いた鉱山開発が行われ、高い利益と生産性が生

み出された。この事実が投資がそのように短期間に(1990～2006 年)集中した要因であるこ

とを示している。 

鉱業セクターは海外投資の中心に上り詰めた。1974～2008 年の間、同セクターは海外総

投資額の 34％を占めるまでとなり、その後に電気、ガス及び水のインフラ・セクターが全

体の 21％と続く(2009 年海外投資委員会)。 

その結果、民間鉱山企業は 1990 年以来、年率平均 16％で成長し、今日、国内の銅生産

全体の 73％(2008 年)を上回る実績を収めている。 

チリの発展に繋がる民間鉱山企業の納税に関する議論は、21 世紀に入り国の 重要課題

となり、2005 年には鉱業活動に対して特別税の支払いを命ずる法律第 20026 号が施行され

た。同法は年間 50,000t 以上の銅精鉱の収益もしくは相当額のその他の鉱産物の収益に対

して 5％の徴税を課すものである。 

しかしながら、この鉱業特別税は(法的には鉱業ロイヤルティではなく、税収 5％の鉱業

特別税Ⅱ.A)技術革新と鉱業の振興強化を考慮して設立された。同制度に関しては、鉱物

資源は再生不可能であるため、資源が枯渇した場合の国の発展持続性につながる道を模索

することが 重要事項であるとの考えによって設立されたものである。この税制はおそら

く立法化された鉱業制度の中でも大きな位置を占める改正法であろう。 

1990 年代に於けるチリの民間鉱山企業の発展は、政治バランスの確保のために結成され

た『民主主義のための政党(Concertacion de Partidos por la Democracia)』と称する新

政党連合の努力の成果といえる。軍政から民政への移管といった脆弱時期にあって不安定

であった政治情勢に立ち向かうためには必要とされるバランスであった。政権交代後の政

治的安定を実現させるには構造改革の如何なる調整をも必要とされた。特に海外投資に係

る事項において鉱業指針を劇的に変えることは、実際にコンセンサスの無い状況であった

経済モデルの大きな変革を意味する(Guajardo, 2007)。 
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現鉱業政策の起点 

国営化が行われた後の鉱業に対する政府の定義付けは、民主主義から生まれた自由主義

のビジョンと、鉱物資源を戦略物資と考え、国の財産を守るといった保守的な軍人グルー

プのビジョンとの相対性から生まれた。その不安定な政治は、1980 年に鉱業省の大臣とし

て Jose Piñera 氏が任命されるまで続いた。同相は、より多くの民間企業の参加による鉱

業部門の改革を望んでいた。しかし、1980 年の憲法は鉱業により生ずる富は国家に帰属す

ることを再確認するものであった。1980 年憲法は軍政にとってキーとなっており、政治的

理由からも Piñera 氏が 1980 年憲法を変える余地は無かった。同相はこのジレンマを、

1980 年憲法を変えることなく、1981 年の鉱業権に関する憲法基本法第 18097 号法令を制

定することで解決した。この法令は、鉱業による豊がチリ国家に属するとの宣言にもかか

わらず、民間企業が探鉱して採掘する鉱業権を持てることを許可した。この変革が、多く

の手続き面を調整した 1932 年鉱業法にとって代わる『鉱業法』制定を導いた。 

この法律の抜本的改正に加え、海外投資に関する前述の規定もかなり重要である(1977

年法令第 600 号及び 1987 年改正法)。 

1990 年(詳細には 1992 年)以来、過去 10 年間に築き上げた政治と制度の安定が両立し、

初めて鉱業投資が開始され天然資源開発に一層拍車をかけた。民間鉱山開発は、1990 年以

来、年率平均 16％増を示し、今日では国内銅生産の 70％を占めている。 

 

民主主義のための政党(Concertacion de Partidos por la Democracia)による政治 

チリが民主主義へと復帰した 1990 年当時、ほとんどの国では経済政策の方針を『ワシ

ントン・コンセンサス』の考えをベースとしていた。そして 1990 年から統治し始め、以

前の軍事政権の視点とは異なる政治的見解を支持する民主党の政党連合(民主主義のため

の政党：Concertacion de Partidos por la Democracia)のエリート集団もこの政策を導

入した。このイデオロギーの再生は海外の投資家に対し、まさに有益な見解をもたらした

と同時に、CODELCO 事業の必要性といった政府の成功を確保する結果となった。 

この政治的方向性は、国が経験した批判的な政治や民制への復帰といった脆弱時期が功

を転じて改革者の安定に向けた強い意志を抑制し一層の強固を可能とした。 

Meller(2000 年)によって主張された 1973 年以前の鉱業 3 大政策である、①外資系大規

模産銅企業への税制、②銅部門の意思決定の管理並びに③銅資源開発の特質に関しては、

1990 年後半まではあまり表面化していなかった。 

 

持続可能な開発 

これまで認知されずにいた問題が、1992 年に開催された環境と開発に関する国連会議で

発表された。その中では社会、環境そして経済の間のバランスを強調した政治活動へ焦点

をあてる｢持続可能な開発｣の概念が頑なに強要された。この道標が、数々の社会制度が数

十年間にわたり、単に経済だけを重視した開発モデルに挑戦すべく取り組んできた活動に

終止符を打った。  

鉱業の場合、国営企業が何年もの間に蓄積された複雑な問題の取り扱い、その結果とし

て特に硫黄回収率を平均して 19％から 80％を超えるレベルに向上させた製錬業に関しては

多額の投資を強いられた。さらに、1990 年の間に具体化された大規模な民間鉱山プロジェ

クトは公的機関の対応を迫ったが、鉱山会社の間では環境影響調査を自発的に提出するや

り方が一般的であった。 

環境賠償責任に関する問題も重要課題として残されている。鉱山開発計画に資源が枯渇

した後の対処も含み、それによってすべての責任が課されるといった閉山に関する法案の

早期成立が求められる。その結果、 環境賠償責任を無視してきた鉱山企業も休廃止鉱山

の環境対策と向き合うことになる。チリにある 658 の尾鉱堆積場のうち 28～40％が放置さ

れており、OECD-ECLAC(経済協力機構並びに国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員
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会)(2005 年)の統計によると、8％が受け入れ難い状態、14％が受け入れ難いに近い状態、

そして 15％は劣悪な状態である。 

環境に関する NGO の活動は経済その他の分野では、かなり積極的であるが、今のところ

鉱業においてはその影響は限定的である。しかしながら、チリ第Ⅲ州とアルゼンチン San 

Juan 州国境沿いの Pascua Lama 金・銀プロジェクトに関する 近の議論に係るマスコミ報

道は、同プロジェクトに反対する国際的な環境団体を刺激しているものと見られる。 

 

生産クラスター 

チリ鉱業において提示された重要課題は、国際的競争率を発揮しながら、鉱業活動に関

連した商品やサービスを生み出す能力を促進する試みである。『チリは鉱業を輸出する』

と題した計画は、採鉱活動のみに留まらない国の生産能力に焦点をあてた計画である

(Valenzuela, 1993)。 

近の動向として国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLAC)の生産ビジネス開発

部門(the Division of Productive Development and business)が促進する、『生産連鎖

とクラスター(生産クラスター)』に関して議論されている。 

 

安定性 

鉱業政策を議論するにあたり重要視されるその他の側面は、コモディティ価格の変動が

もたらす影響である。 近の銅市場に於ける目覚ましい特徴として、幾つかの記録を含む

銅の高値が数年続いたが、2009 年 9 月現在では価格が低迷期からの回復期にあることを示

していることである。 

チリでは構造的財政収支施策の採用によって、世界経済に国の名を高く誇示し、国が誇

る輸出品としての銅に対する価格変動の影響を 小化するなどの実績を上げた。この財政

収支策は財政責任法(Fiscal Responsibility Law)によって改善され、どちらも 2001 年以

降の国の財政政策の柱となっている。 

チリで採用される構造的財政収支は、中央政府歳入の定義付けとなる次の 3 大マクロ経

済変動が与える影響から孤立している。 

 ① 経済活動(GDP の潜在成長率) 

 ② 銅の基準価格 

 ③ モリブデン価格 

 

この指標は、GDP がその傾向を維持し、銅及びモリブデンの価格が中期的価格であった

場合に、中央政府の予算支出を反映する。 

簡潔に述べると、この法律は永続的な歳入から循環的な要素を持つ歳入を除外すること

ができる。それによって、国の収支レベルを定義する堅固な基盤が形成出来る。このメカ

ニズムを通して、公共支出、本質的には社会保障及び投資費用は経済サイクルの変動並び

に銅及びモリブデン価格の変動から除外される。 

この政策のその他の重要な特徴は、3 大変動の内の 2 つ、銅価格と GDP 潜在成長率の傾

向は、独立した専門家団体によって定義されることである。 

法律の適用もその手順や効率性の強化をさらに高めている。それらには IMF ガイドライ

ンに則った方法論の改訂(2004)、民間鉱山企業の所得税の導入及びモリブデン相場の導入

(2005)、そして鉱山活動に対する鉱業特別税の導入(2006)が含まれる。 

歴史的に、銅価格の低迷は物価の下落傾向を指し、銅鉱業の生き残りの可能性までが問

われるというまさに絶望的展望に追い込まれ、将来の銅需要促進に対する懸念を膨らませ

る。特に世界の産銅メジャーによって構成される国際銅連合(ICA)で『硝酸塩シンドロー

ム』の回避を提唱した CODELCO の干渉にも反映される。 
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また、こうした見通しを基に、チリが全世界の 3 分の 1 を占める産銅国である事実を利

用して、生産を制御し国際銅価の値上げを画策する動きも見られる。CODELCO や BHP 

Billiton その他の大規模鉱山企業が頻繁に行うそうした一時的減産の影響について、今で

も議論されている。 

さらに、銅輸出国政府間協議会(CIPEC)の経験を再現しようと石油輸出国機構(OPEC)が

実施している様に、各国政府の協調的な取り組みが必要であることも討議されている。 

近年では世界のほとんどの生産は民間企業の手中にあるため、こういった取り組みは不

可能ではあるが、国際市場の制御を実現させた再国営化を訴えるチリでは可能な取り組み

である。 

ARCIS 大学の関係者(Caputo, 1996 及び 2001)は、1998～2003 年間に起きた銅価格の低

迷期に関し、1990 年の投資ブームでチリが過剰生産したことが原因であるとした。2003

年後期に急変して価格の上昇が起こったことはこの仮説に対する確実性を欠くが、チリの

銅ブームが他の鉱業国の供給の伸びを抑制することは、ここ 3 年にも見られた難題の回答

となり、記録に残る銅の高価格に対しても説明が付く。 

 

鉱業収入及び税金 

前章でも述べたように、鉱業収入と税収がチリ鉱業政策の中心的存在となっており、中

でもチリで大規模鉱山開発事業を営む海外資本の存在は重要な位置を占めている。 

一方、民間鉱山企業への徴税は十分とは言えず、企業は非常に高い収益を得ているとの

国民の認識から、特に 1997～2001 年間に激しく議論が繰り広げられた(Lagos 他、2001)。 

当時行われた複数の調査により、チリは鉱業への課税負担が非常に軽い国であることが

明らかとなり(Colorado School of Mines, 1997, Frase Institute, 2001, otto, 1997)、

その結果、ARCIS 大学の関係者並びにチリの上院議員らが打ち出した計画である、『民間

鉱山企業への鉱業特別税(ロイヤルティ)の適用』を要請する見解を高める手助けとなった

(Lavandero, 1999)。 

民間鉱山企業の貢献に関連付けて、高レベルの剰余金を生み出し、国庫納付する

CODELCO の財産問題に関しても討論されている。ある意味では、同社の存在と、特に前述

の剰余金によって作り上げられた政情がこの討論を生む原因となった。 

 

チリ鉱業公社(Empresa Nacional de Mineria: ENAMI) 

ENAMI は同社の Ventanas 及び Paipote 両製錬所が Valparaiso と Copiapo といった主要

都市に隣接すること並びにその他の理由から、人体の健康に悪影響を与えない水準に回復

するための環境投資によって大きな経済的・金融的影響を受けた。この状況は数年続いた

が、2004 年に CODELCO へ Ventanas 製錬・精錬所が譲渡されることによって解決された。 

小規模鉱山会社はチリ北部の重要な社会問題である。これらの会社は従業員が 5 名以下

で鉱山技術設備や安全対策及び鉱山所有者の体制が非常に不十分な環境下で営業している。

この問題はチリ北部の貧困家庭を支えるためにも、国としての大きな課題となっている。

1999 年時点の鉱山労働者の学校教育は平均 6 年と推定されるが、ENAMI が管理する登録制

度によると、彼らは鉱業権や操業するための法的団体へアクセスすることができない。チ

リ政府はこのように正式なバックグラウンドを持たない鉱山労働者が労働し続けることを

許可している。 

 

基本方針統一のためのチャレンジ 

過去とまた過去の経済的重要性とを比較し、近年の政治的国家政策に於ける鉱業政策に

よる影響が漸減していることには幾つかの解釈がある。その一つは鉱業省による鉱業政策

が明確にされていないという考え方である(200 年祭のための鉱業政策、2005)。この政策

の 5大方針は次のとおりである。 
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 (1) 鉱山開発、競争力及び国際統合 

 (2) 鉱業の持続可能な発展 

 (3) 鉱業に関する教育、研究及び技術開発 

 (4) 国と生産：鉱業及び炭化水素事業における国営企業 

 (5) 効果的で力強い制度を目指す 

 

しかしながら、これらの方針は行政機関によって作成されたもので、業界のその他の意

見を十分に取り入れていないとして問題になった。 

鉱業に関連した政府機関は公営の鉱山会社に対する国への貢献を中心とした資産作りを

可能とする経営を確立させることに力を傾注し、そのため、より包括的な協議を繰り広げ

ることは困難となっている。 

同時に、管理体制確立のための財務省の役割にも重点を置いている。 

政治課題での取り組みに鉱業の重要性が欠落しているその他の要素は、チリの発展戦略

のための天然資源の位置が不確実であること。資源の位置確定がチリの鉱業にとって重要

であることは明白である。豪州やカナダもしくは北欧諸国で採用される開発モデルに準拠

した手段をチリでも採用可能に見えるが、そのための官民間の本当の意味での密接な繋が

りが確実に存在するとは断言できない。真の繋がりを確立することによって、協力体制、

化学技術そして資源管理の好循環が成立し、世界に通じる鉱業関連事業の産出に対する生

産基盤を 大限に支援できるのである。 

チリも含め多くの国では、ここ数十年、互いに傷つけ合って継承されてきた不信が根底

にあり、官民の間には協力よりも紛争の跡が残されている。この特徴は鉱業に限定したこ

とではないが、歴史が絡んだ感情的負担は地域や国家的レベルの動きにまで表れ、重要な

政治的ビジョンへとつながった。 

 

1-2. 現行の鉱業行動計画の要点及び今後の見通し 
 

(1)  チリでの開発プロジェクトと鉱業セクターとの繋がり 

鉱業セクターでは政治的孤立に関しての認識はあるが、実際の結び付きに関しては未だ

確立できていない。この事実から生じる大きなジレンマは、鉱業がどれ程国の発展に貢献

しているかである。CODELCO の剰余金もしくは民間企業からの徴税のみに重点を置く金利

生活者のビジョンが広がり、民間資本と国の間の矛盾を和らげるチリの鉱業規模の事業の

可能性がもたらす 大級のチャレンジを見逃している。 

 

(2) 官民間パートナーシップ 

経済的かつ社会的福祉を作り出すに当たって、協力構想は対立構想よりも優位であるこ

とを理解しつつ、この理論的枠組みから生じる限界とチャンスを見直してみる必要がある。 

これまでの対立構想をなくすために極めて重要である協調性に関しては、官民がパート

ナーシップを結ぶ試みが非常に欠如していることが明らかとなった。これは文化的要因、

特に一つのチームとして成し遂げることが困難な国の特徴に、前述の深い不信感といった

バリアが付随するためであろう。このことから、国に必要な変革を導くリーダーシップの

必要性が浮き彫りとなり、その存在は今のところはっきりしていない。 

本当の協力構想が成立してすぐ訪れるチャンスは 3 つある。1 つは資源や計画そして鉱

山技術イノベーションに対する正当な配分である。鉱山技術イノベーションに関しては、

鉱業特別税の利用といった点で議論されているが、多大な社会的採算性をもたらすこれら

の財源が鉱業自体にあるということが議論されるべきである。実際、鉱業での如何なる主

要イノベーションに於いても、チリの鉱業活動に重要性を与えるための非常に大きな効果

を及ぼす。このことからも、豪州で見られる官民の適切な相互作用は、チリにも導入可能
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であり大きなチャンスとなり得る。そのメカニズムは、レベルの高い事業体から資金を受

け入れる際の入札過程の導入に使うことができる。 

鉱山企業の多くは、自社の研究所を自国に所有し、環境を除く他の分野に関しては、現

地での技術調査投資に今のところ関心を示していない(Lagos 及びその他、2001)。 

 

(3) 鉱業教育 

米国では鉱山開発及び石油開発の経験が技術知識産業の土台を築き、国の鉱業活動が大

きな減退を示した後、鉱業及び冶金エンジニアの先進国と化した。19 世紀後半には、米国

人の地質学者は石油や鉱物資源鉱床探査のコンサルタントとして世界中で受け入れられた。

世界の石油生産市場の米国支配の理由を説明するのは、実際のところ、地質学あるいは金

融資本ではなく地質学的知識への投資である（Wright, 2001）。 

教育施設とビジネスニーズの間の親密な繋がりは、国の訓練センターのスキルアップと

質の向上に非常に重要な意味を持つ。さらに、国の採掘事業が低下した米国が実際に鉱業

活動を行っている地での教育学習の魅力を増大しており、同じ状況を抱えるチリにとって

も良い機会である。 

 

(4) 鉱山企業の投資計画及び鉱山開発の高利用 

これは官民セクター間の協力構想が生む 3 つ目に重要な要素である。鉱業投資の金額の

高さのみではなく、企業が 適に操業を行うためのコストも含まれる。この 20 年の間、

年間 1,000 百万 US$を超える鉱業投資が行われる中、 鉱業審議会が集計した大規模鉱山企

業の操業コストは約 130 億 US$にも上る。その内訳は、請負事業者、コンサルタント、水

道光熱費一般、並びに維持費に宛てられている。 

しかしながら、多少の例外を除き、鉱山企業と地元のサプライヤーの需要の間での協調

性のズレが生じている。チリで活動を行う鉱山企業にとって、企業が現地で企業のニーズ

にあった商品の購入やサービスの提供が受けられれば何も問題はないのだが、質や価格、

サービスが他国に劣る場合は、鉱山企業に地元の商品やサービス提供の拡大を図っても失

敗に終わることは目に見えている。 

 

(5) 鉱業の競争力や持続力を確保する第 2世代改革 

鉱山活動に新しい協調性が必要であること以外にも、長年の実施後もチリ鉱業が競争力

を維持するためには制度改善に対する持続的な努力が必要である。 

チリの鉱業ブームを支えて来た環境は完全に地盤を固めたが、以前存在した幾つかの条

件は変わってきている。チリでの鉱床や鉱山の可能性は 20 年前ほど明白ではなく、チリ

の地質学的可能性が未だに重要であることは認識されているが、ここ数十年の間、チリの

ように集中開発が行われていないペルーやアフリカ、さらにモンゴルのような素晴らしい

探鉱条件を備えた新しい鉱業国も出現している。近年では、数多くの国で鉱業投資に対す

る政治体制が目に見えて平準化されており、鉱業ポテンシャルにおいて際立っていたチリ

と他国との距離が縮まってきている。 

そのため、今後のチリの鉱業活動にかけるべき期待は、より深部の鉱床開発や中規模の

鉱山開発に移行するであろう。その際、中規模鉱山開発のための地質条件やメカニズムに

ついて十分報告する必要があることを留意すべきである。 

 

(6) チリにおける探鉱のチャレンジ 

チリはこの 10 年間、 も魅力的な探鉱国であった。世界のその他の鉱業国はチリと比

べその勢いを減退し、1997 年には同国が世界の探鉱投資額第 1位を記録した。 

これは鉱業特別税の効果というよりは、むしろ、鉱業活動に関する一連の制度改善の蓄

積あり、この事実はチリが国際競争力を保持してきた要因と解釈できる。 
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チリが世界有数の地質ポテンシャルを保持すること、また国の法的・経済的安定性が同

じ鉱業ポテンシャルを有するその他の国と比べて非常に大きな要因であるとの認識を考慮

すると、今後はさらに具体的な要素を改善するチャンスを見直すべきである。 

第一に、鉱業に係る法的枠組みである。探鉱に関する法的枠組は過去 20 年大きな変化

を見せていない。鉱業権法によって鉱物資源の所有を明確にする法律は定められたが、活

動の土台となるその他のメカニズムが、広大な未探鉱地域の蓄積や探鉱事業の更なる活性

化を妨げる要因となり、そのため鉱区所有に関する現行制度に大きな柔軟性を持ちながら

同時に明確性を保つといったバランスを考慮する必要がある。 

国営企業の場合、法律第 19137 号の中で、CODELDO は操業を実施しないもしくは ENAMI

へ譲渡されその後売却となる鉱区に関して、第三者とのパートナーシップの設立が認めら

れると定められている。しかし、この過程を具体化するまでには長い時間を要する。その

上、上記を実施するための現行の法的手続きを見てみると、土地譲渡の前に CODELDO の出

費に関する適切な金銭的埋め合わせの設定などの譲渡を加速化させるインセンティブが必

要である。さもなければ、自社の所有物にならない財産の処分の動機付けが見られず、

ENAMI にとっては債務をより効率よく管理するために必要な財産の配分が得られない。 

地質情報の分野に於いては、基本的にその質とアクセスの向上が求められる。そのため

には地質に関する公的サービスは必須事項である。しかし、SERNAGEOMIN は、他の鉱業国

と比べると与えられる予算額が低く、また鉱業法第 21 条に定められる、企業が得た地質

情報の収集、特に地化学探査に関するより多くの情報が求められる。 

 

(7) 非金属鉱山 

チリの非金属鉱物発展のための可能性には幾つかの条件が必要となる。現在、同部門に

係る鉱業政策に関して、その焦点への定義付けがなされていない。 

第一に、チリの非金属鉱物の多様性を考慮し、出来ればデジタル情報システムを用いた

一般向け基本的地質情報の提供を通して、非金属鉱物資源に関する包括的解釈を向上させ

るべきである。さらに、鉱物の特性を紹介する研究所やパイロットプラントなどの科学的

基盤が必要とされる。SERNAGEOMIN や各鉱業地区にある適切な技術センターはその重要な

役割を果たす鍵となる。 

採掘技術や鉱山開発に関しては一般的に複雑ではないが、CIMM や地域の技術センターを

大いに役立て、技術的援助及び技術計画開発のための適切な資金援助などを通した技術イ

ノベーションを支援することが妥当である。 

 

(8) CODELCO 

CODELCO は会社として、また、(同社の生産性を維持するため同社のフィールドに更なる

介入を要する一因である採掘条件の悪化や鉱山の老朽化、さらに鉱石品位の低下などの理

由から)ビジネス・マネジメントとして、大きな挑戦期に立ち向かっている。同社の構造

改善事業には、この 10 年内に、140 億 US$に上る投資が必要であると推定されており、そ

の金額は 2008 年のチリの GDP の 5.7％に相当すると推定される。 

CODELCO にとって優れたビジネス・マネジメントの確保、並びに今後もそして如何なる

市況に於いても動じない収益と、技術的にも、そして経済的にもしっかりとした投資計画、

さらに投資済みの鉱山が、特に数年内に大きな困難に立ち向かうと見られる Chuquicamata

や Andina そして El Teniente といった大規模銅山などが、国へ 大の利益をもたらすよ

う投資した資源を確保することが優先課題である。 

また、同社にはプロの上級管理、持続可能性の原理や合理性、そして技術的・経済的チ

ャンスを伴う意志決定を確約できる経営管理、さらに方向性に対する適切な指示などの制

度改善が必要である。2009 年 9 月現在、コーポレート・ガバナンス体制の改正案が国会で

の審議の 終段階にある。 
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この枠組みでは、銅機密法として知られる法律第 13196 号並びにその改正法である 1976

年法令第 1530 号、1985 年法律第 18445 号及び 1987 年法律第 18628 号の廃止が重要となる。

本法律は軍事用品の購入資金のため CODELCO の銅の海外販売における売上高の 10％を中央

銀行に納められることによって、国防会議(Superior Council of National Defence: 

Consudena)へ納付される制度である。 

 

(9) 国際的な活動 

世界 大の産銅国としての地位を確立したチリは、国際環境が抱く天然資源に係る産業

に対する阻害意識の拡大と向かい合い、鉱山企業及び主要消費国(日本、中国、韓国、イ

ンド)と共に、市場発展のためのパートナーシップの強化、原料の制限並びに国際機関と

天然資源利用に関する規制の意志決定に関して、国の更なる努力が求められる。 
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2. 関係省庁及び関連団体 
 

チリの行政機関は、20 省庁、並びに省庁レベルの任務を受け持つチリ女性庁及びチリ環

境委員会から構成される。以下に、主な行政組織図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. チリ行政機関の組織図 

 

鉱山企業から見ると、鉱業省、チリ環境委員会、厚生労働省、保険省及び財務省が同セ

クターに関連した機関である。また独立機関である中央銀行も鉱業に大きく関連している。

以下に、鉱業に も関連する機関の概要を述べる。 

 

2-1. 鉱業省 

 
鉱業省の役割は、鉱業規制や対策の立案、奨励、普及そして評価を行い、チリ鉱業の発

展の持続可能性を強化することである。また、社会・経済の発展に 大限に貢献し、国際

的リーダーシップを確保する。 

鉱業省の戦略的目的は以下のとおりである。 

 

(1) 国内の鉱業の発展に関する持続可能性を促進する 

(2) 鉱業セクターの成長促進のため、かつ国のために、官民共同の取り組みを促す 

(3) 小規模鉱山会社を支援する 

(4) 鉱業セクターに対する規制を近代化する 

(5) 民間企業に対する制度を近代化する 

(6) チリの国際的鉱業リーダーシップを確保する 

(7) 鉱業省が抱く特定の目的に対応するための財産を効果的かつ効率的に管理する 
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こうした目標は、入念な研究や円卓会議の実施を通し政府の信念に沿った鉱業開発に関

する政策を立案することによって、少しずつ達成されている。これらの政策に沿って、

ENAMI(チリ鉱業公社)は中小規模の鉱山会社を支援する政策を実施した。 

また、国内の鉱業活動を管理する法規改善も目標達成の一因となっている。鉱業省は調

査研究や円卓会議を実施し考案された法令、特に鉱区法、租税回避・脱税防止法及び鉱業

安全衛生規則の設立やその他の法律、税制、環境、安全衛生に関する明確かつ安定した法

体制を整え、同セクターの発展を確立した。 

さらに、同鉱業セクターの成長を促すための官民の間の連結体制を築き、大規模鉱山企

業との間で公正取引協定(Acuerdo de Producción Limpia：APL)が結ばれた。 

また小規模鉱山会社を対象とした｢小規模鉱山に対する協力・近代化計画(Programa de 

Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal：PAMMA)｣を実施し、経済的そして

社会的に弱い立場にある同セクターの自己の持続性の助長を図った。 

小規模鉱山会社に関しては、生産ライン設計を築きより効果的かつ正当な向上性を備え、

資産の成長を目指すことが、これらの企業がこのグローバル市場の発展に十分に対応でき

る鍵となる。 

中規模及び大規模鉱山セクターに於いては、国営企業がセクターの価値の向上に向けて

行動を起こすことで、より優れた競争力を身に付けると同時に世界へノウハウを提供でき

る技術イノベーションの促進にも繋がる。 

鉱業省が規制する法的規制の基盤は 1960 年 4 月 6 日に発行された官報の DFL Nº 302 に

含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. チリ鉱業省の組織図 

 

主な法的規制 

鉱業権法 18097/1982 号 

鉱業法 18248/1983 号 

鉱業法施行規制の法令 No. 1 / 1986 号 

地熱エネルギー権の法律 19657/2000 号 

鉱業活動に係る鉱業特別税法 20026/2005 号 
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従属機関もしくは関連機関 

CCHEN(チリ核エネルギー委員会) 

原子力エネルギーに加え核融合物質、核分裂性物質、放射性物質の生産、購入、譲渡、

輸送を行う。また平和的利用に係る問題に関して重点的に取り組んでいる。 

 

COCHILCO(チリ銅委員会) 

チリ鉱業の発展に係る技術分野を専門とする政府機関である。当機関の目的は、グロー

バル化された高度な協力経済市場の下で、国営と民間の両者の永続的かつ持続可能な発展

を促進し、鉱業に係る政策や戦略、そして活動の考案や提案及び実施を支援する。 

 

CODELCO(チリ銅公社) 

世界一の産銅企業である。チリの国有企業であり、その主な事業は銅及び副産物の概査、

鉱山開発及び採掘と精錬銅の生産及び販売である。 

 

ENAMI(チリ銅公社) 

ENAMI の目的は｢中小規模の鉱山会社の発展を支援し、金属市場に参入するための競争力

を担うために必要なサービスを提供する。ENAMI はこの目的を遂行するために、鉱山開発、

鉱物資源からの利益の獲得、そして製錬及び製錬の 3項目を優先的に管理している。 

 

ENAP(チリ石油会社) 

ENAP は石油産業や燃料の輸送及び保管に関するアップストリーム、ダウンストリームを

担当する。同社は国内及び海外のビジネスネットの代表だが、技術的バックアップや 先

端の施設、競争力のある製品、そしてビジネスの前段階に於ける顧客へのサービスに於い

ても優れた機関である。 

 

SERNAGEOMIN(チリ地質鉱業局) 

チリの地質基本図やその他の図表の作成が SERNAGEOMIN が受け持つ も重要な業務であ

る。さらに、空中磁気図、鉱床成因図、水理地質図、基礎土壌図、地質リスク図、火山ハ

ザード・マップの図表作成に加え海底地形地質学の研究も行う。 

 

SEREMIS(チリ保健省地域事務局) 

チリは 15 の州に別れており、SEREMIS は各地域に設置された地方の独立団体の代表機関

である。当事務局は行政機関から独立した機関である。 

 

2-2.チリ環境委員会(CONAMA) 
 

CONAMA は、国の財産を有する法的機関であり、地域活動を主とした行政機関である。当

委員会の主な役割は共和国大統領への環境対策の提案、環境規制の施行・遵守に関する報

告や環境影響評価制度の管理、並びに環境基準及び排出基準の手続きである。また、環境

問題に関するコンサルタントや問題の分析や通信及び調整といった役割も果たす。 

 

CONAMA は 1994 年に一般環境問題に関する法律第 19300 号によって設立された。当委員

会は様々な環境管理制度とその適用を行う法的機関であり、国の環境問題の解決策を模索

し環境保全に貢献している。 

 

CONAMA の役割 

• 政府の環境対策を大統領へ提案する 

• 環境問題に関する現行制度の施行・遵守に関する報告書を定期的に大統領へ提出する 

• 環境に係る問題のコンサルタントや問題の分析、通信及び調整といった役割を果たす 
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• 地域の全国環境情報システムを維持する。国レベルでの環境影響評価制度の管理や環境

基準の作成手続き並びに施行のための法案を確認する。また、環境教育のためのプログ

ラムの策定、承認及び開発について関係当局と協力し、環境保護や自然保護そして環境

債務の保全に対する国としての自覚を促すと共に、これらの問題を国民全体で取り組む

よう推進する 

• 国際支援の対象となる環境計画に関し該当団体との協力を整える。また国際協力団体、

企画協力省と共に国際支援を有した環境計画実施のチリ支部を務める 

• 環境保護や自然保護及び環境債務の保全を目的とした計画や活動をサポートする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. CONAMA の組織図 
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付属機関もしくは関係機関 

環境評価・モニタリング部門 

環境評価・モニタリング部門の主な目的は、環境影響評価制度(EIA)の管理や国内で実施

されるプロジェクトや活動が環境の面から見て持続可能であるかどうかを調べることであ

る。 

 

当部門の機能は以下の主な業務の実施状況を確認する。 

(1) EIA に提出されたプロジェクトの評価を調整する 

• 各地域間のプロジェクト評価の調整 

• 環境教育局と市民との協力を通し、環境影響調査に関する一般市民の意見を評価するた

めの技術基盤の確認 

• 複雑な地域のプロジェクト及び南極大陸にて行われるプロジェクト評価のサポート 

• プロジェクトのより良い評価のための指示や措置並びに基準を策定し普及する 

 

(2) EIA に提出された不服申立に対する決議を支援する 

• 法的機関と協力し、高等裁判所への不服申立その他の行政不服審査に関する決議に関し

技術面での確認及び提案を行う 

 

(3) EIA で承認されたプロジェクトの監視・管理を調整する 

• 地域間のプロジェクトの監視及び管理に対する年次計画の策定と実施 

• 複雑な地域でのプロジェクトの監視・管理のサポート 

• EIA で承認されたプロジェクトの効率的な監視、管理及び認可のための指示や措置並び

に基準を策定し普及する 

 

(4) 電子 EIA の実施を調整する 

• 環境影響報告の評価プロセスに関する改善の確認と実施 

• 新しく電子 EIA を採用するための手続きに関する開発管理。環境影響調査の評価、承認

されたプロジェクトの監視、管理及び不服申立 

 

(5) 環境管理改善のために貢献する 

• EIA に係る政府機関との意志の疎通を図り、EIA に提出されたプロジェクトに適用可能

な環境基準その他の設定及び普及 

• 相互協力といった枠組の中で EIA 対象である企業やプロジェクトの代表者との意志の疎

通を図り、EIA 実施と合致した企業の率直な要求に応えながら企業の環境パフォーマン

スを改善する 

• 戦略的環境アセスメントを通した政策、計画及びプログラムの策定・実施に環境的配慮

の導入を促す 

• 計画もしくは活動の訓練及び指導 

• EIA のホームページに掲載される情報へのアクセスの作成と円滑化 

 

天然資源保護局 

天然資源保護局は再生可能な天然資源の事実上の保護のために国としての能力向上を担

い、環境の衰退を防ぐための手段に関する政策やプログラム、計画そして実行過程に於い

て官民の間の調整を行う。また再生及び持続可能利用のための能力を確保する。 

 

天然資源保護局の役割 

• 天然資源の衰退を防ぐための国としての政策過程を調整し、再生及び持続可能利用のた

めの能力を確保する 

• 天然資源保護と利用の調和を図り国の領土の管理政策や対策の開発を促進する 
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• 水資源、土壌、地形並びに生物多様性の持続可能な管理の法体制を確立し、保全目的

(天然資源利用の生態系の研究方法)の導入を管理する 

• 天然資源の持続可能な利用に於ける官民パートナーシップを強化するための政策や管理

モデルを促進する 

• 環境評価・モニタリング部門と共に領土計画制度の戦略的環境アセスメントを築き、

EIA 計画や政策及びプログラムを策定する担当局との協力体制を図る 

• 生物多様性の保全に係る国際協定の実施調整及び土地の衰退や水資源、地形の持続可能

な利用のための協定の促進 

• 国や地域レベルでの天然資源の環境情報システムの開発と管理 

• 生物多様性条約の中心核となる 

 

汚染防止管理局 

汚染防止管理局の任務は、土壌や水、空気、騒音、廃棄物管理並びに化学物質に於ける

汚染の管理を目的とし、そのための政策や戦略、プログラム、計画並びに活動の開発及び

実施の調整を行う。 

 

汚染防止管理局の直接的な役割は以下のとおりである。 

• 大気汚染規制 

• 環境騒音規制 

• 水質汚染規制 

• 廃棄物管理 

• 化学物質管理 

• 土壌汚染規制 

 

2-3. 厚生労働省 
 

厚生労働省は、雇用者と雇用主の間、そして両者の間にある組織の協力を促し、業務上

の関係体制を確立するための政策や計画、プログラムそして規制の調査、作成並びに提案

を行う。さらに、業務上の紛争を適切に解決に向かわせ、その目標のための政府の活動を

リードする、また関連する分野との調整を図る。 

1959 年に制定された法令 No.25 に基づき、社会福祉事務局が設置された。社会福祉事務

局の任務は、教育的役割や市民活動の促進、社会保障に係る官民の法制度の管理規制、並

びに法律が認める状況下での補助的役割を果たす。そうした市民の基本的な権利を尊重す

る状況を作り、生活の中での不測の事態から市民を守り安心した暮らしを確保する。 

 

厚生労働省の目的 

 (1) 業務上での完全な平等と協力のための労働基準を提案・推進する 

 (2) 法律やその他の労働基準、また労働市場開発の研究、普及及び監視 

 (3) 雇用を生み出す社会計画及び社会プログラムの推進、管理、調整及び実施を行い、

また雇用の可能性と労働条件の改善、並びに労働組合と零細企業の強化を行う 

 (4) 任務の遂行を円滑に行うため内部管理を改善・強化する 

 (5) 社会保障制度を確立し強固することにより、退職後の人々の生活の質を確保する 

 (6) 社会の中の も立場の弱い人々の要求を満たす。公平で効率的かつ社会的公正と

いった基準に従った国の保護に焦点を当てる。また、健康管理システムを改善し永

続させることを目的とした政策の促進、普及、調査及び発展を行う 

 (7) 業務上の事故や疾病を予防するための態度改善の働きかけ 

 (8) 活発な労働生活の中で、年齢や身体障害を制限する差別的行為からの保護のメカ

ニズムを提供する必要性を開発し普及する。 

 (9) 高齢退職者及び障害退職者の支援ネットワークを形成する政策を策定し、社会へ

十分に溶け込めるよう支援し、彼らの生活の質を改善する 
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 (10) 様々な理由でチリ国外または出身国外で働く国内外の労働者のための定年退職金

制度の強化を目的とした国際協定を発足させる 

 

従属機関もしくは関連機関 

労働局 

労働局の任務は、国の発展による利益の上で、労働関係の現代化を助け公正化の向上を

図る。労働監査を通し、労働基準や年金、健康保険及び労働安全の遂行を監督する義務を

負う。また、雇用者と雇用主に対して労働法規の原則に関する認識を与え、技術協力を提

供する。調和された労働関係を推進し、 調停と調停のシステムを通して労働紛争の防止

及び解決を促す。 

 

チリ雇用・研修センター  

チリ雇用・研修センター (通称 SENCE)は地域に設置された技術機関である。当センター

の任務は、学習過程の発達を主とした雇用及び研修に関する政策と市場ベースの手段の実

行を通して、企業の競争力と個人の雇用適正を拡大する援助を行う。当センターの任務は

国が企業に対してその企業の労働者訓練を支援するといった優遇税制の管理、また国の補

助金による研修の奨学金制度などの補助事業を行う。  

 

社会保障監督庁(Superintendencia de Seguridad Social ：SUSESO) 

SUSESO は社会保障の施行を管理監督し、労働者、退職者並びにその家族の権利の尊重を

確保する機関である。また、彼らの不満や訴えに対処し、チリの社会保障制度の改善措置

の提案を行う。SUSESO の任務は雇用主の投資信託、補償資金、COMPINs(厚生省の SEREMI

の従属機関)、業務上の事故や疾病のための医学委員会、健康と安全に関する福祉サービ

ス・公共セクター合同委員会を監督する。また、社会保障標準化協会(the Instituto de 

Normalizacion Previsional ：INP)の災害保険と業務上の疾病の管理、家族手当や出産手

当金、精神障害助成金の管理など特定の分野を監督する。 

 

2-4. 財務省 

 
財務省の任務と目的は、財政政策の管理責任である。マクロ経済状況に従い、長期的成

長の可能性を促進し、チリ人の、特に下流階級の生活の質を改善するために貢献する。 

政府の目的に合わせ、経済成長傾向の値を 大限にするための法的措置の推進及び支援

を行う。 

金融市場をより深みのあるものにし、国際市場への国の金融統合を刺激する。 

貿易や技術の発展、またチリ人全員のためのより良い生活の質を可能とする自由貿易協

定の交渉に参加する。  

サービス業と金融業が国の経済成長へ向けて 大限に貢献できるように、両部門との調

整を行う。 

 

 財務省の活動分野は以下のとおりである。 

 

経済政策 

この分野は、チリ経済の発展を監視・分析する任務を負う。また経済・金融計画の策定

や調整を行い計画の実施を促進する。さらに、チリ中央銀行と財務省関連のその他の国内

機関や国際機関と数々の問題に関してその権限内で調整する任務も行う。  

経済政策に含まれる役割は、チリ経済を考慮した経済の現状と今後の予測に関する予測

解析の作成、予算法の策定のためのデータの作成及び財務省によって促進された数々の計

画の策定である。また、経済・金融政策立案に関与し、より高い成長とより良い社会福祉

を強化する活発で革新的な経済促進を目指す。 
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資本市場 

資本市場は金融制度の規制を考慮した法計画の立案や実施に関するアドバイスの提供を

専門とする。当分野は国の経済成長をさらに深めながら競争力を持った活発な資本市場の

円滑化を図る。 

また、資本市場の発展に係る経済の状況やより長期的な問題といった両面から、地方の

金融制度や経済の他のセクターの管理も担当する。ここでは、年金制度の改革や労働市場

政策の改善といった経済の他の分野の金融構成要素に関する政策支援も行う。 

それらの任務を果たす際には、中央銀行、年金監督庁、証券保険監督局、銀行監督庁並

びに金融機関などの金融システムを規制する機関と密接な関係を持ち、これらの機関から

成る調整委員会が互いに協力する。またさらに、それぞれのセクターの民間企業を集めた

機関である資本市場顧問委員会にも関係し、財政の近代化に関する問題に取り組んでいる。 

 

国際業務 

国際業務部門は、関税及び規制措置の監視や金融サービスの直接交渉を管理するなど貿

易政策や国際貿易交渉について財務大臣に助言を与える分野である。また、(中央銀行と

連携して)世界銀行、米州開発銀行、国際通貨基金(IMF)のような金融機関とチリとの関係

を調整し、経済協力開発機構(OECD)、アジア太平洋経済協力会議 (APEC)などの様な国際

経済会議への参加を調整する。 

さらに、当分野の任務には様々な専門機関(中にはダンピング、助成金及び保障措置と

いった)貿易防衛措置の適用を定義する専門機関も含む)に対して省庁の見解の代弁者とし

て行動する。また、自由貿易協定や二重課税を避けるための協定などの手続きに関して国

会で代弁する。 

 

国際金融 

国際金融部門は経済社会安定基金(FEES)、年金準備基金 (PRF)、新ヒューマンキャピタ

ル 20 周年基金、及びその他の財政収支の剰余金の財源投資に対する戦略や監視に関して

財務大臣へ助言を行う。また、国債政策を支援し、債権の発行と募集によって国内の金融

市場の流動性改善に貢献する。そのためには、財務代理機関として、財政委員会、チリ一

般財政(the General Treasury of the Republic)、予算委員会(the Budget board)及びチ

リ中央銀行と密接な協力体制を組んでいる。 

さらに、外国人投資家との関係を調整し、国際金融市場への参画を支援し、当国の市場

を発展させると同時に国の資本市場と世界市場との結び付きを強化するための計画を策定

する。また投資もしくはリスク緩和のための新しい金融商品開発のための戦略を評価する。 

 

租税政策 

租税政策部門は財政政策に欠かせない法律や税制に対するその他の構成要素である国の

租税政策の策定や実施に関しての助言、また継続した改善に関して財務大臣に助言する分

野である。 

当部門の任務には、OECD 租税委員会と国税庁、税関及び税務省の事務局と 税制策に関

する実施の調整を行う。 

 

ミクロ経済政策 

ミクロ経済政策は、より競争力のある経済に向けての計画に対し、それぞれ該当する省

庁と共に計画の監視や策定を行う分野である。 

特に、イノベーション、エネルギー、環境、農業、養殖業及び輸送その他の促進に係る

計画を策定する。 

当部門は経済閣僚委員会の執行事務局に関与しており、電気通信局の電気通信開発基金

委員会の財務省代表、Attracting High Technology Investment(注目の 先端技術投資)

委員会、チリ経済開発公社(CORFO)、バイオ燃料に関する内閣顧問委員会、競争力のため
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のイノベーション会議、イノベーションのための閣僚委員会、並びに OCDE 科学技術政策

委員会の代表を務める。  

 

従属機関及び関連機関 

国税庁 

チリ関税局 

購買管理と調達管理(公共調達局) 

行政事務 

銀行監督庁及び金融機関 

証券保険監督局 

財務分析部 

 

2-5. 保健省 

 
保健省に与えられた今期の任務は、市民の健康レベルの向上に貢献し、市民を中心とし

た保険制度を調和的に進展させ、健康に影響を及ぼす要素の管理を強化し、また国の医療

ネットワークの管理の強化を図る。こういった保健省の任務は個人や家族またコミュニテ

ィのニーズと一致し、市民への説明責任を伴い市民の権利や義務の積極的な行使を促す。  

保健省のビジョンは個人や家族またコミュニティがより健康に暮らし、個人や集団とし

ての発展に繋がるライフスタイルの構築に積極的に参加することである。市民の衛生的生

活環境が保護され、タイムリーで親しみ易く公平かつ包括的であり、人々により安全性と

安心感を与える品質を備えた医療へのアクセスを確保する。 

 

従属機関及び関連機関 

 

公衆衛生事務局 

公衆衛生事務局の任務は、すべての人の健康保護に対する権利を確保すること。また、

規制の機能や公衆衛生政策に関する管理の行使、また、公共財の品質向上への貢献、そし

て参加型形式である環境及び健康政策へのアクセスを容易にする。さらに、この 10 年間

目標としてきた国民の、特に下流階級の健康状態の維持・向上を目指した健康改正を実現

する。 

 

健康的な公共政策推進課 

当部門の任務は地域内及び地域間の環境条件、リスク要因、健康に対する社会的決定要

素を考慮した公衆衛生政策やプログラムを策定、実行、評価し、関係する地域で実施され

る。また、特に地域の公衆衛生計画などの健康局としての課題に関して、地域の厚生省庁

へ助言や監視を行う。 

 

健康的な公共政策推進課は以下によって構成される。 

• 労働衛生部 

• 食品栄養人畜共通感染症部 

• 健康推進市民参加部 

• 環境衛生部 

• 薬剤政策 健康宣言部 

 

労働衛生部 

労働衛生部の任務は、健康促進を図り労働条件に関係する損害を防止し、全住民の生活

の質の改善を手助けする。また、損害が発生した場合、その対処や社会補償手続きのため

のタイムリーで適切な調査を確実に行うこと。 
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 この部署の全体的な目標は、すべての作業活動の場面で業務上の事故や疾病の頻度と重

症度を減らし、健全かつ安全な労働環境の発展を促す。また、労働者の心身の健康に気を

配り生活の質の向上を目指す。 

 

 この分野に於ける重要機能は以下のとおりである。 

• 厚生省に労働衛生のための政策を提案する 

• 労働衛生に関する規則や基準また技術的ガイダンスを策定する 

• 国際協定や自由貿易の条約に含まれた労働衛生問題の国家的戦略 

• 地域の厚生省外局の技術と能力の強化と発展。地元レベルでの労働条件を改善するため

のプログラムを実施する 

• 職場生活の質を改善するための戦略と社会参加の立案及び開発 

• 業務上の事故・疾病に係る危険防止のための 新情報や自動設計プログラムを伴った監

視システムの開発と維持 

• 事故発生確率の高い場所に焦点を当てた介入プログラムの実施 

• も弱い立場のグループ(女性、子供、少年)を対象とした介入プログラムの策定 

• 労働者の心身の健康を考慮した健康的な労働環境を推進する 

• 法律 No.16,744 の保険に保護の無い労働者の加入を促す。また、小規模企業や非公式の

活動の中での業務危険防止のための訓練プログラムを策定する 

 

 労働衛生管理部は上記の機能を①業務上の安全と健康、②産業医学、③人間工学、④メ

ンタルヘルス教育、並びに⑤立場の弱い労働者のためのプログラムの 5 つのテーマで調整

活動し実行している。労働衛生管理部はこれらの活動に関して公平を原則に実施しており、

そのことは業務上の事故や疾病に対する保険制度加入への機会均等の向上に反映されてい

る。また、大企業から中小企業、さらに極小規模企業までの労働者のための業務上の危険

防止訓練も行っている。 

 

環境保険部 

環境保健部の任務は、国民の健康に害を与えるもしくは影響を及ぼす環境リスク要因を

小限に抑えるもしくは制御することである。 

当部門はそのために以下の目的を設定した。 

• 飲料水に適する水質 

• 大気汚染物質の放出を 小にする 

• ゴミの適切な処分 

• 廃水と排出物の安全な処分及び処置 

• 化学製品に関する生産から廃棄までの安全な取扱 

• 環境衛生上の緊急事態と災害発生時の準備対応 

この部門は以下の様に構成される。 

• 大気部門 

• 廃棄物部門 

• 化学物質部門 

• 水資源部門 

• 化学物質部門 

• 科学緊急部門 

• 地球温暖化部門 

• EIA 部門 
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2-6. チリ中央銀行 
 

チリ中央銀行の任務は、当銀行創設の本来の目的である金融機関の中核に位置し、通貨

の安定を守り国内外の収支を正常に保つことにより経済の適切な機能及び全チリ人の繁栄

に貢献することにある。 

 

チリ中央銀行の戦略的目的は以下のとおりである。 

• 一年の CPI インフレーションを 3％(±1％の範囲内)に保つこと。 

• 効果的で安全な金融市場の機能を促進し、通貨の提供と必要なその他の決済を行う。 

• 国内外の決済に係る通常機能に影響を及ぼし得るリスクを防ぎ、そのような事態が発生

した場合は 適なタイミングで報告する。 

• 財務省の勤勉な管理体制と力を合わせ、効率的な財政管理や運営を実施し銀行資本を守

る。 

• 経済や財務省及び銀行の方針決定に対する報告書や調査書、そして重要なマクロ経済統

計を作成・普及し、一般的な理解に貢献する。 

• 銀行が社会から信用を得ているその他の機能、例えば自由通商擁護法廷(TDLC)、the 

Commission on Distortions(歪み委員会)及び通貨基金に関連する機関を熱心にまた効

率的に果たす。 
 
 これらの定義に基づき、中央銀行内の様々な部署は彼ら自身の戦略的目的を提案し、 

また理事会によって設定されたプライオリティ機能や予算規制の機能として 2009～2012

年期に進展される具体的な計画を提案した。 

この銀行の役割と協調する計画及び 2005 年 9 月に施行された内部構造改革の両方によ

って、銀行が長年にわたり直面してきた課題のすべてに対応し続け、将来直面する課題に

対しても万全な準備体制を整えることが可能となった。 

 

機能 

中央銀行は、前述の目的に対応するため、紙幣・硬貨の発行、通貨量と信用の管理、金

融制度及び資本市場規制、財務代理人としての金融制度機能の安定を守る権限、国際問題

に関する権限、外国為替操作及び統計機能に係る権限に関して数多くの役割と任務を果た

す。 

 

(1) 中央銀行は通貨、外国為替、国際収支及び国民所得を含む国の主要なマクロ経済統計

を適時に公開しなければならない。 

 

(2) 通貨量と信用の規制：中央銀行はクレジットラインの開設、また銀行及び金融会社に

対する流通手形を国内外の通貨へ借り換え、割引、再割引する。また、それらの金融

機関や信用組合などが維持する準備率を各機関の預金や負債に比例して設定する。金

融投資に対し貸し出し債権もしくはローンポートフォリオを与え、それらの機関から

ローンもしくは投資の債権もしくはポートフォリオを得る、そして 後に、市場操作

を公開する。 

 

(3) 金融制度と資本市場の規制： 

中央銀行は、銀行、金融会社及び信用組合による公的資金の投入を規制する権限を与

えられる。預金に対しこれらの機関が払える 大金利を設定できる。外貨保証や保証

金に関して、銀行と金融会社を保護する規則や条件を交付し、金融機関、金融会社及

び信用組合の運営に於ける資産と債務の関係を定義付ける。手形交換所の活動を管理

する。銀行、金融会社、信用組合に国の通貨でのクレジット決済に利用される調整制

度を認める。これらの機関が取り扱わない国の通貨のクレジット決済に関しては、中

央銀行の許可無しで自由に調整制度の取り決めが可能である。 
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(4) 金融制度の安定性を管理する権限： 

これらの機能は主に 2 つある。まず、流動性の低下のための一時的な損失によって問

題が生じた際には、90 日を上限とする緊急事態に対して銀行や金融会社に信用を供与

する。これは中央銀行に相当する 後の貸手の役割の範囲内で行われる。第 2 に、合

意の提案書を提出した際、もしくは企業が清算に追い込まれた際に、企業にローンを

供与するもしくは同社の負債を購入する。 

 

(5) 財務代理人としての銀行の機能： 

中央銀行は、財務大臣の要請に従い、中央銀行の目的と一致する行動としての外債及

び内債の募集に関して、財務代理人となる場合がある。 

 

(6) 国際問題に関する権限： 

中央銀行の権限その他は、海外のもしくは国際金融機構への参加及びそれら機構と活

動を行う。すべての種類の外債を借り受け、証券発行及び海外販売、外国政府、中央

銀行または銀行、もしくは海外または国際金融機関へ信用を供与する。それらの債権

は中央銀行の目的に基づいた援助であり、国内もしくは国外のどちらかに国際準備を

維持・管理及び貯蔵する。 

 

(7) 外国為替操作及び統計機能に係る権限： 

  中央銀行は為替相場政策の策定及び監視の権限を有する。しかしながら、貿易政策は

共和国大統領の任務であり、その他の省庁やチリの関税局によって実施される。中央

銀行は外国為替に関する影響といった外国貿易の情報システムを確保する。 
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3. 鉱業関連法令 
 

3-1. チリ共和国憲法【鉱業に関する権利の保護】 
 

序論 

1980 年に設立されたチリ共和国憲法では、所有権の保護強化が意図して唱えられている。

チリでは、政府介入や国有化が実施された年である 1970 年代前半から、この所有権の保

護を目的として新憲法が設立され、また鉱業法が施行された 1980 年前半までにかけて、

民間資本の探鉱はほとんど存在しなかった。その後のチリは、法律によって保障が確保さ

れ、さらに民政移管が実現した後の 1990 年前半には政治も安定し、鉱山開発や鉱山プロ

ジェクトのブームに加え、銅を始めとする金、銀、硝酸塩、ヨウ素、リチウム、ほう砂等

を含むすべての鉱物に関する新しい探鉱ブームが巻き起こった。 

 

現行の憲法の定めによると、鉱業は、所有権の保護に関して、チリ共和国憲法に定めら

れる複数の条項によって、事実上、直接的または間接的に保障される。それらの条項には

以下が含まれる。 

 

第 3 章 

以下に述べる憲法条文は、チリに、永久的または一時的に、滞在するすべての人に対す

る権利の保護を定める。企業及び法人に対しても同様の保護が適用される。 

 

憲法上の権利及び義務 

憲法で定められた権利と義務 

第 19 条：憲法はすべてに人に次のことを保証する： 

 

第 23 条：法が定めるところの、自然がすべての人に対して共通なものにした、あるいは

国家に属するべきものを除き、すべてのタイプの不動産に対する所有権を購入する自由。

上記は、この憲法の他の項で定められることにもかかわらず有効である。国益のためであ

る場合、法律は特定の不動産に対する所有権の購入のための制限あるいは必要条件を満た

す特別の定足数をもって通過する； 

 

第 24 条：不動産並びに無体財産のすべてのタイプに対する所有権。法律のみが、不動産

を如何に購入するか、そして如何に使用、享受そして処分するかという方法、また社会機

能から生じる制限と義務を制定する。既述の機能は一般の国益、国家安全、公共利用並び

に公共衛生、環境遺産の保護等のすべての必要条件を含む。 

立法府の議員によって、然るべく認められた公益あるいは国益のために接収を承認する

一般あるいは特別法によって行われる場合を除き、なんびとも人の不動産、財産あるいは

所有権の基本権限または権力を取り上げることはできない。接収された当事者は、一般法

廷に対して接収の適法性に異議を申し立てることが出来、そして常に、実際にこうむった

財産に対する被害に関して、双方合意のもとあるいは、法の定めるところの当該法廷の裁

定によって決められた損害賠償を求める権利を有する。合意が見られない場合、損害賠償

は現金で支払われる。 

没収された不動産の物的財産については、合意が見られない場合、法が定める方法で専

門家によって暫定的に決められた損害賠償額の全額が支払われる。接収の正当性に関して

の異議申し立ての場合、判事は提示された情報をもとに、物的財産の停止を命じることが

できる。 

政府は、下記の物質を有する土地上の個人あるいは法人による所有権にもかかわらず、

地表の粘土を例外として、グアノリン鉱、金属の漂砂鉱床、岩塩鉱山、石炭並びに炭化水

素鉱床そしてすべての化石物質等のすべてに対して絶対的、排他的かつ売却不可能な所有
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権を持っている。斯様な所有権は、如何なる制限の規則の対象にはならない。土地の表層

は、それらの鉱山の調査、開拓、開発をより容易にする、法律で規定されている義務並び

に制限の対象となる。 

法律は、液状あるいはガス状の炭化水素を除き、調査あるいは開発の対象となり得る、

前項で言及されているそれらの物質を決定する。そのようなコンセッションは常に法廷の

決定により制定され、法律によって規定される権利を授与し義務を課す；この法律は憲法

の基本法の性格を持っている。鉱業権は、所有者にそこで与えたことを正当化する公益を

満足させるのに必要な活動を負うことを義務付ける。その鉱業権は、その義務の履行を得

るために直接あるいは間接的に、鉱業権に対する不履行あるいは単なる期限切れによる場

合の終結の根拠を提供することで、当該法によって制定される。とにかく、それら根拠と

影響は、鉱業権が与えられる時点で制定されなければならない。 

斯様な利権の期限切れを宣告する当局は、排他的に通常法廷に基づかせなければならな

い。それら法廷は、利権に対する所有権の終結あるいは期限切れに関して生じる論議を処

理しなければならない；終結の場合、影響を受けた当事者はその権利の継続の申告を法廷

に要請できる。 

鉱業権に対する登記の所有者の領地は、ここで扱われる憲法の保証で保護されている。 

鉱業権を要請できない物質を含む鉱床の調査、開拓及び開発は、共和国大統領がそのつど

大統領命令によって制定する必要事項並びに条件の下、政府が直接あるいは政府機関ある

いは行政コンセッションあるいは特別操業契約により遂行される。 

この規定は、国家管轄権の対象となる海域並びに、法の定めるところによる国家安全の

ために重要であると判断される地域に一部あるいは全域にわたり存在するすべての種類の

鉱床に対して適用される。共和国大統領は、何時なりとも、根拠なしに、従って該当する

損害賠償を伴って、国家安全のために重要であると判断された場合、開拓中の地域に関連

する行政上の鉱業権あるいは操業契約を終結することができる。 

一般市民の水に関する権利は、法の定めるところにより認知あるいは制定される。 

 

保護申し立て 

チリの憲法は、保護申し立て (Recurso de Protección) と称する施行メカニズムによ

って保障される。権利を侵害され、同時に 2 つの要求を満たした場合、管轄の高等裁判所

に保護の申し立てが行われる。 

その統計によって、年間平均が算出され、鉱業特別税額計算に適用される。 

 

3-2. 鉱業権 -憲法で定められた基本法-(法律第 18097 号) 
 

序論 

鉱業権に関する憲法基本法は、軍事政権によって制定され 1982 年 1 月 21 日に施行され

た。本基本法は、探鉱及び鉱山開発に対する外国及び内国投資の促進のために有利である

一方、ある種の階層制が与えられたため、国会の過半数によるその後の法改正に困難を来

し、法を廃止する際には不利な法律である。 

 

鉱業権 

鉱業権とは、試掘または採掘のどちらの権利にも該当し、この法律に於ける鉱業権とは、

そのどちらかを言う。 

鉱業権は、物権及び不動産であり、権者が同一であっても地表の土地所有権とは異なる

独立した権利である。また、国並びに個人及び法人に抵抗する能力を有し、かつ譲渡及び

継承を可能とする権利である。また、抵当権及びその他の物権、また一般に法令及び契約

に準ずる。鉱業権は、この法律または鉱業法の条項に別段の定めがある場合を除くほか、

その他の不動産に適用される民法の規定を適用する。 
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鉱業権の目的 

鉱業権によって付与される権利は、鉱業法が定める鉱区(territorial extensión)内に

存在する採掘許可が可能な鉱物資源による構成物に対して行使される。鉱区は地表の境界

線を鉛直に降下してできる垂直面で囲まれた範囲内で、深度方向は無制限の範囲が設定さ

れる。自然界に存在する形状を問わない金属、非金属、また一般に、すべての化石物質、

さらに陸上本土から坑道を利用し接近可能な領海内の海底鉱床も含めた、すべての鉱物資

源を鉱業権の対象とし、それらに関心を持つ者はいずれも鉱業権を取得する権利を有する。 

 

鉱業権者によって放棄されるずり、スラグまたは選鉱廃滓に含まれる、認可可能な鉱物

資源は、該当する鉱区に沈殿し得るその他すべての認可可能な鉱物資源と共に鉱業権に準

ずる。液化及びガス状炭化水素、リチウム、領海内の海底で存在するあらゆる種類の鉱床、

もしくは、法律によって、国家の安全保障上重要であると見なされる鉱業地域に、全部ま

たは一部が位置するあらゆる種類の鉱床に関しては、採掘不許可の宣告または国家安全保

障の重要性に先だって、正当に設定された鉱業権にかかわらず、鉱業権は行使出来ない。 

建設に直接利用される地表粘土、人工塩田、砂、岩石、その他の物質は、普通法、もし

くは、この趣旨に対する鉱業法の特別条項により規定され、鉱物とは認められない。 

 

鉱区の面積 

鉱区は、分割可能であるが、その一単位鉱区は、鉱業法に従い、鉱業権が有することの

出来る 小限の土地面積を下回ってはならず、その 小面積と同じまたはそれ以上の面積

を有しなければならない。ただし、鉱業権の知的分割または割り当が出来る場合はこの限

りではない。同一の鉱区に存在する採掘可能な鉱物に対しては、2 以上の鉱業権を設定す

ることはできない。 

 

鉱業権(鉱区)の設定 

鉱業権は、権利設立のための手続きにより、また如何なる行政機関または個人からの決

定的な介入も受けることなく、通常裁判所の決議によって授与される。すべての者は、こ

の法律が定める鉱物に対し、当該鉱業権またはその割り当の取得ができる。ただし、現行

の憲法に従い必要とされる定足数により承認された、鉱業法が条項に記すそれらの者は除

く。 

鉱業権が実際に設定されていない鉱区に於いて、鉱業権の設定を 初に申請した者が、

鉱業権取得のための優先権を有する発見者と見なされる。ただし、手続きを早めるための、

もしくは真の発見者の請求申立てを遅らせるための強制行為や不正行為があった場合を除

く。申請を開始した当事者が他者の指揮の下、または他者に代わって鉱業活動を行う場合、

当申請は後者のための手続きであると見なされる。国が試掘権の独占権並びに採掘権の行

使が必要であると見なした場合は、国が所有するもしくは参画する会社を通して、現行の

憲法の定に従い、該当する鉱業権を設定または獲得しなければならない。  

鉱業法は、鉱業権設定の手続きの間もしくは手続き後にかかわらず、鉱業権が設定され

たことによって十分な機能を損なった者の権利を主張する方法を規制する責任を負う。  

鉱業権の設定後、裁判官は、鉱業法に従い、登録を命ずるものとする。また、裁判官は、

鉱業権の登録に関して何らかの公告手段を命ずることができる。 

司法上、設定された鉱業権の所有者は、その鉱業権に於いて不動産の権利を有し、共和

国憲法の第 19 条第 24 号に定める保証によって保護されるものとする。鉱業権が対象とな

る鉱物の試掘、採取及び占有の開始または継続の権利の剥奪は、その所有権に対する本質

的属性もしくは権利を成す。 

 

鉱業権者(鉱区所有者)の権利 

すべての鉱業権者は、鉱業を目的とした土地で、その者が権利を有する鉱区境界内を限
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度とし、試掘及び採掘するための独占的な権利を有する。係る権利は、この法律の定に従

い行使され、鉱業法に定める制限を受けるものとする。この制限は、常に、地表権者への

被害を防ぐもしくは公益目的を保護するために定められるものとする。当該制限とは、一

定の土地に於いて試掘及び採掘の権利を行使する際、場合によってその地表権者または該

当する行政当局からの許可獲得が必要とされることである。鉱業法は、その権利を授与す

べき当事者から許可を拒否された場合、許可獲得のための集中的、経済的かつ迅速的な手

続きを設定しなければならない。ただし、当該地の家屋及びその付属物の内側、もしくは

樹木またはぶどう園を含む土地における試掘及び採掘に関しては、地表権者に限り許可す

る権利が与えられる。 

鉱業権者は、さらに、試掘及び採掘のために必要な地役権の設定資格が与えられる。当

該権利については、地表は、貯鉱ヤード及びリーチング処理場、ずり、スラグ及び選鉱廃

滓、並びに選鉱及び精鉱プラント、並びに変電所、通信回線、用水路、貯水池、配管、住

宅供給、建設及び補助作業といった、事業のために必要な範囲すべてに関する土地利用の

義務の対象となる。また、公道、処理施設、鉄道駅、港及び消費者施設と鉱区の施設間の

接続のために使用される道路、鉄道、配管、坑道、斜面道、空中ケーブル、コンベア及び

その他すべての手段及び通過の対象となる。かかる権利は、その他の鉱業権を有利とし、

適用可能な範囲で、 地表に対する前述の義務の対象となる。また、採掘の防止または妨

げとならない範囲で、土地を利用し、坑道並びに通気、排水及びアクセスを供給または容

易にするための鉱業事業によって通過される義務の対象となる。地役権の設定、行使及び

その損害賠償は、当事者間で合意に達するか、もしくは法律に定める特別な簡素手続きに

よって下された判決によりもしくは、法律にそのような特別な手続きが定められていない

場合、包括的で適用可能な略式手続きによって下された判決により決定するものとする。

鉱業権に有利となる地役権は、本質的に一時的なものであり、設定された事由以外の目的

には使用出来ない。また、当地役権は、その使用の中断と共に効力を失う。当地役権は、

その権利が係る事業の展開によって、延長または制限が可能である。鉱業権者は、法律に

基づき、水利権を有する。 

すべての鉱業権者は、法律の定めるすべての手段を行使し、政府及び民間の両者に対し、

その者の鉱業権を保護する権利を有する。鉱業権者は、前述の目的のため、返還請求の訴

え、占有の訴え並びに法が定めるその他の訴えを開始する権利、また損害に相当する賠償

を獲得する権利を有する。鉱業権者は、管轄の裁判官から自身の権利を保護及び防御する

ための適切な手段を要求することが出来る。鉱業権者は、特に、鉱業法に定める効力を供

した条件及び形式の下、その者の権利に影響を与え得る鉱業活動を視察する権利が承認さ

れる。 

 

試掘権(探鉱権) 

試掘権者(探鉱権者)は次に記載される権利を有する。 

(1) 警察の規則並びに安全規制及び第7条及び第8条に定める規制に従い、自由にテストピ

ット及びその他の探鉱活動を実施する。 

(2) 試掘権の及ぶ範囲内及び期限内で採掘権設定のための法的手続きを開始する。試掘権

者には、鉱業法が定める方法で、同権の示す期限が満了した後にもかかわらず、採掘

権設定のための優先権が与えられる。  

(3) 探鉱及び調査作業の目的で採掘が要される採掘可能な鉱物を占有する。 

(4) 収用の際には、実際に受けた財産上の損害に対する損害賠償が与えられる。 

 

採掘権 

採掘権者は次に記載される権利を有する。 

(1) 授与された鉱業権が及ぶ範囲の鉱物を自由に探査及び採掘、並びにそれらの目的のた

めのすべての活動を実施する。ただし、警察の規則並びに安全規制及び第7条及び第8

条に定める規制に対する遵守を除く。 

(2) 法律で設定された採掘権が認め、かつ当該権利の及ぶ領域内に位置する採掘されたす
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べての鉱物資源を占有する。 

(3) 権利の収用の場合、実際に受けた財産上の損害に対して損害賠償が与えられる。当該

賠償は、採掘の開始及び継続、並びに採掘権の対象となる鉱物の占有に関する商業価

値でなければならない。合意に達しない場合、裁判官は、専門家の事前の意見をもと

に、それらの賠償額を決定しなければならない。専門家は、鉱業権者が立証できる採

掘許可された鉱物の埋蔵量、鉱業権のネット・キャッシュフローの現在の価値を基に

計算し、鉱業権の商業価値を算出しなければならない。 

 

鉱業権者の義務 

憲法第19条の第24号の7項に定める保護制度とは、鉱業法に定める方法及び金額で、国

庫に対し鉱区料を、前金で、年払いすることを意味する。鉱区料の未払いによる負債は、

第18条第1項のa)の権利の終了にもかかわらず、該当する鉱業権に限り有効とされる。一

採掘権の鉱区料に対する納付額は、鉱業法の定に従い、該当する権利の行使によって実施

された鉱業活動によって得られた課税所得より控除されるものとする。 

鉱業権者は、鉱業法に則る手続き及び規制に従い、同者が実施した活動によって土地所

有者及びその他の鉱業権者に対して与えた損害の賠償が課される。鉱業権者は、鉱業法に

従い、賠償金額に対する保釈保証書を事前に要求することが出来る。 

国は、この法律が有意量を含む鉱物を戦略的価値として宣言する鉱産物を、現在の市価

及び条件で、 初に購入する権利を有しており、鉱業権者は、係る国の権利に関する条項

を把握する義務を負う。鉱業法は、国が行使出来る権利に対する形式、機会及び手順を制

定し、また違反に対する制裁措置、並びに困難が生じた際の解決策を定めなければならな

い。トリウム及びウランの重要な量を含む鉱産物は戦略的価値とする。この場合及び以下

の条項に効力を与えるためには、技術的及び経済的観点から開発可能な場合に於いて、鉱

物は鉱産物中に重要な量を含む鉱物であると見なされる。  

採掘許可のない鉱物が含まれる鉱床の場合、同鉱床中に沈殿する採掘可能な鉱物に対す

る鉱業権設定の妨げとはならない。ただし、鉱業権は、同権者に対して占有可能な鉱物に

含まれる重要な量の採掘許可のない鉱物の占有権を与えない。後者の鉱物に対しては、鉱

業法の定に従い、国が占有権を得ることが出来る。 

 

鉱業権の存続期間と失効 

試掘権の存続期間は4年を超えてはならない。しかし、採掘権は無期限とする。 

鉱業権は、鉱業権者の所有権が、以下の事由上、効力を失った時点で期限満了となる。 

a) 鉱区料の未支払いによって生じた公開入札手続きで落札者が出ず、決議により所有者

のいない土地とされた場合。 

b) 鉱業権者が、鉱業法により指示された条件で、鉱業権の登録要求をしなかった場合。

さらに、試掘権の場合、第13条の定に違反した場合は効力を失う。鉱業権は、また、こ

の法律に基づき、所有者が権利を放棄した場合も効力を失う。 
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3-3. 鉱業法 
 

序論 

鉱業法は鉱業に於ける財産権の強化を目的とし、1983 年に公布された。鉱業法は、憲法

及び鉱業権基本法に定められた数々の原則に加え、新しく技術的規則を供することにより、

鉱業の財産に対する組織改善を促した。この技術的規則によって、鉱業権者同士の間の境

界の定義がより明確となり、当該法が施行されるまで頻繁に発生していた、鉱区の重複を

防ぐためにより多くの規制が取られるといった、問題が解決された。 

 

政府の所有権と鉱業権 

 

総則 

政府は、下記の物質を有する土地上の個人あるいは法人による所有権の如何にかかわら

ず、地表の粘土を例外として、グアノ堆積物、砂状の金属鉱、岩塩鉱床、石炭並びに炭化

水素鉱床そしてすべての化石物質等のすべてに対して絶対的、排他的で譲渡できず、そし

て法令に拘束されない所有権を持っている。 

しかしながら、誰もが鉱物を含む物質を求めてテストピットを掘り、サンプルを採取す

る権利が与えられている、同様に、憲法の基本法の下、コンセッションが与えられ物質の

探索のためのコンセッションあるいは鉱業権が制定される。 

 

鉱業権の法的性質 

鉱業権は物権並びに不動産権であり、たとえ同じ人物が所有していたとしても、自由保

有権のある不動産の表面の土地所有権から独立した独特の権利である。この権利は国ある

いは如何なる人に対しても要求可能であり、抵当に入れたり他の物権並びにすべての行為

や契約の対象となり得る。その鉱業権は他のすべての不動産あるいは財産と同様の民法の

対象となる、ただし、この法典の鉱業権に関する憲法の基本法の規定に反する場合は別で

ある。 

 

鉱業権の目的 

鉱業権は探鉱あるいは採鉱のために与えられ、後者は鉱業クレームとしても知られてい

る。この法典が鉱業権あるいはコンセッションを言及するときはいつでも両方のタイプの

鉱業権を意味している。 

アクセスが陸上から坑道を通って行く、領土内海域の海洋底内にあるものも含めて、金

属、非金属そして一般的に、その自然の状態如何にかかわらずすべての化石物質はコンセ

ッションあるいは鉱業クレームの対象となり得る。 

廃棄された鉱石や廃石はコンセッションに付随したものであり、それらから抽出されたも

のである、また尾鉱やスラグは元々の事業に付随していた。所有者によって放棄された、

ずり、スラグあるいは尾鉱に含まれた、鉱業権を要請できる鉱物を含んだ物質は、当該所

有地内に存在し得るその他の鉱業権を要請できる鉱物を含んだ物質と共に鉱業権を要請で

きる。 

コンセッションの期限が切れるかあるいは設備が放置された後、鉱業権は、廃物、尾鉱

並びにスラグと共に、要請したコンセッションの領域内の他の鉱物を含む物質の中に含ま

れる要求可能な鉱物を含む物質に与えられる。しかしながら、この権利は廃物、尾鉱並び

にスラグが自由かつ邪魔のない土地の上にない限り遂行できない。 

 廃物、尾鉱並びにスラグがこの第二副項で規定された条件に合い、かつクレームの範囲

内であれば、それらはその一部と成る。 
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戦略物質 

液状あるいはガス状の炭化水素、リチウム、あるいはチリ本国海域内、また法が定めて

鉱業面の効果を伴った国家安全のために重要であると判断した地域に一部あるいは全体が

ある全ての鉱床には鉱業権は与えられない。また、国家安全のために重要であると認めら

れる以前に合法的に制定された鉱業権であったとしても、鉱業権は与えられない。 

前条項の規則の定めるところにより、鉱業権から除外される物質の探鉱あるいは採鉱は、

政府が直接あるいは国営企業によって実行されるか、あるいは、行政上のコンセッション

あるいは特別協定の対象となる、それぞれの場合、共和国大統領による大統領命令で定め

られた必要事項と条件が前提となる。 

政府は、国内の鉱業操業からの鉱業製品の購入で、それら産品の中にトリウムあるいは

ウランが相当量含まれていた場合、通常の市場価格での先買権を有す。上記物質が散発的

に得られる場合、生産者は、チリ核エネルギー委員会(CCHEN)に対し、政府に代わって上

記の採掘権を遂行できるように報告しなければならず、また、その数量、質並びにその他、

製品の特徴、市場価格そして受け渡しの方法、時期そして場所を報告しなければならない。

その通知は条件付の販売オファーと解釈され、その通知が受領されてから 3 か月間はその

製品を処理できない。委員会は自由にそのすべてあるいは一部を受諾あるいは拒否できる。

オファーが受諾された場合、支払いは製品の受け渡しから 2か月以内に行われる。 

 

トレンチ掘削権とサンプル採取権 

土地の所有者あるいは所有権が誰のものであるかとは関係なく、誰もが鉱物を含む物質

を求めてトレンチを掘りサンプルを採取する権利が与えられている、ただし、第三者に対

して鉱業権が与えられている範囲内の土地は例外である。この権利を遂行した結果生じた

被害は賠償される。トレンチは、その土地の地表の現在の保有者あるいは地主にかかわり

なく、自由に掘ることが出来、サンプルは開けた未耕作の土地から自由に持ち出せる。 

その他のすべての場合は、地主あるいは現在の所有権保持者の書面での許可書が必要で

ある。 

 

採掘権購入のための有資格 

すべての人は鉱業クレームあるいは鉱業権を申請でき、そして譲渡手続き中、あるいは、

その後のものでもいずれの鉱業権をも購入できる。また、その株式あるいはこの法典によ

って運営されている会社の鉱業権をも購入できる。 

国益を考慮に入れて、下記の場合は前述が適用されない： 

(1) 管轄下の地域のすべてあるいは一部にある土地、あるいはコンセッション、あるいは

当該コンセッションを保有している上記会社に関係する、控訴裁判所の判事、民事裁

判所の判事並びに書記官、鉱山の記録係そして既述裁判所並びに登記所の職員あるい

は事務員、 

(2) 政府の役人あるいは政府機関あるいは国営企業の職員でその役職や任務が故に鉱業権

を与えたりあるいは鉱物発掘のための地質データや採鉱データへのアクセス権を有す

者でその役職を辞めて 1年以内の者、そして 

(3) 上記すべての人の配偶者、そして正式に離婚していない配偶者あるいは合法的な子供。 

それにもかかわらず、彼らは、相続によるか、あるいはその禁制の要因以前に現存して

いる権利により購入するかまたは所有者になれる権利が与えられる。 

 

鉱業権の対象 

鉱業権の対象は、その領域内に存在する、コンセッションが与えられるであろうすべて

の物質に対してである。鉱業権は、すでに鉱業権でカバーされている地域に存在する物質

については与えられない。 
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鉱業権の範囲(鉱区)は、その表面は水平面内の直角平行四辺形(長方形あるいは正方形)

であり、各辺を鉛直方向に下降させた時にできる垂直面で囲まれた範囲ないで、その深度

方向の範囲は無制限である。平行四辺形の長さあるいは幅は、ユニバーサル横メルカトル

図法において南北方位を持たなければならない。 

鉱区の辺は、利権譲受者の裁量で、水平に 100m あるいはその倍数とし、探鉱のコンセ

ッションはやはり水平に少くとも 1,000m あるいはその倍数でなくてはならない。鉱業権

の面積は、10ha 以上をカバーするものではなく、探鉱コンセッションは 5,000ha を超えて

はならない。 

司法の許可あるいは承認並びに事務局による報告を前提に、いずれの場合でも、コンセ

ッションは物理的に分割できる。分割の結果出てくる各部は、前条項で示された形態、方

向そして少なくとも 低限の辺や表面の大きさでなければならない。それぞれの地区が鉱

業権を構成する。 

分割は分割後のコンセッションの各々の周囲の周囲の角にユニバーサル横メルカトル図

法の平面座標を与え、コンセッションを与える裁決の記録、さらに必要に応じて、前のコ

ンセッションの記録を記述して公共行為あるいは誓約をもって行われる。さらに、分割を

実施する個人の所有権の記録も含まれる。コンセッションの 1 地域上の権利あるいは与え

られる権利の移譲を規定する公共行為はこの条項で言及されている分割のためのベースと

しての目的を果たす。 

命令あるいは公共行為、それに加えて、分割を承認する決議は鉱山登記所に登録しなけ

ればならない。さらに、また第 87 条に規定する決定あるいは決議の登録の余白に注釈を

付けなければならない。法廷は事務局の報告を前提に、分割の地図を承認し、そしてファ

イルされる。前述の分割における既述の登録が終わるまで、鉱業権の物理的な分割は完結

できない。コンセッションは、それが与えられたか、あるいは、その手続き途上であるか

は別として、知的分割あるいは割り当ての対象となる。 

 

3-4. 鉱業権設定のための手続き 
 

鉱業権の申請及び出願書 

鉱業権は、その他の機関もしくは第 3 者の決定的な介入を受けることなく、非敵対的審

理に沿った判決によって設定されなければならない。 

鉱業権の設定手続きは、試掘権の場合は試堀権出願書(ペディメント)、採掘権の場合は

採掘権出願書(マニフェスタシオン)と称する願書を基に開始される。試掘権出願書及び採

掘権出願書の作成及びそれらの修正や訂正に関しては、弁護士に支援を求めるまたは権限

を与える必要性を有しない。 

採掘権出願書に示される中間地点または採掘権出願書に示される肝心な地点(POI)が位

置する場所を管轄する民事裁判所が、鉱業権を設定する権限を有する。 

裁判官に提出された領域に影響を及ぼさない試掘権出願書及び採掘権出願書の誤りは、

試掘権出願書に示される中間地点に於いてまたは採掘権出願書に示される POI に於いて、

それぞれの法的領域が自然かつ歴然とした線で明瞭かつ適切に境界を定めている場合に限

り、その効力に影響を及ぼさない。 

 

鉱業権出願書の提出能力 

何人も、そのための権限を持たずとも、民事訴訟法第 6 条第 3 款に定める条項に遵守す

ることもなく、第三者のために試掘及び採掘のための権利を出願することが出来る。ただ

し、当事者は、試掘権出願書及び採掘権出願書の提出後 30 日以内に、裁判所事務官の立

ち会いの下、代理人によって提出された出願書の承認をしなければならない。 
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試掘権出願及び採掘権出願をした土地が、すでに出願されている土地であっても、その

効力には影響を与えない。ただし、当該地に対して優先権が存在する場合を除く。 

 

事前の権利 

採掘権出願書を提出した日時が先である者に対し、採掘権が優先して設定される優先権

が与えられる。当該採掘権出願書が有効とされる試掘権の権利が行使される場合、採掘権

出願書にそのように記録され、その場合に限り、採掘権出願書の提出日が試堀権出願書の

提出日と同日であると見なされる。 

提出日時が先である、または先に申し出た、もしくはそう解釈された採掘権出願書の名

義人は、 初の発見人と見なされる。ただし、試掘権出願書及び採掘権出願書の提出を早

めるため、もしくは実際に 初の発見者の提出を遅らせるための強制行為や不正行為があ

った場合を除く。 

採掘権出願書の申請者が、他者の指揮下、あるいは他者の要請で鉱業活動に従事する個

人である場合、当該採掘権出願書は前者によって提出された者と見なされなければならな

い。試掘権出願書及び採掘権出願書の申請者が、第三者の指揮の下、または第三者に代わ

って鉱業活動に従事する地の試掘権出願書及び採掘権出願書を提出した場合は、第三者の

ために提出されたと見なされなければならない。前項に記される強制行為や不正行為がな

された場合は、事実上の 初の発見者に同じ効力が与えられる。 

 

試掘権出願書の内容 

探鉱の申請の内容 

探鉱コンセッションの要請には下記の事柄を記述しなければならない： 

(1) 申請者の名前、国籍並びに住所、そして必要に応じて、エージェント名も必要で、も

し個人の場合はそれに加えて申請書には専門分野あるいは取引経歴並びに配偶者の有

無 

(2) 要請しているコンセッションの表面の中央点のユニバーサル横メルカトル図法の座標、

精度は各々秒あるいは 10m。 

(3) 要請した探鉱コンセッションの称号あるいは名称、そして 

(4) コンセッションの表面に囲まれた面積を ha で表示。 

面積は 5,000ha を超えてはならない。 

各申請は一つの探鉱コンセッションのみに限る。 

 

採鉱のための申請内容 

採鉱のためのコンセッションの要請には下記を記述しなければならない： 

(1) 申請者の名前、国籍並びに住所、そして必要に応じて、エージェント名も必要で、も

し個人の場合はそれに加えて申請書には専門分野あるいは取引経歴並びに配偶者の有

無 

(2) 申請者の関心地点を以下に続く条項に規定された方法で記述する。 

(3) 要請した鉱業クレームの数、そして各々に付けられた名称。 

(4) 各コンセッションの表面に囲まれた面積を ha(ヘクタール)で表示。採鉱のためのコン

セッションの申請で要請されたコンセッションのグループの総面積は 1,000ha を越え

てはならない、そして 

(5) 必要に応じて、探鉱コンセッションの下で与えられた権利を遂行している事実。 

鉱業クレームの関心地点は、それが存在する場所の行政区分を記載しなければならず、

また、その地理座標あるいは、UTM を各々1 秒あるいは 10m の精度で表示しなければ

ならない。 
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それにもかかわらず、採鉱を要請している一体化した面積が 100ha を超えない場合、関

心地点の所在地は、より詳しく、かつ特性を示し、見つかった鉱体あるいは鉱床の名称並

びに、それらが見つかった行政区を記述する。 

要請あるいは申請された土地は、規定どおりその対角線が中心あるいは関心地点で交差

している、また要請あるいは申請された総面積を囲い込む周辺である水平平面状に描かれ

た仮想の四角形である。この四角形の両側は UTM 南北方位を持たなくてはならない。 

それにもかかわらず、申請者あるいは要請者は申請あるいは要請した地域が対角線が中

心あるいは関心地点を交差する仮想の水平四角形に含まれることを決めることが出来る。

申請あるいは要請は、その目的のために辺の長さと方位を規定しなければならない。長さ

と幅の比率は 5対 1を超えてはならない。 

 

申請の法廷(裁判所)による審査 

法廷は、申請あるいは鉱業クレームを再吟味する、そして場合によっては、第 43 条あ

るいは第 44 並びに第 45 条に規定されている規則に基づき、その登記並びに公布を命じる

ことができる。 

もしも探鉱あるいは鉱業権の申請あるいは要請が、第 43 条あるいは第 44 並びに第 45

条に規定されている必要事項を順守しない場合、場合によっては、法廷はそのエラーをは

っきりと表明し、要請者あるいはそれが数名の場合はそのうちの誰かにその裁決時点から

8 日以内にその過失を是正するよう指示する、そしてすべての法的な目的のためには元の

提出日が登録日となる。 

過失が上記で規定された期間内に是正された後、法廷は前条項で規定された規則を適用

し、もしそうでなければ、申請あるいは要請は遂行されなかったと解釈される。 

それにもかかわらず、もしも申請が、申請された探鉱コンセッションの中心の座標を含

んでいなかった場合、あるいは鉱業クレームの関心地点の座標、あるいはより詳細かつ特

性を含んでいなかった場合、場合によっては、法廷はそれ以上の手続き無しに当該プレゼ

ンテーションは提出されなかったものと解釈する。如何なる場合でも、訂正される中心点

あるいは関心地点の座標を示す場合、エラーあるいは不正確さを招いてはならない。 

書記官は、場合によっては、法廷における提出日時並びにその申請が登録され公布され

たことを命ずる決議を記述して、探鉱あるいは鉱業権の申請の認証済みコピーを発行しな

ければならない。 

そのコピーは前条項の 初の副節で記述されているエラーを是正する命令を下す議決並

びに、法廷の命令は放免されたという令状を含まなければならない。 

 

鉱区料(税金) 

各探鉱あるいは鉱業クレームの申請は、月間課税単位(Unidad Tributaria Mensual)の

100 分の 1に規定されている国庫の税金の対象となる。 

探鉱コンセッションの申請において含まれる ha ごとの税金は下記に相当する。 

(1) 申請に含まれる総面積が 300ha を超えない場合、100 分の 0.5 

(2) 上記面積が 300ha を超え 1,500ha を超えない場合、100 分の 2 

(3) 上記面積が 1,500ha を超え 3,000ha を超えない場合、100 分の 3 

(4) 上記面積が 3,000ha を超える場合、100 分の 4 

 

鉱業権の要請に含まれている ha ごとの税金は下記に相当する。 

(1) 要請した総面積が 100ha を超えない場合、100 分の 1 

(2) 上記面積が 100ha を超え、300ha を超えない場合、100 分の 2 

(3) 上記面積が 300ha を超え、600ha を超えない場合、100 分の 4 
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(4) 上記面積が 600ha を超える場合、100 分の 5 

 

鉱区料は、法廷に探鉱コンセッションあるいは鉱業クレームの申請が提出された日から

30 日以内に支払われる。その支払いは、鉱区料の支払いを受け取ることを許可された如何

なる銀行あるいは機関でも行うことができる。当該領収書には、法廷、ファイル番号並び

にコンセッションの名称を記載しなければならない。 

 

鉱区の記録 

誰もが、当該鉱山登記所の発見登録において、探鉱コンセッションの申請あるいは鉱業

クレームの要請の登録あるいは記録を要求することができる。その要求は、第 50 条で言

及されているコピーの完璧な転写物でなければならない。 

前述の公布は一度行われなければならない、そして登録の完璧な転写を含まなければな

らない。登録と公布は当該命令の発布日から 30 日以内になされなければならない。 

登録の所有者は、鉱山の探鉱に必要で、かつ鉱業クレームのための登録時点として要請を

制定するために必要なすべての操業を始めることが出来る。もしも、その作業あるいは操

業が、コンセッションに含まれているであろう物質の除去を必要とするのであれば、要請

者がそれらの所有者となる。 

申請者あるいは要請者が土地表面の所有者あるいは如何なる人物に妨害された場合、法

廷は事務局の示唆により警察力の行使を許可することができる。それにもかかわらず、法

廷は、もし事務局が当該コンセッションの報告を提出しているところであれば、他へ譲渡

された鉱山の検査業務を遂行するために警察力を行使することを許可しない。 

探鉱コンセッション並びに採鉱コンセッションのための登録された申請は、実態がある

もので、不動、移譲可能かつ運搬可能な権利で、他の不動産に適用される規則と同じもの

が適用される。 

 

試掘権(探鉱鉱区)申請後の手続き 

申請の登録並びに公布の命令が決議されてから 90 日以内に、申請者あるいはそれが一

人以上の場合は、そのうちの誰かが探鉱コンセッションに関する決定の手続きを要求しな

ければならない。その要求は要求しているすべてあるいはその一部を含まなければならな

いが、決してその領域以外の場所は含んではならない。 

さらに、要求には距離と進行方向、要求あるいは申請において示した中点に関する、少

なくとも一つのコンセッション地域の表面の角の UTM 座標を表示しなければならない。 

要求には下記を含まなければならない。 

(1) 申請手数料の支払い領収書 

(2) 第 144 条に基づく比例割り当て手数料の支払いに対する証文 

(3) 探鉱コンセッションの申請登録の公式コピー 

(4) 登記が記載された鉱山公報のコピー 

(5) コンセッションの配置地図、角の座標並びに中点までの(申請に関連して)同一角の方

向と距離の関係 

 

地図の縮尺やその他の地物は規約によって決められなければならない。法廷は申請を検

討し、書類を添付して、もし、法令で規定された必要事項に合致すれば、報告のため事務

局に申請を許すことを命じる。 

報告で、探鉱の申請から派生する権利の違反あるいは履行の遅延が要求のいずれかを満

足していないことが判明すれば、法廷は、その要求を即座に拒否し、その目的のために公

式伝達で、当該の登録が拒否されたことを命じる。 
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しかしながら、法廷は是正できる脱落や不備を見つけた場合、そのことを正確に指摘し、

その是正を命じた日から 8 日以内に訂正するように命じなければならない。もし、その訂

正が割り当てられた期間内になされれば、法廷は 初の副項に基づいて命じ、そうでなけ

れば二番目の副項に従う。 

事務局は申請の技術面に関する報告を行わなければならない、特に要求されたコンセッ

ションの形、表面積と方向が法に準じているか、また申請している土地内にあるかを示し

た地図を添付する。 

 

3-5. 鉱業特別税(法律第 20026 号) 
 

新しい鉱業特別税の可決に関する政府の懸案事項が 2005 年に解決された。チリの民間

企業が産出する鉱産物に対する新特別税は、2005 年 6 月 16 日に交付され、2006 年初めに

施行された。企業ごとに賦課されるこの鉱業特別税は、一企業の鉱産物価値の総額が平均

産銅量 12,000t/年を超える場合に限り、効力を生じる。2005 年の銅価格は、すでにその

他の鉱産物より高く、モリブデンを除いては、その他すべての鉱産物よりも伸びを示して

いたため、新しい鉱業特別税は、チリで銅山活動を行う企業を主とした適用が見込まれて

いた。 

税率に関しては、企業の年間鉱産物販売額に従い、0.5％ないし 5％が適用される。概算

してみると、企業が鉱業特別税を納付するために必要な 低生産量は、推定で

12,000t×3,680US$/t＝44.16 百万 US$(2005 年)となり、よって 低レベルの課税率が課さ

れ、おおよそ 0.5％×44.16 百万 US$＝220,800US$(2005 年に法が施行されていた場合の例)

となる。チリで操業する鉱山企業一社につき、鉱物一種の年間生産(売上高)に対する税率

(ロイヤルティ税率)は、企業の同鉱物に対する年間生産量が同年の精鉱銅 12,000t から

14,999t に相当する場合は、0.5％が適用される。 

当該税率は、企業の鉱石年間生産量が精鉱中銅量 15,000t から 19,999t に相当する場合

は、1％に上がり、同 20,000t から 24,999t に相当する場合は 1.5％、同 25,000t から

29,999t に相当する場合は 2％、同 30,000t から 34,999t に相当する場合は 2.5％、同

35,000t から 39,999t に相当する場合は 3％、同 40,000t から 44,999t に相当する場合は

3.5％、同 45,000t から 49,999t に相当する場合は 4.5％に上がり、同 50,000t 相当額を超

える場合は 5％が適用される(Rojas and others, 2006, p. 360-362)。 

当該税を確定するために適用される銅の年間平均価格はロンドン金属取引所(LME)の平

均銅価に基づく。LME で取引されるその他の金属(鉛、亜鉛等)に関する年間鉱石生産量も

また、それらの LME 価格で評価される。金や銀といったその他の金属の年間生産量は、ニ

ューヨーク商品取引所 (COMEX)もしくは Platts Metals Week や Metal Bulletin などで公

表されるそれらコモディティ価格に基づく。 

工業鉱物(非金属鉱物)のための鉱産物を評価する価格は、政府が認める Chemical 

Market Reporter、Industrial Minerals 及び Mineral Price Watch を含む工業専門の出版

物に基づく価格を適用する。 

チリ銅委員会 (COCHILCO)は、チリで採掘された鉱物の平均価格(チリ Peso)を、前述の

情報源(及び必要であればその他)の月の統計の平均から評価し(電子データ及びハードコ

ピーの両方で) 公表する第一の責任を負う。暦年の毎 3 か月に続く 初の 15 日間に、

COCHILCO は月の統計を公表しなければならず、その統計により年間平均が算出され、鉱業

特別税額計算に適用される。 
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3-6. 鉱業安全規則(大統領命令第 132 号) 
 

チリにおける鉱山操業の安全については DS132 あるいは鉱業安全規則で規制されている。

その中で も重要な節は下記である。 

 

第 21 節：操業を開始あるいは再開するすべての鉱山会社は事前にそのことを地質鉱山局

(SERNAGEOMIN)に、所在場所、UTM 座標、オーナー名義、法的代表者名、並びに専門家あ

るいは安全監視装置を少なくとも操業開始の 15 日前に書面で報告しなければならない。 

 

第 22 節：操業開始前に、鉱山会社は地質鉱山局にその許可のために、採鉱方法、プロセ 

スする鉱物を提示する、そして地質鉱山局がその提出日から 60 日以内に許可をだして

初めて操業の開始が認可される。 

同じことが廃棄物、尾鉱堆積場、並びにリーチングパッドにも適用される。 

さらに加えて、鉱山会社は閉山計画を提出しなければならず、それは 5 年ごとに見直し

が必要である。もし鉱山会社が一時的に操業停止をする場合、同様にこれも

SERNAGEOMIN にその計画を提出しなければならない。 

 

第 32 節：各鉱山会社は、無償でその雇員の個人保護ための適切な安全設備を設けなけれ 

ばならない。労働者は、鉱山会社が安全規則に準じて設定する規定に従わなくてはなら

ない、その履行は鉱山会社によって追跡される。 

 

第 33 節：各鉱山会社は、恒久的な職員の中に鉱山技術者を雇わなくてはならない、そし 

て彼は会社が行うあらゆるすべての鉱業作業を監督する。 

 

第 34 節：鉱山監督者も同様、専門の鉱山技術者でなくてはならない。 

 

第 38 節：労働者は会社が設定した安全規則に従わなければならない。 

 

第 40 節：鉱山現場とプラントでのアルコール類の摂取は完全に禁じられている。麻薬の 

摂取も同じである。 

 

第 42 節：重機並びに車両は、適用される法律と規則に従って、正当に認証された権限を 

持った資格のある職員によってのみ運転される。 

 

第 58 節：鉱業操業は、職員の通行並びに退去のための安全かつアクセス可能な手段を持 

たなければならない。道路は整備し適切な標識を設置しなければならない。 

 

第 129 節：坑内掘鉱山ではガソリンエンジンは禁止されている。選択肢はディーゼルエン 

ジンである。 

 

第 158 節：補強されていない坑道は定期的に検査されなければならない。 

 

第 196 節：各鉱山会社の運営は、火災を防ぎ、探知し、それを消火する適切な対策を講じ 

なければならない。 
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3-7. 鉱業統合条約 

 
本鉱業統合条約は、チリ・アルゼンチンの国境地域の鉱山開発を促進するために、国境

地域での人・資産の移動、インフラの共同活用、探鉱・開発の統合化、国境手続きの簡略

化、租税の統一化などを可能とするもので、1997 年 12 月に両国政府により署名された。 

条約の内容について以下に述べる。 

 

(1) 構成 

条約は 23 条項と 2 つの添付書類で構成されており、後者は本条約が適用される領域に

関するものである。 

第 1 条から第 4 条までは、その目的とそのような国際的な法令の集成の領域を定めてい

る。使われる用語の定義を決め、適用の領域を特定し、国家の条約の上に立った条項を制

定する。 

第 5 条から第 8 条までは、特定の追加議定書に関する規則で、国境における円滑化の領

域の制定並びに課税、関税及び促進体系に関して明確にしている。 

第 9 条から第 15 条までは、労務並びに特別保全、経費の支払い、環境保護の法的な規

則、人の医療保障システム、共有水資源の利用システム並びに国境線維持等に関して述べ

られている。 

後に、第 16 条から第 23 条までは、鉱業事業の中断と終結、一般例外体系、条約の運

営と評価に関する当局の義務、論争の解決方法、この新しい国際法律集成に、発効並びに

その有効期間と同様、既存の特別議定を組み入れることなどに関しての事項をカバーして

いる。 

 

(2) 目的 

この条約の主な目的は下記のとおりである。 

a) 同一条約を基に、国境地域における所有地に対する鉱業権の購入あるいは所有権また

は他の利権に対する条約の適用領域内での法的な枠組を提供する。この国内条約の基本

は、鉱業に関連する活動に適用され、より効率の良い開発のために必要な政策を引き起

こすものである。 

b) 同様に、国境を越えた活動の支援あるいは、両国からの投資家のための国境を越えた

地役権を作り出すことによって国境の円滑化のメカニズムを構築する可能性を考慮し、

これによって条約の適用領域内において、特にそれらを必要とする鉱業プロジェクトの

鉱業事業の開発を可能にする。 

 

(3) 操業地域 

国境を越えた鉱業活動を遂行するために、両国からの領域をカバーする操業地域を設置

する可能性が考慮される。この地域内で、鉱業事業の開発のために必要な、人の流れ、運

送手段、機械並びに材料や装置のための特別な法制度が適用される。さらに、特定追加議

定書において事前に合意に至ることを前提に、他国領土内で開発されるプロジェクトのた

めの一方の国側の領土内での地役権の制定の可能性も考慮されている。 

 

(4) 条約の適用領土の範囲 

測地座標をもとに完璧に規定でき、そして条約の一部として添付地図に示されたこのよ

うな領域は、採掘することが両者にとって有益であるような鉱床が存在する可能性がある

地域に両国の国境地域を含むとして取り決められた。両国が、より一層の利益のため、条

約の適用から免除されるべきだと考えられた地域は明確に除外されている。 
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(5) 条約の運営と評価 

条約の実施を保証するために必要なメカニズムを導入するために、運営委員会と呼ばれ

る合同の機構が創立された。その目的は、条約の履行を促し、申請された鉱業プロジェク

トに精通し、そして該当する論争解決プロセスを簡素化することなどである。 

 

IV 補完議定書 

条約の本文そのもの、並びにその添付書類に加え、1999 年 8 月 20 日に当該国の首都にて

調印された記述の補完議定書は検討してもらうため提出された。 

 

(1) 解釈的性格 

この補完的な規則の集成は、解釈的な性格を有するものである。すなわち、それは新し

い権利を作り出すのではないし、また条約が制定するのと異なった義務を課すわけでもな

い。しかしながら、基本であると思われる、ある種の事柄の分別と範囲を説明すること、

さらに国、地方並びに地域における条約の規則の完全な遵守の概念を強化することを目的

としている。 

 

(2) 国家条約の原則の適用 

これらの局面の中で、補完議定書の第一条において、条約の第 1 条、第 4 条並びに第 5

条の要旨は、特定追加議定書の生成を条件とする事項と同じく、明確にされている。 

既述のごとく、これらの条款に準拠して両国は、鉱業事業を開発しようとする一方の国

の個人あるいは法人に対し国家条約の原則を適用し、そしてそれは国境の外国人という理

由で制定された土地所有権並びに鉱業権の取得に対する差し止め及び制約を結果としても

たらす。 

記述の原則から、条約並びにその補完議定書は次の事柄を考慮に入れる。 

a) 条約の保護の下での鉱業権の購入あるいは遂行、並びにそれぞれの鉱業法令において

考慮された他の活動を遂行することが同条約の唯一の効力によって認められる。結果とし

て、運営委員会の特別の表明はこのためには必要とされない。 

 

b) 一方の国の国境地帯における土地を他国の人が所有権あるいは他の不動産権を購入す

ることに関しては、しかしそれが条約の適用領域内でさらに鉱業事業の開発に特定される

ことはなく、さらにその特有の活動を遂行するために要請される場合、議定書は運営委員

会がそのような活動あるいは鉱業プロジェクトの存在を簡潔かつすばやい方法で再確認す

る表明を必要とする条約の主旨を明確にしている。 

 

c) 鉱業事業の開発が国境の円滑化あるいは国境を越えた活動を必要とするとき、国境を

越えた地役権の制定あるいは、条約の第 1 条第 3 項 a) で定められた権利の遂行はそれを

運営委員会に報告する必要がある。後者は、事前に評価を行ったうえで、補完議定書の第

1 条に定められている条約の第 5 条に制定された、各ケースで取り決められた操業の場所

並びに該当手順で特定追加議定書の導入を薦めることが出来る。両国は、場合に応じてこ

れら特定追加議定書の折衝に関して取り決める。これらの手段は条約並びにその補完議定

書の適用を制限するものではなく、各国の法廷を含む自国の法制度にかかわる権限を脅か

すものでもない。 

 

条約の第 5 条第 1 項によれば、国境の円滑化、特に地役権設定に関しては、運営委員会

の評価を受けるために投資家によって申請されなければならない。このことはこの機構の

単なる権限と理解すべきで、従って該当する土地が存在する国の法律に則って、受益者が

後に正式にその制定を構築出来るようにしなければならない。 

そのことを念頭において、前項で記述したごとく、中小企業の活動は大幅に円滑化され

る。条約の体系における彼らの完全な参画を助成することは重要であり、国の重要な分野

である鉱業分野の期待にこたえる有益な手段としての運営委員会の役割を考えることも重
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要である。運営委員会は、簡潔で迅速かつ経済的な方法、特にこの事実を考慮に入れて、

議定書に円滑化に関する奨励を行うことができる。 

 

(3) 水源に関して 

補完議定書がカバーする他の事項は、共有水資源の本質を有さないときの国境の別の側

における鉱業プロジェクトで使用される隣国に存在する水資源がある可能性の明確な認識

によって与えられる。 

 

(4) 鉱業プロジェクト独自の施設に関して 

ある特定の目的のために も相応しい土地がある場合、隣国における鉱業プロジェクトの

ための独自の施設を設置する可能性を明確に設定する、それらの中には選鉱プラント、キ

ャンプ場、尾鉱、廃石堆積場等が挙げられる。しかしながら、上記は如何なる場合でも、

当該国の環境規制を完全に遵守しなければならない。 

 

(5) 論争の解決 

条約が投資家並びに両国間の関係に関連する事項のために提供する特定のメカニズムに

沿って、補完議定書は、運営委員会が一方の国の鉱業プロジェクトの進展に影響を与える

操業独自の問題を、緊急折衝手続きを介して、検討する可能性を設けている。 
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4. 外国投資関連法令 
 

4-1. 外国投資法、 高法令 600 号(DL600) 
 

序論 

高法令 600 号(以下『DL600』)は 1974 年に設立された法律で、外国投資をチリへ誘導

し、チリやチリ企業の対外投資を国内に回帰することを目的として策定された。当法律は

非常に効果的に機能しており、実際にアルゼンチンやペルーといった他のラテンアメリカ

の国々もチリのこの制度を導入している。 

海外の資金がチリ企業または外資系企業のチリ支社に対して資本金として貢献出来るこ

とを目的とし、非公式の通貨市場を含む幾つかのルートを通して、外貨をチリに持ち込む

ことが出来る。 

 

外国投資 

外国投資の柱となる規則は『DL600』である。この法令は、利益が生じた場合の外国送

金、並びに 3年後の資本送金を保証する。 

第 14 条(チリ中央銀行外国為替規則)でも DL600 と同様の権利が保証されるが、前者は

主としてローンに関連した法規である。資本送金の保証期間は 3 年間である。第 14 条に

基づき持ち込まれたローンは、DL600 とかなり類似した条文で自己資金とすることが出来

る。 

 

外国投資法 

外国投資法は、憲法の原則のもと、海外の投資家に対する同等の扱い及び平等の扱いを

保証する。それによって、海外の投資家は内国投資家と同じ権利や保証が約束される。 

海外投資家は、DL600 を通してチリ政府と契約を締結し、当契約によってプロジェクト

への投資が承認される。本契約には法的義務が含まれるため、調印後、チリ政府によるま

たは法的規制の制定による一方的修正は認められない。 

外国投資委員会は、当該法律に基づき、外国投資の受け入れ、及び該当する契約条件の

合意が出来る唯一の機関である。 

 

外国投資法及び投資契約 

この規約の規定は、外国個人と外国企業そして、海外に居住し、かつ海外に住所を持つ

チリ人が外国資本を海外投資契約としてチリに持ち込む場合の両方に適用される。 

資本は、下記の形で持ち込まれその価値が付けられる： 

a) 自由に両替可能な外国通貨、『公式外国為替市場』で取引業務が許可されている企業

に売却することによって国内に持ち込まれ、その取引は銀行取引で も率の良い交換レ

ートで取引される； 

b) 有形資産、輸入に適用される一般規則の下に国内に持ち込まれるすべての形態、ある

いは条件のもので為替補償の対象とはならない。これらの資産は輸入に適用される一般

の手続きにそって評価される； 

c) 種々の形態での技術、資本として持ち込まれるもので、外国投資委員会が 120 日以内

に、国際市場における価値を考慮に入れて評価されるもの；上記期間内に評価されない

場合、投資者側の供述による見積額が適用される。如何なる場合でも、海外投資契約と

して形成される技術の所有権、使用または保有は、もともと提供された企業から分割し

て譲渡することは出来ず、割賦返済あるいは減価償却の対象にもなり得ない。 

d) 海外投資に関連したローン。一般規則、条件、金利や外国ローンの取引において関与

するその他の要因は、コミッション、税金並びに種々の出費を含む海外ローンを使用す
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るための借り主によって支払われるべきすべてのコストに対する課徴金と同様、現実に

認可を受けているかあるいは、チリ中央銀行によって認可されねばならない。 

e) 自由に両替できる通貨での海外ローンと海外債務の資本化、当該契約が正規に認可さ

れていると言う条件で、そして 

f) 外国送金のために適格であるとされる利益の資本化 

DL600 第 3 条に従い、海外投資の認可は公共譲渡証書として実施され、一方でその投資

が投資委員会の合意を必要とする場合、チリ政府を代表してチリ海外投資委員会理事長に

より署名された契約の中で証明されなければならない、あるいは、もしそうでない場合は、

執行副理事長による署名が必要である。もう一方ではこの法令で、以降『外国投資家』と

呼ばれる外国資本を提供する人の署名を必要としている。 

契約書には外国投資家が何時までに資本に持ち込むかという期間を記載しなければなら

ない。この期間は、鉱業の投資では 8 年で他のすべては 3 年となっている。しかしながら、

外国投資委員会は、メンバーの全員一致により、予備調査が必要であり、その性質や実施

期間の長さ如何で、鉱業投資の場合にはこの制限を 12 年間に延長することが出来る；工

業あるいは、非鉱業の抽出プロジェクトへの投資で 5,000 万 US$あるいは他の外国通貨で

その相当額以下でない場合、委員会はそのプロジェクトの性格上必要と認めた場合、期間

を 8年まで延長できる。 

 

外国投資家の権利と義務 

資本金移転 

外国投資家は、他の外国へ資本金と利益を移転する権利が与えられる。資本金の送金は、

その資本金が国内に持ち込まれて 1 年後に始めて実行可能となる。海外へ送金し得る利益

からまかなわれた増資は、関連する税金を支払った後であれば何時でも送金できる。 

利益の送金は、いつでも行うことができる。資本金と純利益の外国送金に適用される条

件は、輸入一般に適用される条件よりも不利であってはならない。資本金と純利益の外国

送金は、公式外国為替市場において取引することが認可されている、あらゆる企業から得

られる も有利な両替率で行われなければならない。 

 

外国為替 

資本金あるいは利益の外国送金のために公式外国為替市場にアクセスするため、外国投

資委員会の執行副理事長は送金される金額を示した認証状を発給する。その認証状は、当

該申請がなされた日から 10 日間内に承認するか、あるいは正当な理由を付して拒絶する

ものである。 

第 5 条によれば、資本金あるいはその一部の送金が必要とされる外国通貨は、外国投資

を代表するシェアあるいは権利の売却、あるいは、その外国投資で購入あるいは創立した

会社の売却あるいは、全体または一部の清算手続きによってのみ購入できる。売却あるい

は清算の正味の手続きは、投資実行額を上限に、すべての税金、課徴金、手数料が控除さ

れる。すべての超過分は税法の一般規則に従わねばならない。 

 

課税 

この法令の条件に基づいて行われた外国投資の所有者は、会社の操業開始から 1 年の間、

契約が履行された時点で適用される所得税法の下で課せられる税金を含んだ全般の税率が

課税所得の 42％に固定されたものになるという条項を契約に含む権利が与えられる。たと

え外国投資家が不変性の恩典を申し立てたとしても、当該投資家は一度だけこの権利を放

棄し通常の税法の適用を要請することが出来、その場合、合意に至った不変性を犠牲にし、

結果として当該投資家は国内の投資家と同じ権利、選択肢並びに義務を持つ税体制の下に

あることになる。 
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前述の条項に関する、現実に使われる総合税負担は、所得税法に規定されている規則に

沿った、第 1 カテゴリー税の課税正味収入に適用され算出される。その税率は所得税法で

決められた第 1 カテゴリーに該当する。既述の条項で保証されている現実に使われる総合

税負担を補充するのに必要な税率差は、所得税法の定めるところにより、該当の課税ベー

スに適用される。そのベースに、課税所得に適用された第 1 カテゴリー税に相当する額を

追加しなければならない。 

本条第 1 項が決めるところにより、所得税法の第 21 条第 3 項において制定された税は、

外国投資を受ける恒久的な企業や会社に 42％の税金を支払うことを要請している。それは、

株式会社並びに合資会社の場合、該当する課税標準に適用され、このシステムが会社の利

益を保留することが出来ると言う条件で投資家の株を比例配分する。すべての税金の超過

分は、これら株主によって生じ、留保され毎年会社から支払われる。 

ここでは『操業の開始』とは、外国投資によって資金繰りを受けたプロジェクトに関連

する操業の開始を意味し、新規のプロジェクトで行動が実施され、そのプロジェクトの範

囲内での活動から収入が一度生じた時点を意味する。あるいは、遂行中の活動で投資が行

われた場合、投資の一部のみでも国内に持ち込まれた翌月を意味する。 

外国投資並びにそれに関与している企業は、国内投資に適用される一般間接課税及び税

関規則の対象となる。 

上記の副節にもかかわらず、この法令の条件の下に国内に持ち込んだ外国投資の保有者

は、合意された投資を行う認可条件のために契約書に、1974 年の法令第 825 号第 12 条第

10 番 B で言及されているリストに含まれた、国内産品がない機械や設備の輸入に適用され

る契約の署名時に有効である、販売並びにサービスに対する課税及び輸入関税に変更がな

いという条件を入れることが許されている。 

同様に、外国投資とそれに関与している企業は、国内投資に適用される一般法令も適用

され、第 11 条の規定は別として、直接あるいは間接的に差別受けることはない。 

特別な生産活動に影響を及ぼす法令あるいは規則が、外国投資を除外して、国内におけ

るその生産活動のすべてあるいは大部分に適用されるのであれば、それは差別とみなされ

る。 

同様に、国内の然るべき経済分野あるいはその地理的立地のために特別のスキームを生

み出す法令あるいは規則は、もし外国投資が国内投資家と同じ条件や必要事項を満たして

いるにもかかわらずそれを拒否された場合は差別とみなす。 

この条項の目的のために、特別の生産活動とは国際的に認められた、チリ通関関税率に

相当する関税率の分類と産品と同じ定義に入る企業によって生産されるものである。 

 

無差別の保証 

もし、外国投資あるいはそれに関わる会社に対して差別していると考えられる法律上の

規則が制定されたなら、その規則が発布された日から 1 年以内に行うことを前提に、斯様

な差別を削除するよう要請する権利を有す。外国投資委員会は、その申請が行われた日か

ら 60 日以内に、それを拒否するか、その差別を取り除くための適切な行政措置をとるか、

あるいはその行政手続きが委員会の権限外であった場合には、当局に然るべく措置を要請

する。 

委員会の措置が遅れた場合、拒否された場合、あるいは差別を取り除くことが行政的に

出来なかった場合、外国投資家あるいは、それに関連している企業は、一般法廷に差別が

存在するか否かを決めるよう嘆願し、もし、そうであれば一般規則に準拠しなければなら

ない。にもかかわらず、外国投資による国内融資へのアクセスを制限する妥当な規則が制

定される可能性はある。 
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第 11 条その 2－5,000 万 US$あるいはその他外国通貨相当額以上の投資で －鉱業プロ

ジェクトを含む工業あるいは抽出プロジェクトの開発が目的のもの－ 第 2 条に基づいて

国内に持ち込まれた場合、下記の条件並びに権利が適用される： 

1. プロジェクトの予測期間を踏まえ、その期間の 10 年間の延長は出来るが、如何なる条

件下においても 20 年間に延長は出来ない。 

2. 規定には、契約の履行日からかつ、第 7 条第 1 項あるいはこの条項の第 1 番で定めら

れている期間、当該契約で受け取る、契約履行日に有効な法的な規則並びに国税庁が発

行する、資産償却制度に関するもの、また組織及びその設立経費並びに運営経費に関す

る裁決あるいは回覧文書に基づく分担金が含まれても良い。同様に、国税庁が、外国投

資家あるいは外貨での勘定を維持するために分担金を受け取っている会社に対する裁決

を契約書に組み入れることが出来る。前項に従って与えられた権利は一度のみ放棄でき

る、そしてその場合、投資家あるいは企業は、第 7 条第 1 項の 終部で決められた条件

の下、放棄した権利を一般の制度の下に準拠する。 

 
   如何なる場合も、上記第 7 条で言及している権利放棄は、明確な権利放棄が必要と

なる外貨勘定に関連する場合を除いてこの本番号で示している権利の権利放棄を意味す

る。上記で言及している第 7 条によって規定する税の不変恩典を要請している投資契約

に外国投資家が一人以上存在する場合、それらの内、一人でも権利放棄すれば、明確に

権利放棄する外貨による勘定記録を維持する権利は別として、権利放棄側並びに他の外

国投資家あるいは受領企業の両者によって、その条項によって与えられた権利の権利放

棄と解釈される。なんどきでも、外国投資家が、当該投資契約における証として合意し

た、この項によって与えられた権利の権利放棄は出来ない。そのような権利放棄は、税

の不変権利の権利放棄をする外国投資家が、権利放棄を実際に行った時点の契約によっ

て運営された総投資額の然るべき割合を超えるシェアを持つことにより始めて有効とな

る。 

3. －生産された製品のすべてあるいは一部の輸出を考慮したプロジェクトの場合、外国

投資委員会は当該投資家もしくは分配金を受領する企業に対して第 7 条第 1 項あるいは

この条項第 1 番の下に与えられている条件を超えない、下記の権利を与えることが出来

る： 

  a) 自由に輸出する権利に関し、当該契約の履行日に有効な法的規定並びに規則の不

変性を条項付けること。 

  b) 輸出による利益並びに清算の一部あるいは全額、また保険あるいは他の源泉から

の損害賠償金に関する特別制度を許可すること。その制度に基づき、チリ中央銀行

によって認可された税金を支払い、所得税法の規定に関するプロジェクトの税金の

ための費用として承諾された送金を行い、あるいはそこから生じる資本金と利益の

海外送金を行うために許される海外における外貨を維持することが可能となり得る。 

この特別の制度を許可するため、資本金及び利益の海外送金を行うために与えられ

た外貨市場へのアクセスのもとでの制度、方法並びに条件と同様に、その特別の制度

のための操業の特定の方法を説明するチリ中央銀行の重役会が奨励する報告を事前に

入手することが必要である。さらに、チリ中央銀行はこれらの事項に関する契約条項

の履行を監督する義務がある。 
 
当該バランスシートによって、この(b)項に従い如何なる理由であれ、海外に外貨を

維持する海外投資家あるいは、その関連受領企業の恒久的な組織によって生み出され

る年間課税利益は、毎年 12 月 31 日の時点で投資家によって維持されている外貨の一
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部であるとして送金され、分配されあるいは引き出されたので税金の目的と考えられ

るべきである。 
 
この規則により、海外で維持される外貨による所得、あるいは生じた利益は、すべ

ての法的な目的のためにはチリの源泉の所得と解釈される。 
 
この権利は、投資が第 1項で示されている額に到達した時点で始めて実施される。 

 

外国投資委員会 

外国投資委員会はサンティアゴに住所を持つ自身の資本を持つ法人である。委員会はチ

リ経済開発公社を通じて共和国大統領に報告する。委員会は、チリ政府に成り代わってこ

の法令のもとで外国資本の受け入れ、当該契約諸条件の規定の承諾ができる唯一の機関で

ある。 
 
委員会は第 16 条で決められているように、委員会の承認が必要とされる投資の場合に

その理事長によって代表される。もし、そうでない場合は、執行副理事長によって代表さ

れる。 
 
外国投資委員会は下記のメンバーで構成される。 

a) チリ経済・開発・復興大臣 

b) 財務大臣 

c) 外務大臣 

d) この委員会に代表を持たない分野での投資案件の場合、当該省の大臣 

e) 企画・協力大臣 

f) チリ中央銀行頭取 

 

大臣はその法的代理人のみによって代表できる。委員会の会議は、経済・開発・復興大

臣により、あるいは彼が不在の場合は財務大臣によって主宰されるが、少なくとも 3 人の

メンバーの出席が必要である。決裁は委員会のメンバーの単純な多数決で行われ、引き分

けの場合は理事長が決裁の票を有する。決議事項は議事録に記録しなければならない。代

理人は委員会の会議に何時も出席でき、発言権は持つが、代理をするメンバーが不在の場

合に限って投票できる。 
 
その指令を遂行するため、外国投資委員会は執行副理事会を持ち、これは下記の権能を

有す。 

a) 委員会に提出された外国投資申請及びその他の要請を受理、検討そして報告。 

b) 必要とされるであろう、その様な背景の書類並びに研究を準備して、委員会の行政管

理機関としての業務執行 

c) 外国投資の報告、登録、統計維持並びにその調整 

d) 外国投資家あるいは彼らに参画している企業の義務に関して公共機関が行わねばなら

ない監督の報告及び結果の集中化、並びに関係当局と公共機関の注目を集めるような

不正行為あるいは違反の報告 

e) 当該契約並びに決議事項を早急に実行するため、委員会に対して提出された申請の承

認以前にその権限付与の報告あるいは供与しなければならない種々公共機関によって

要請された手続きを遂行及び迅速に処理する。 

f) チリあるいは海外において当事者の適応性や誠実性に関する検討 
 
外国投資委員会執行副理事長は、執行副理事会の運営に携わり、その長としての任に就

き、そして、法廷内並びに法廷外両方での法的代表者である。その官職は外国投資委員会

の推薦により共和国大統領によって任命される。執行副理事長は、下記の任務を遂行する。 

a) 外国投資委員会による合意と規則を監督し執行し、副理事長に委ねられた権限を遂行

する上で、委員会としての業務と義務を遂行する。 

b) 外国投資委員会に年次計画、同じ様に、委員会の分析あるいは決議を必要とするよう

な他の事項を提案する。 



- 43 - 

 

c) 外国投資委員会に提出するための年間予算のドラフトを準備する。承認された時点で

遂行する、並びに実行のために必要とされるであろう変更を提言する。 

d) 外国投資委員会の会議に、発言権を持って出席する。宣誓管理官及び記録秘書として、

その運用のために必要とされる方法や手順を踏む。 

e) 職員の任命と雇用、並びに職務の指定、それを外国投資委員会に報告する。 

f) 常に外国投資委員会の決議並びに指令、そして、この法令が規制すると言う条件下で、

すべての財産の購入、処理並びに管理・運営をする。そして直接あるいは間接的にその

目的の遂行に導くすべての業務を遂行し、あるいは契約を締結する。 

g) 彼の任務、職権並びに権限の一部を執行副理事会の職員に委嘱する。 

h) 一般的に、決議し支持を与え、それと同様にして執行副理事会独自の運営のために必

要とされるであろう他の権限を遂行する。 
 
執行副理事長が不在の場合は、その代理役を務める顧問に上記任務が移譲される。執行

副理事長は、委員会の任務を赦免するために必要となる報告や背景情報を、すべての公共

並びに民間機関や企業から要請することが出来る。 
 
下記の外国投資には外国投資委員会の承認が必要とされる。 

a) 総額が 5百万 US$あるいは他の通貨で相当額以上のもの 

b) 通常、政府によって行われる分野あるいは業務に関連するもの並びに、公益事業会社

によって遂行されるもの 

c) 報道機関で作られたもの 

d) 外国政府あるいは一般法令で出来た外国法人によるもの 
 
前条項でカバーされない外国投資は、委員会の合意を必要とせずに、理事長の承認で外

国投資委員会の執行副理事長により認可される。いずれにしても、委員会はそれが認可さ

れた直後に開かれる会議で、認可された投資の報告を受けなければならない。 
 
委員会の理事長が必要と判断した場合、彼の許可の承認を延期しその投資を委員会の決

定に委ねることが出来る。 

 

4-2. チリ中央銀行外国為替規則 第 14 章 

【海外からの信用供与、預金、投資及び出資に適用できる規則】 
 

序論 

この章は、外国企業のその他の義務に関する規制に加え、海外からの信用供与、預金、

投資及び出資金に関する外国為替取引に対して適用可能な規制を制定する。当該条項は、

1989 年 10 月 10 日にチリの官報に公表された法律第 18840 号に則る。 
 
これらの規則は、1万US$以下またはそれに相当するその他の外国通貨の信用供与、預金、

投資及び出資金、並びに法律第13章及びその他の関連条項に基づく当国の金融会社に対し

て規制された同等の取引には適用されない。 

 

定義 

本章において言及される条項の概念には、下記の定義が適用される。 

 

(1) 融資 

この章において言及された融資の概念は、下記 5 番の規定にもかかわらず、次のものに

制限される。 
 
当事者の一方が、チリに住所を持つか住居する他の一方に、海外からの外貨を引き渡す

あるいは引き渡すことを引き受けるためのすべての行為、合意あるいは契約、そしてそれ

は、ローン；融資限度のような、金利あるいは調整が有る無しにかかわらず、別の機会に

同額の通貨の返済義務があると言う前提である。 
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裏書き人の責任を暗黙の内に含むかどうかは別として、有価証券の割り引きあるいは再

割り引き；銀行勘定あるいは商業当座勘定の信用枠あるいは当座貸し越し枠。 
 
融資の概念は、チリに住所を持ちあるいは居住する人によって発行された、兌換可能あ

るいは不可能な、外貨払いが可能な、チリ Peso 建てあるいは“Unidades de Fomento”

(インフレ調整指数)のいずれかで表示された債券の海外への供出；外貨で支払い可能なチ

リ Peso あるいは Unidades de Fomento 建の融資；1974 年の法令第 600 号第 2 条 d) で言

及されている『付随融資』；前述の法令の第 11 条その 2 第 3 番の想定内で予測されるも

の；輸出の資金繰りのために使われた融資あるいは『バイヤーの先払い』；この抄録に示

された操業を含んだ、借り手によって契約された他の税金を支払うために海外へ送金する

一部あるいはすべて外貨のための操業。 
 
この番号で言及されている融資は、違った外貨で合意することが出来、また下記のすべ

ての『単位』でも可能である：SDR(国際通貨基金の特別引き出し権)；UA(米州開発銀行の

通貨単位)；“oz (Au)”(国際金市場のトロイオンス)；並びに“oz (Ag) ”(国際銀市場

のトロイオンス)。 

 

(2) 預金 

当事者の一方が、預金と言う形でそれらの所有権を買収し、そして外貨引渡し時点以外

の時期にそれら基金の返還を請け負う、チリに住所を持つか住居する他の一方に、海外か

らの外貨を引き渡すあるいはチリにおいてその販売を行うためのすべての行為、合意ある

いは契約。 
 
上記の預金は、法で別のことが定められていない限り、投資のための章に基づく規定の

対象となる。 

 

(3) 投資 

当事者の一方が、海外からの外貨を使用して購入するかあるいはチリにおける販売の利

益、所有権あるいは活用、享受、所有する権利あるいは有価証券、商業手形、株、法人権

あるいは他の如何なる有価証券、不動産あるいは動産を単に負うためのすべての行為、合

意あるいは契約。 
 
この章の目的のために、投資が、手続きと情報形態の手引書の第 14 章に示されている

情報でチリ中央銀行が提供する、海外に設立されている法人に株の割り当てあるいは参画

を通じて行われることを承諾する。この場合、資本金、配当金あるいは利益の送金は常に

外貨によって行われる。 
 
同様に、この章の目的のために、それらの株あるいは割り当てを有価証券に転換するこ

とを目的として、海外市場において取引された、チリに住所を置く公開会社の株あるいは

投資基金の割り当ての購入は投資とみなされる。これらの有価証券の形態は、それらが取

引されあるいは見積もられる方法と同様に、それらの行為がなされた国の規則によって司

られる；そして有価証券の株あるいは割り当て金への当該転換あるいはその逆は、チリの

法律に基づいて制定された規則による。 

 

(4) 資本拠出 

当事者の一方が、海外で契約した外貨に対する負債の資本化と同様、海外からの外貨、

あるいはチリに住所を置く法人を設立するかあるいはその増資のためのチリでの販売によ

る利益を引き渡すためのすべて行為、合意あるいは契約。 
 
この章の目的のために、資本拠出が、手続きと情報形態の手引書の第 14 章に示されて

いる情報でチリ中央銀行が提供する、海外に設立されている法人に株あるいは社会権の移

譲によって支払われることを承諾する。この場合、資本金、配当金あるいは利益の送金は

常に外貨によって行われる。 
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同様に、この章の目的のために、外国投資家が、所得税法の第 41 条 D に従って設立さ

れた法人に対して拠出された資本は、資本拠出がチリに住所もなくあるいは居住しない人

によって所有される外国に住所を置く法人の株によって支払われていてもあるいはその社

会権によって、適正な株式市場あるいは帳簿価格あるいは前者がない場合は購買価格で支

払われていてもそれは資本拠出と見なされるべきである。 

 

1974 年の法令第 600 号で制定された外国投資規則によって外国投資家が行う、外国投資

委員会によって定められた条件で、そのすべての変更を含み、その投資家が前述の特別制

度に従って、事前にそして取り消し不能の条件で当該の利益を送金する権利を放棄したと

言う条件での利益の再投資も資本拠出と見なされる。これらの必要事項の履行は、委員会

によって銀行へ行われる当該連絡によって認証されなければならない。 

 

(5) 海外から流入する外貨 

チリに住所持つか、あるいは居住する個人の代理として、海外に外貨を支払うかあるい

は送金する義務の起源となっているかまたは起源となるであろう、また投資資本あるいは

投資拠出そして、そこから来る当該利益の海外へ移譲する義務の起源となっているかまた

は起源となるであろう、如何なる行為、合意あるいは契約で、名義の有る無しにかかわら

ず、融資、投資並びに資本拠出が基になり、あるいはそれらが原因で義務が生じた場合は

いつでも、融資、投資並びに資本拠出に該当する外貨は海外から来るものと解釈される。 

 

(6) 資金の処理 

チリに住所を有し住居する当事者が、この章でカバーされた操業を遂行する目的で、海

外にある外貨建ての資金を使う理由による如何なる行為、合意あるいは契約。 

 

(7) 適用規則 

この章で言及された業務は、現在有効な規則によって司られている：a)清算されたある

いはされていない外貨の流入；あるいは b)適用される場合、それらの海外での使用。この

章で言及した業務のためになさなければならない、これらの業務が生み出す金利、調整、

利益やその他の恩典を含む、外貨の支払いあるいは送金は、該当する支払いあるいは送金

がなされた時点で有効な規則によって司られなくてはならない。 
 
この章に記述されている業務によって生じた結果国内に流入する外貨は、公式外国為替

市場、以降 F.E.M.と称す、を通じて処理されなければならない。 
 
この目的のために、融資あるいは投資あるいは資本拠出の実施から来る外貨が国内の受

益者の自由になるときはいつでも、介入する F.E.M.組織は手続きの規則の第一章にある規

則に則って記入用紙を満たさなければならない、そして適用可能な場合は、借り手、投資

家あるいは資本拠出を受け取る企業から手続きと情報形態の手引書の第 14 章に規定され

た情報を要請しなければならない。 
 
外貨が海外で直接使われた場合あるいは、改定された 1974 年の法令第 600 号第 11 章そ

の 2 第 3 番でカバーされている業務に適用可能な規則の下で外貨が海外で維持されている

場合、借り手、投資家あるいは資本拠出を受ける企業は、手続きの規則第 14 条に規定さ

れているように中央銀行に対してこの状況を報告しなければならない。 
 
この章でカバーされている業務によって生じた資本金、金利、調整、利益並びに他の恩

典に該当する海外の当事者への外貨の支払いあるいは送金は、下記のように中央銀行に報

告しなければならない。 
 

a) もしも外貨がチリからなされる送金を意味するのであれば、それは F.E.M.を通じて処

理されなければならならず、手続きと情報形態の手引書の第 1 章の規則に従って F.E.M.

組織が発行する記入用紙を使って報告されなければならない。 

b) もしも外貨が海外で直接使われた業務から生じる支払いのためあるいは、支払い義務

が海外で他の源と合致する場合、借り手、投資家あるいは資本拠出を受ける企業は、
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必要に応じて、手続きと情報形態の手引書の第 14 章に規定されているようにこの状況

を中央銀行に報告しなければならない。 

 

(8) 上記でカバーされていなくて、そして海外に外貨を支払うあるいは送金する義務の起

源となっているかまたは起源となるであろう行為、合意あるいは契約を含む、個々の金額

が 10 万 US$かまたはその他の外国通貨での相当額を超過する、この抄録あるいは金融規則

の抄録にある他の規定に準拠しない融資契約を締結する国内に住所を持つあるいは居住す

る個人は、これらが金銭の融資業務の一部を構成するかどうかは別として、中央銀行に対

してこれらの融資並びに支払いに関する報告を行わなくてはならない。この報告は斯様な

状況に至った日から暦日数 10 日内に中央銀行に書面で提出しなければならない。上記に

示された融資は、前項にある規則を除き、この章の規則に準拠しない。 

 

(9) 前番号において示されている事項は例外として、この章でカバーされている業務を遂

行する個人は、該当する行為、合意あるいは契約の下記の変更を実施時点から暦日数 10

日以内に、中央銀行の外国為替部に書面で報告しなければならない：債権者、借り手、預

金者、積立金保持者、投資家、供与者あるいは資本拠出の受取人の代理人；融資あるいは、

投資または資本拠出への社会権のすべてあるいは一部の譲渡、正式企業名の変更；企業の

合併あるいは分割；支払い計画及びそのスケジュール；財政状態ないしはすでに報告され

ている特別融資条項の変更、融資あるいは他の支払い義務のすべてあるいは一部の資本

化；そして、未だそのように制定されていなかった既述の上記法令第 600 条のもとに報告

された外国投資をも含む、投資から資本拠出への変換あるいはその逆。 
 
転換社債を発行することによって得た外部融資の場合、発行者はあらかじめ決められた

時期と形式で、チリ Peso 表示で Peso 払いのそれらの社債の転換を外貨表示の外貨払い、

あるいはこの章の規定の下に国内に入ってきた資本金の手続きで得た外国投資家が受益者

となり実行された株への転換をするため、登録された金額のあらゆる増額あるいは減額報

告しなければならない。 

 

(10) その 2.付随するすべての変更を含む、1974 年の法令第 600 号によるチリへの外国投

資は、当該外国投資家が下記を行うことを条件にこの章の規定の対象となりうる：i) 外

国投資委員会理事長あるいは執行副理事長により代表されるチリ共和国との公共証書によ

って授与された協定の締結、場合によっては当該外国投資契約の終結；そして ii) 銀行に

対して国で継続する意思を書面で提示し、そしてこの章の規定、そして改定された 1974

年の法令第 600 号に則って行われた投資、またその特別制度の下で導入された資本金並び

に同じく当該利益を海外へ送金するために公式外国為替市場へのアクセス権を明確にかつ

取り消し不能の条件で放棄する意思を書面で提示する。この 後の義務は、当該公共証書

が公証されてから 10 連続日間で履行されなければならない。公式コピーを添付すること。 

 

(11) 2001 年 4 月 19 日以前の外国投資規定抄録の第一編第 14 条のもとに行われた外国為

替業務は、引き続き適用可能な規則によってつかさどられる。 
 
 前項の規則にもかかわらず、その時点で言及されかつ有効であった業務の保有者は、こ

の場合、事前に適用可能な規則を明確に放棄し、いつでもこの章の規則に準拠することを

選択できる。この権利を遂行するためには、中央銀行に対して書面で関連業務を確認する

のに必要な情報を提供し申請しなければならない。 
 
 前項に定められているにもかかわらず、2002 年 3 月 1 日以前にチリ中央銀行によって制

定された規則に則って、この章で言及されている、それらに適用可能な規則に基づいて行

われた外国為替業務は、必要に応じてこの章で要約した規則に応じて報告される。 
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5. 租税法 
 

5-1. 税制 
 

序論 

チリの租税は、政府の公共投資によって大きく左右される直接税と間接税から成る。チ

リでは、第3章で述べた鉱山会社へ課される鉱業特別税(法律第20026号)を除いては、事業

活動に対する特別な徴税は存在せず、鉱業に関しても一般の租税法が適用される。 

 

税制 

 チリの主な税制は以下のとおりである。 

・所得税：所得税は個人のすべての所得に対し累進課税される。1984 年 1 月から、15％

(2004 年から 17％に増率)の第 1 カテゴリー所得税(法人税)が株主に対する税額控除と

して課税されている。総合補完税と称する累進税は給与所得者が給与以外に得た個人の

所得に対し課税される。  

・チリ非居住者に対しては総合補完税の課税が免除され、35％の追加税が課される。外資

系企業に対しては、チリで得た所得を海外に送金する場合、追加税が課される。 

・付加価値税(IVA または VAT)：財の販売、輸入及びサービスの提供(また同様の取引)に

対して 19％の付加価値税が課される。主として贅沢な非本質財には 50％の特別税が課

され、酒類、ワイン、清涼飲料水及び自動車の販売には、それぞれの税率に従って追加

税が課される。 

・印紙税：信用取引として課される。 

・相続税及び贈与税：25％を限度とした累進課税で、一定の相続、贈与及び寄付金に対し

控除された額に課税される。 

・固定資産税：ほとんどの固定資産を対象とし、国が評価した額に対し年率 1.4％の固定

資産税が課される。 

・製造タバコ税：消費者販売価格に対して 55.4％の税率で葉巻、紙巻タバコ及び煙草に対

して課税される。 

 

課税基準 

チリに居住するすべての者は、国内外の源泉を問わず、そのすべての所得に対して税が

課される。ただし、例外として、チリに居住する外国人に対しては、チリ滞在の 初の 3

年間は同国源泉の所得のみが課税対象となる。 
 
チリ非居住者はチリ源泉の所得に対してのみ 35％の税が課される。チリ非居住の個人ま

たは法人に対し商標、特許、公式、技術援助及びその他同等のサービスの使用として支払

った額に対しても同率の税が適用される。しかし、この税率は特定の技術的・文化的活動

及びスポーツ活動に係る外国個人に限り、支払われた額に対し 20％まで減税される。 

徴収された税金は、一定の産業に対し税制上の恩典を与え、国の一部地域の政策を可能

とする。これらの恩典並びに政策は以下のとおりである。 
 
・チリの北南端に位置する第Ⅰ州及び第Ⅻ州の免税地帯 

・第Ⅰ州、Ⅱ州、Ⅺ州及びⅫ州の納税者に対する地域政策 

・森林開発政策 

・商船開発政策 

・輸出開発政策 
 
法人課税所得は課税収入に基づく。ただし、農業、不動産業及び運輸業は、資産額に基

づく見なし所得に対し、業種によって一定の税額が課される。また、小規模事業に対して

は、簡素化された条件が満たされれば定額の納税が課せられる。 
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租税管理 

租税法では租税の管理及び手続きも規制される。チリでは国税庁(Servicio de 

Impuestos Internos：SII)が全国の租税を管理し、第 1審における法的機能も有する。 

 

租税年度は暦年通り。給与以外に収入を得る納税者は、年に一度、確定申告を行い、次

年度の 4月 30 日までに納税を行う。 
 
SII は第 3 者の情報を入手する多大なアクセス権を有し、納税者の仕事に関する台帳、

記録書及び資料を要求する広範な権限を持つ。 

 

5-2. 法人税 
 

序論 

カテゴリーによる課税 

得の源泉によって、年間所得に対し課税される制度。第 1 カテゴリー所得税は資本投資

(企業を含む)による所得に対し課税される。この徴税は個人の株主に対する税額控除とし

て処理される。 
 

控除不可能な費用に対する課税 
 
第 1 カテゴリー所得税が課される所得には、引き出しまたは配当時に限り 総合補完税

が課される。そのため、税務目的上控除が不可能な、すでに支出済みの費用は、引き出し

と見なされる。法人の場合、これらの費用は株主への配当と見なされるが、株主に総合補

完税が課税される代わりに、会社に対しこれらの金額に 35％の特別税が課される。 

 

租税年度 

租税年度は暦年どおりである。 

 

税金の納付 

 第 1 カテゴリー所得税に関しては、年度末から 120 日以内、すなわち毎年 4 月 30 日ま

でに確定申告及び納税が行われなければならない。 
 
 企業は毎年の納税期日に月ごとの納税申告書を作成しなければならない。当申告書は

月々の総所得がパーセンテージで計算され、 初は 1％とする。その後、所得率は、毎年、

前年の実際の率に基づき計算される。 

 

課税所得の計算 

課税所得は、会計報告のために確定された所得に基づき、以下の調整が加えられ計算さ

れる。 

(1) 総所得 

 国からの助成金、配当金その他による収入などの一定の所得は、法律上免除される。 

(2) 経費 

 以下の経費は、明らかに控除不可能である。 

  a) 企業が定めた経営目的のために利用しない商品の購入費、維持費、減価償却また

は開発原価 

  b) 乗用車、ステーションワゴン及び同種の自動車の購入費、維持費または減価償却 

  c) 上記 b)に記される自動車の燃料、潤滑油及び保険の購入費 

  d) 非課税の所得を生み出すために生じる費用 

  e) すべての回収手続きが施されていない不良債権 
 
 前年の欠損金は、期限なく、課税所得から控除出来るもしくは繰り越しが出来る。 
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インフレ調整(通貨修正または物価水準調整) 

企業は、年間を通して上昇したインフレの調整と共に、年初めの株主配当に対する法定

インフレ調整を、利益から控除しなければならない。これらのインフレ調整は消費者物価

指数を基に算出される。またインフレ調整もしくは調整可能単位(UF)に於けるまたは外国

為替に於ける為替変動額は控除可能である。 

年度内の株主資本に於ける資産価値及び支出に対する(法に基づく)インフレの調整は、

課税所得に含まれなければならない。棚卸資産は取替原価として調整され課税所得に含ま

れなければならない。 

 

利益の再投資 

事業主によって引き出され、他の事業団体に出資される(法人以外の)事業団体の利益は、

その出資金が再投資された会社からの配当金でない限り、総合補完税または追加税の対象

とはならない。 

 

会社の買収、再編成または分割 

会社の買収、再編成または分割の後の所得もしくは引き出しまたは配分されていない、

または残存会社に残っている利益に関しては、事業主または株主に対し総合補完税または

追加税の課税対象とはならない。吸収合併の場合に於いては、買収した会社が納税義務を

有し、吸収された会社が税額控除を有する場合は、買収した会社が蓄積した控除税額に対

して支払われた所得税を蓄積した納税額まで回収する責任を負う。  

 

国際二重課税控除 

 チリの租税法は、国際租税条約に基づき、二重課税を回避または軽減するための何らか

の措置を与える。 

 

5-3. 外国企業に対する税制 
 

チリに常設する支社、事務所、代理店等のいずれを有する外国法人及びその他の事業団

体は、チリ源泉の所得に対して 17％の第 1 カテゴリー所得税が課せられる。また外国法人

が利益を海外送金する場合は、35％の追加税が課される。支払われた第 1 カテゴリー所得

税の税額はこの追加税から控除される。 

駐在員事務所は代理店と同じ方法で取り扱われる。 

外国株主を伴うチリ内国企業がその株主に対して利益を外国送金する場合は、35％の追

加税を差し引かなければならない。支払われた第 1 カテゴリー所得税の税額はこの追加税

から控除される。 

減資または出資金の引き上げは、当該資本(またはその他の積立金)が所得と定義された

利益から生じたものでない限り、追加税の対象とはならない。 

 

5-4. 個人に対する税制 
 

序論 

 個人は以下のような課税の対象となる。 

・第 2 カテゴリー所得税：賃金・給与を受ける労働者に対して課され、社会保険料控除後

の賃金・給与から使用者によって源泉徴収される。  

・総合補完税：個人に利益をもたらすすべての源泉から生じた全所得に対して課せられる。

この税は年ごとに申告及び納税される。 

・追加税：チリに非居住の外国人に対し、外国送金またはその他の方法で引き出されたチ

リ源泉の所得に対し課税される。 
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居住地 (Residence)及び法定住所 (domicile) 

チリの法律によると、居住者とは、チリに 1 暦年の間の 6 か月、もしくは課税期間の継

続する 2年間の間に合計で 6か月以上、実際に住んだ個人と定義される。 

 法定住所とは、個人の永住の地とする国である。法定住所は個人が居住者となる国と異

なる場合がある。 

チリの個人居住者はいずれも、全世界所得に対して税の支払いが義務付けられる。しか

しながら、チリ居住の外国人に関しては、チリに居住してから 初の 3 年間は、チリ源泉

の所得のみ課税の対象とされる。上記の期間は SII の許可により延長可能とする。 

外国源泉の所得は、実際に受け取った額、あるいは未払い額に対して課せられる場合があ

る。 

チリに非居住の個人は、チリ源泉の所得が課税対象となる。チリ源泉所得とは、チリに

位置する資産またはチリで実施された活動、ロイヤルティ、商標の利用及びチリの工業ま

たは知的財産により生じるその他すべての所得、チリで設立された法人の株式、もしくは

チリで設立された一般的な権利または権益、もしくは合資会社から発生した所得と定義さ

れる。 

 

第 2 カテゴリー所得税(個人所得税) 

第 2 カテゴリー所得税は労働者の賃金、給与、報酬、特別賞与、利益分配等に対し課税

される。また人的サービスに対するその他の報酬に対しても課税される。税率は 40％を限

度とした累進課税である。社会保険料は控除可能とする。 

 

総合補完税 

総合補完税はすべてのチリ居住者に対して課される。また故人の不動産、チリ国外で働

く公務員に対しても課税される。 

在外外交官や領事館員に関しては、現地にチリ公務員のための相互協定が存在する場合

に限り、課税対象外とされる。 

総合補完税の課税ベースは、第 2 カテゴリー所得税の課税対象となる所得を含むすべて

の所得とする。この場合、第 2カテゴリー所得税は税額控除として扱われる。 

その他に関しては、課税所得に含まれた所得に対して支払われた第 1 カテゴリー所得税、

固定資産税並びに年金拠出金のための追加預金が所得ベースから控除可能となる。 

 

追加税 

追加税に関しては以下を課税対象とする。 

・チリ非居住の個人に対する海外送金または別の方法で引き出されたすべてのチリ源泉所 

得 

・チリ国内企業の株主であるチリ非居住の個人に対する利益の配当 

・海外で奉仕されたサービスに対する商標、特許及び公式の使用、技術援助並びにその他

同等のサービス、非加盟銀行の利子等に対してチリからロイヤルティまたは報酬を受け

たチリ非居住の個人 

・チリに法定住所を持たない海外居住のチリ人 

 

一般税率は 35％であるが、チリで科学、技術、文化またはスポーツ活動に限り従事する

外国人及び技術援助またはエンジニアとして海外で提供されたサービスに限り 20％まで減

税される。 

国税庁により、チリの経済発展に対して非生産的または非本質と見なされたロイヤルテ

ィまたは技術援助に関しては、税率が 80％まで上昇する場合もある。 

送金または引き出された所得で第 1 カテゴリー所得税が課された場合は、追加税から

17％の税額控除が認められる。 
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5-5. 間接税 
 

付加価値税 

付加価値税(VAT もしくは IVA)は、定率 19％の主要間接税であり、政府の収入の中でも

大の財源である(2004 年の納税総額の 52％)。取引過程で売られたすべての財貨及び第 1

カテゴリー所得税納税者の事業活動に関係するすべてのサービスがこの対象となる。 

専門的サービス及び自由契約労働者のサービスは VAT の対象とはならない。取引過程で商

品販売やサービス提供を行う納税者は、通常、財貨の購入及びサービスの行使のために支

払った税額を控除する権利を有する。この税額控除は財貨の販売及びサービスの提供時の

税と相殺することが出来る。 

輸入は、商業目的の販売であるか否かを問わず、VAT の対象となる。 

 以下の場合に於いては、VAT に対する税額控除は出来ない。 

・VAT が非課税の取引に関係して課された VAT 

・VAT が免除の取引に関係して課された VAT 

・販売者の活動に直接の繋がりのない取引に関係して課された VAT 

・乗用車、ステーションワゴン及び同種の自動車の購入、もしくはそれらの自動車の燃料、

潤滑油、スペア及び修理に関係して課された VAT 

 

印紙税 

印紙税は信用取引に対して課税され、毎月文書価格の 0.134％前後で、課税文書の発行

とその期日の間に、 高限度を 1.6％とし課税される。 

 

地方税 

チリの法律には、国全体の包括的な税制以外に徴収される地方税の制度は存在しない。

しかしながら、国の税制はある一定の地域政策、チリの 北南端地域で実施される免税制

度及び助成金に当てられる。 
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6. 労働法 
 

序論 

チリの労働法規には、個人の労働契約、組合組織の構成及び機能、労働協約・団体交渉

の手続き、並びに紛争解決のための法的手続きが主として含まれる。 

一般に、チリの労働法は差別的取扱いのない労働の自由に基づき定められている。また、

当法律では労働者のための 低限の権利が制定されている。 

労働法の遵守の確保に関しては、労働・社会保障省及びその所属機関、労働局、社会保

障監督局並びに年金基金監督局といった政府機関の責任とする。 

 

個人の労働契約 

雇用者と労働者との間の義務を設立する契約は、書面上で行われなければならない(当

規則を遵守しない使用者には罰則が科される)。 

労働契約に於いて重要となる主な法的基準は以下のとおりとする。 

・就業日：法定就業時間は 1 日 9 時間、週合計 45 時間を超えてはならず、週 5 日ないし 6

日に分けることが出来る。労働者によっては、例えば複数の使用者の下で働く労働者の

場合は、労働時間に制限がない場合もある。一般的規則として、日曜は休日となり、そ

の他祝祭日も休日となる。生産工程が中断されない業種や職種では交代勤務が認められ

る。 

・賃金：賃金に含まれるものは、労働契約に含まれるすべての利益とする。交通費など就

業する際に必然的に生じる費用は、通常、代償として支給される。これらの追加手当は

課税所得には含まれない。賃金の 低基準は法律に定めるところによる(現時点では 12

万 Peso、約 220US$相当)。ただし、パートタイム労働者、見習いまたは研修員、並びに

家政婦は除く。現時点では、インフレ率に応じた自動的な賃金調整は存在しないが、イ

ンフレが確認された場合には、通常、個人の労働契約に含まれる。 

・休暇：1 年間継続して勤務した労働者には年間 低 15 日間の年次有給休暇が与えられる。

勤務年数に応じて休暇日数も漸増する(10 年間勤務した後、3 年勤務ごとに 1 休暇日増

し)。労働者はこの年次有給休暇の権利を放棄することは出来ないが、連続 長 2 年ま

で蓄積することが出来る。 

・終了：労働契約の終了となる主な理由は、両者の合意によるもの、契約期間の満期、契

約の事由である労働の終了、解雇または自社退社によるものとする。如何なる側も 30

日前に契約終了の予告をしなければならない。30 日前に予告をしない使用者は、労働者

に 1 か月分の損害賠償を支払わなければならない。解雇または自社退社の場合には、そ

の他の特別な手続きは必要とされない(ただし、妊産婦及び労働組合役員の場合で裁判

所からの要請がある場合を除く)。1 年以上勤務を継続した労働者には、勤務期間 1 年に

対し 1 か月分の損害賠償の権利が与えられる。労働者が風紀秩序を乱す、遅延、欠勤、

不法行為に関与するなどの行為を行った場合は、使用者は労働者を損害賠償なしで即解

雇することが出来る。労働者は裁判所を通して解雇に対する控訴が出来る。損害賠償及

びその他の手当に対する 低金額は法の定めに則るが、増額も可能である。 

 

労働者の安全及び産休 

勤務を行う労働者の安全衛生の保護に関しては十分な法規が存在する。この安全衛生の

保護に関しては、チリの社会保障法の一部である、業務上の事故や疾病に関する法律の定

に準拠する。 

妊産婦は産前 6 週間、産後 12 週間の有給休業が与えられる。年齢または配偶関係を問

わず 12 名またはそれ以上の労働者を雇用する会社は、労働者である母親が 2 歳未満の乳

幼児に食事を与える、また母親の勤務中の保育室としての部屋を、仕事場とは別に用意し

なければならない。 
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組合組織 

組合活動は、1979 年に公布された 高法令第 2756 号によって規制される。官民を問わ

ずすべての労働者は、政府の許可を要せず、ただし組合自身の規則及び法律に準拠し、労

働組合を結成することが出来る。如何なる労働者も組合への加入を強いられることなく、

又複数の組合に属することも出来ない。 

労働組合は、非営利組織であり、組合員が働く会社からの如何なる融資も受けてはなら

ない。個々の組合は連盟を結成することは出来るが、連盟は労働協約または団体交渉への

参加は出来ない。 

 

労働契約及び団体交渉 

労働契約とは、雇用者とその会社の 1 または複数の組合もしくは雇用者と労働者グルー

プの間で交わされる契約である。本契約は労働契約に参加した労働者の個人の労働契約と

差し替えられる。 

労働契約は、主として以下の 2項目を対象とする。 

・安全、休暇、教育、健康、衛生、事故防止等の労働面での条件の改善 

・賃金、ボーナス等の経済面での条件の改善 

会社の管理または経営に関しては、本契約の対象外とする。 

 

社会保障 

チリの社会保障制度は複雑である。 チリでは長年にわたり、雇用者と国が労働者に対

し社会保障の給付を行っていた。しかし、この仕組みは財政赤字を増やし、利害の異なる

団体に巧みに操られ、年金給付額も徐々に下がり、特に自営業者など多くの労働者がこの

制度から除外される、といったマイナス要素を多く含んでいた。 

 

老齢年金及び遺族給付金 

新しい年金制度は、年金基金(AFP)が創設された1980年に導入された。AFPとは、労働者

が自らの職業人生を通して行う労働者自身の貯蓄を管理する業者である。この労働者自身

の貯蓄は給与から控除されるが、使用者からの強制で納付する掛け金とは異なる。労働者

は『公開』会社として組織され、AFP監督局によって監督指導される数多くの民間AFPから

1社を選択することが出来る。AFP監督局はAFPの収益性と永続性を保証するといった目的

で、各社が可能とする投資を規制管理する。雇主は、労働者の年金として毎月給与額から

10％の掛け金を徴収しなければならない。徴収された金額は、労働者が選択したAFPに対

して納められる。 

年金加入者は 65 歳(女性の場合は 60 歳)に達すると、自身の口座から年金を引き落とす

権利が与えられる。預金額が規定の 低額に満たない場合は、政府が年金加入者及び 18

歳(または学生の場合は 24 歳)までの独身の子供を含む遺族に対し 低額の支給を保証す

る。雇主により徴収された金額(規定限度額まで)は課税対象にならない。個人事業者(自

営業者)も同じ条件で本制度に加入できる。 

 

健康保険手当 

健康保険手当には2つの制度が存在する。 

・公共医療サービス及び政府の医療保健基金を通して医療を受けることの出来る公の制度

(FONASA)：当制度は、また失業者手当の給付も行う。当制度は、その一部を国から受け

る給付金、一部を加入した労働者が納める毎月7％の掛け金、そして残りの一部を医療

の提供にあたり当制度に別途支払われる自己負担金(copayment)によって運営される。

医療提供に係る負担金は健康省及び経財省により補助金が交付される。 

・チリ医療保険基金が規制管理する民間の制度：労働者個人が健康保険機関(ISAPRES)に

対し、医療保険の条件が確立された契約書に個人的に署名する。健康保険拠出金として

毎月給与から 低7％の掛け金が差し引かれる。 
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この7％の拠出金はどちらの制度に対しても課税対象とはならず、FONASA あるいは

ISAPRESへの掛け金として使用者によって差し引かれる。 

 

労災保険 

年金基金制度に加入した労働者は(AFPに付随して加入)、 業務上の事由による事故、通

勤時の事故、業務上の直接の事由による死亡、疾病等に対して自動的に補償が受けられる。

当制度は、使用者が毎月納める給与額の0.95～3.4％の掛け金によって運営される。労災

保険の保険料率は業種・職種の危険度によって増減する。 

 

家族手当 

18歳(または学生の場合は24歳)までの子供を含む扶養家族に対して、家族手当が法律に

よって定められる。これらの手当は、労働者の場合、使用者から直接定額金が支給される。

この給付費は、使用者が労働者のために複数の社会保障機関へ納付した掛け金から引き落

とされる。家族手当は課税対象とはならない。 

 

失業者手当 

失業者は失業者手当を受けることが出来る。当制度の財源は、毎月、使用者が納める

2.5％並びに労働者給与から差し引かれる0.6％から成る。 
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7. 環境関連法令 
 

7-1. 環境保護法：環境に関する一般的基礎 
 

序論 

1994 年 3 月 1 日のチリ官報に公表された法律第 19300 号では、下記の一般的な条項を定

めた環境に関する一般的基礎の法律が制定された。：教育と研究、環境影響評価制度、環

境影響評価過程での国民参加、環境基準と自然保護及び環境遺産保護に関する規則、管理、

保全または汚染除去計画、環境損害賠償責任、管理、環境保護基金、｢Comision Nacional 

del Medio Ambiente(チリ環境委員会)｣の設立とその理事会及びその他の機関。  

鉱業との関係では、環境保護法は次の 2点において関係している。 

(1) 探鉱 

一般的に、探鉱活動においては、トレンチ調査及びボーリング調査を実施する時点まで

は、DIA(Declaracion de Impacto Ambiental)提出が免除される。それ以降、すなわちト

レンチ調査、ボーリング調査、適切な廃棄物の処分(主としてボーリング・リグからの油

類の処分)、そして探鉱終了時におけるボーリング座や敷設道路の現状復帰については、

探鉱実施者は DIA を提出しなければならない。 

 

(2) 採鉱 

一般的に、鉱石処理量が月 5,000t 未満のプロジェクトについては、DIA 提出は求められ

ていない。これ以上の鉱石処理量で操業する生産者は、生産量及び鉱山操業により発生す

る 環 境 イ ン パ ク ト に 応 じ て 、 DIA(Declaracion de Impacto Ambiental) ま た は

EIA(Evaluacion de Impacto Ambiental)を提出しなければならない。DIA と EIA 提出の境

についての詳細は、exploration of Article 11 と関連した Article 10 Letter i)の中で

述べられている。 

チリ国会で議論され新しく閉山法として制定された法律の草案は、以下を含んでいる。 
 
・法律は適切に実施されることを保証するため、 終的に閉山するためのコストを支払う

ための財務基盤(financial instrument)を企業が確立することを許可する。 

・閉山法はチリ国内のすべての鉱山操業に適用されることになる。 

・企業に対しては、プロジェクトの閉山計画が SERNAGEOMIN(地質鉱山局)により承認され

るまでは、建設開始の許可が下りない。 

 

一般規則 

第 1 条：汚染のない環境、環境保護、自然保存並びに環境遺産保護の中でで生きる権利

はここに掲げる法令で定められており、本件の他の法的規則を侵害はしない。 

 

定義 

a) 生態系の多様性あるいは生物学的多様性：すべての陸上生態系並びに水界生態系から

なる生命体。それは種の間並びに生態系の間の多様性も含む。 

b) 環境遺産保護：国特有のものでその維持並びに再生能力を確保するために、場合に応

じて、特に唯一無二で限られ、あるいは国を代表するようなわが国特有の環境構成要素

の合理的な活用あるいは修復。 

c) 汚染：濃縮されかつ永続的に存在する環境の中の物質、エネルギー要素あるいは両者

の組み合せで、現行法令に定められているもの。 

d) 汚染物質：環境においてある一定のレベルで、人類の健康、住民の生活の質、自然保

護あるいは環境遺産保護に対してリスクを与える可能性があるレベルでの濃度及び期間

で存在するすべての要素、化合物、物質、化学あるいは生物学的な派生物、エネルギー、

放射線、振動、騒音あるいはそれらの組み合せ。 
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e) 環境害：一つあるいはそれ以上の要素が環境に与えたすべての損失、減少、損害ある

いは重要な機能的障害。 

f) 環境影響表明書：当該機関が、現在、効力がある環境法令にその環境影響が適合する

かどうかを評価できる内容の活動あるいはこれから行おうとしているプロジェクトを書

面にしたもので、当該省庁の長官の署名が必要である。 

g) 次世代が危険にさらされないようにするための適切な対策で、環境維持と保護を基礎

とした人民の生活の質。 

h) 環境教育：異なった学問分野において、市民に対して価値観を養うことや、ある特定

の概念を理解すること、そして他の人類とその文化並びにその生物物理環境と調和のと

れた生活を営むのに必要な能力と姿勢を開発するための恒常的なプロセス。 

i) 環境影響調査：遂行しようとするプロジェクト、あるいはその変更の特徴を詳細に記

載した書類。それには環境影響の予測、識別並びに解釈のための理由付けのある背景を

織り込まなければならず、逆に作用するマイナス効果を防止あるいは軽減するための活

動を記載しなければならない。 

j) 環境影響評価：場合に応じて、現在効力を持つ環境影響に関する法令に準じたプロジ

ェクトあるいは活動であるかどうかを決める環境影響調査あるいは環境影響評価をベー

スにした国家環境委員会あるいは当該地方環境委員会が執り行う手続き。 

k) 環境影響：特定地域におけるプロジェクト、あるいは活動により直接あるいは間接的

に引き起こした環境へのすべての変化。 

l) ベースライン：プロジェクト実施前のプロジェクト、あるいは活動により影響を受け

る地域の詳細な記述。 

m) 環境：人為あるいは自然の活動により恒常的に変化している物理学、化学あるいは生

物学的な自然要素並びに人工要素、そしてその種々の示威行動における生命の存在並び

に発展を司り条件付ける社会文化とその相互作用。 

n) 無公害環境：汚染物質が人の健康、住民の生活の質、自然保護あるいは環境遺産の保

護へのリスクに影響を及ぼすには至らない濃度と期間で見出される場合。 

o) 環境の質の第一義的な基準：環境においてそれらの存在あるいは不在が住民の生命あ

るいは健康に危険を及ぼすであろう要素、化合物、物質、化学あるいは生物学的副産物、

エネルギー、放射物、振動、騒音あるいはそれらの組み合せの許容範囲内での濃度と期

間の 大値及び 小値を定める。 

p) 環境の質の第二義的な基準：環境においてそれらの存在あるいは不在が環境保護ある

いは環境維持あるいは自然保存に危険を及ぼすであろう物質、要素、エネルギーあるい

はそれらの組み合せの許容範囲内での濃度と期間の 大値及び 小値を定める。 

q) 排出規則：排出源の流出物において測定した汚染物質の 大許容量を定める。 

r) 環境保存：国の生命種や生態系の進化と発展を可能にする条件の維持を確保するため

の政策、プラン、プログラム、及び活動の集合。 

s) 環境保護：環境の改善を図り、さらにその劣化を防ぎかつ管理するための政策、プラ

ン、プログラム、規則並びに活動の集合。 

t) 自然資源：人間がその精神的、文化的、社会的そして経済的に必要とするあるいは関

心を満たすために活用される環境構成要素。 

u) 修復：環境構成物の被害以前と同質の構成物で充填するかあるいはそれが不可能な場

合は、基礎的な特性を再生する。 

v) 潜在地域：空気、水あるいは土壌汚染物の濃度が、環境質規準の 80％から 100％の間

にあるもの、そして 

w) 飽和地域：一つあるいはそれ以上の環境質の規則を超えているもの。 
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7-2. 環境影響評価制度(SEIA) 

 
SEIA とは環境影響評価制度の頭字語であり、対象となるすべてのプロジェクトがその制

度によって評価される枠組を成している。初期探鉱活動の場合のように、その規模によっ

ては SEIA の対象にならないプロジェクトもある。 

本書に記載された法律の条項に基づき、第 10 条に記されたプロジェクトまたは事業に

限り、当環境影響の事前評価を実施または修正出来る。 

現行の法律に基づき評価制度の対象となるプロジェクトまたは事業に関して政府機関が

発行しなければならない、あるいは発行出来る、環境に関するすべての許可または宣言は、

本段落の条文とその規則に基づき、当環境影響評価制度を通して授与される。 

場合によって国または地方の環境委員会は、前の副段落に記載された許可または宣言の授

与のために、担当する政府機関と調整し、環境影響評価制度を管理しなければならない。 

第 10 条に記されるプロジェクトまたは事業の所有者は、場合によって環境影響宣言書

( DIA：Declaración de Impacto Ambiental)、もしくは環境影響評価書( EIA：Estudio 

de Impacto Ambiental) を提出する。 

許可取得のためには、プロジェクトや事業の実施前に、同プロジェクトや事業が実際に

行われる州の地方環境委員会(Corema)に環境影響宣言書、または環境影響評価書を提出し

なければならない。プロジェクトまたは事業が異なる州に股がって環境に対する影響を与

える場合は、国家環境委員会の執行委員会宛てに環境影響宣言書または環境影響評価書を

提出しなければならない。 

疑問が生じた場合には、当執行委員会は、職権によりあるいはプロジェクトまたは事業

の所有者もしくは 1 または 2 地方環境委員会の要請により、当プロジェクトまたは事業が

異なる州に股がった地域に影響を与えるかどうか判断する。 

環境影響宣言書、または環境影響評価書の審査過程では、そのプロジェクトや事業に関係

する問題を担当する環境機関の合理的意見を考慮に入れなければならない。場合に応じて

国または地方の環境委員会は、その際に必要な報告書を要求しなければならない。 

第 10 条は、そのすべての段階において環境に影響を与える可能性を伴うプロジェクト

または事業を概説していることから、非常に重要な条項である。環境影響評価制度の対象

となる事項は次のとおりである。 

 

a) 水の法典第 294 条で定められた、重要なダム、排水溝、乾燥用施設、浚渫、水体ある

いは自然水路の防衛あるいは修正で許可が必要とされる送水路、ダムあるいは貯水池そ

してサイフォン。 

b) 高圧送電線並びにその変電所。 

c) 3 メガワット以上の発電所。 

d) 原子炉並びに施設、及び付随設備。 

e) 保護地域に影響を及ぼす空港、バス、トラック及び鉄道ターミナル、鉄道、サービス

ステーション、ハイウェイ並びに公道。 

f) 港湾、海路、造船所並びに海運ターミナル。 

g) 次の文字の中に記載されていない地域における都市開発あるいは観光開発プロジェク

ト。 

h) 変更するかあるいは潜在または飽和と考えられる地域で行われる都市開発のための地

方計画、地域間計画、地域の地区制計画、区分計画、工業並びに実在の政府のプロジェ

クト。 

i) 石炭、石油及びガスプロジェクト、探鉱、採鉱、処理工場、そして瓦礫や廃棄物捨て

場、骨材、泥炭あるいは粘土の工業抽出を含む鉱業開発計画。 

j) 石油、ガス、鉱山パイプライン並びに他の類似事項。 
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k) 金属、化学、繊維等の生産設備；建設物資、機材及び金属製品生産業者、皮なめし工

場等すべての工業規模のもの。 

l) 農産業、食肉処理場、畜産、酪農及び動物育種プラント並びに工業規模の馬屋。 

m) 天然林地帯の森林開発あるいは脆弱な土壌の開発プロジェクト、紙並びに紙パルプ工

場、チッププラント、木材製品生産プラント、そして製材所等すべての工業規模のもの。 

n) 水生生物資源の開発プロジェクト、養殖並びに処理プラント。 

o) 毒物、爆発物、放射物質、可燃性物質、腐食物あるいは反応性物質の生産、保管、搬

送、廃棄あるいは通常の再利用。 

p) 下水や飲料用水システム、家庭の生活用水あるいは固形廃棄物処理プラント、ゴミの

埋め立て、水面下導出、工業廃水あるいは廃棄物の処理あるいは廃棄システム等のよう

な環境衛生プロジェクト。 

q) 国立公園、国立保護区、天然記念物、野生生物保護区、自然保護区、海洋公園、海洋

保護区あるいは当該法令によって認証されている場合の他の公式保護地域。 

r) 都市地域あるいは住宅地が近くにある農村地帯、あるいは水体または水系が影響を受

けるであろう化学製品の大量の使用。 

 

第 10 条に記載のプロジェクトまたは事業は、少なくとも、以下の効果、特徴もしくは

状況を生じるまたは表す場合に於いて、環境影響評価書(EIA)の提出が求められる。 

 

a) 生成されたあるいは生産された廃水、排出物あるいは残留物の量と質により人の健康

を脅かす。 

b) 土地、水及び空気を含む再生可能な天然資源の量と質において重要な悪影響を及ぼ

す。 

c) 人的なコミュニティの再定住あるいは人々の生活や習慣が大きく変わるとき。 

d) プロジェクトあるいは活動を行おうとしている地域の環境価値同様、保護個体群、保

護資源そして同じように影響を受ける地域に隣接した場所。 

e) 地域の景観あるいは観光価値が、その範囲並びに期間の故に重大に変化をきたす場合、

そして 

f) 記念建造物、人類学的、考古学的、歴史的価値のある場所、そして一般的に言って文

化遺産に属する場所に重大な変化をきたす場合。 

 

環境影響評価書(EIS)は以下の問題を取り扱う。 

 

a) プロジェクトあるいは活動の説明。 

b) ベースライン。 

c) 法令第 11 条の下で環境影響調査の実施の必要性を生んだ影響、特徴あるいは状況の詳

細な説明。 

d) 起こりうる危険をも含んだ、プロジェクトあるいは活動の環境影響の予測と評価。 

e) プロジェクトあるいは活動の負の影響を除去し、あるいは 小限に押さえるためと場

合に応じて行われる修復活動対策。 

f) 環境影響調査を生み出す環境変遷の追跡計画；そして 

g) 適用される環境法令の準拠計画。 

 

場合によって国または地方の環境委員会は、第 15 条に従い、環境影響評価書の判定を

下す期間として 120 日間を有する。審査結果が良好とされた環境影響評価書には、その際

に、政府機関が発行する環境許認可または環境宣言が添付されなければならない。 

しかしながら、プロジェクトまたは事業の所有者が環境影響評価書と共に環境に与える

如何なる害をも保証する保険証書を提出した場合には、所有者は、本人の責任の下、当該

法律に基づく当局の決議を侵害することなく、プロジェクトまたは事業を開始できる暫定
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許可を得ることが出来る。当該保険証書の受取人、必要条件、形式及び諸条件に関しては、

法の定めるところとする。 

場合によって国または地方の環境委員会が環境許認可、または環境宣言不足のため環境

影響評価書の判定を下せない場合、該当する政府機関に対し 30 日以内に前述の許認可、

または宣言を交付するよう要請しなければならない。前記の期限を遵守しなかった場合は、

許認可または宣言は好意的に付されたものと見なす。  

場合に応じて国または地方の環境委員会は、120 日の期限内に、環境影響評価書の内容

について必要とされる説明、修正、補足を要請することができる。その場合、要請を受け

た者はそれに応えるため、両者の合意の下、環境影響評価書の審査過程に残された時間を、

その間、一旦停止することが出来る。一旦停止された時間は、説明または補正が提出され

た時点もしくは合意によって決められた期日が過ぎた事点から、再開される。正当な根拠

に基づいた理由がある場合は、一度に限り、期日を 60 日間延長可能とする。 

環境影響評価書に対して不利な発表がなされた場合は、申請者が納得できる十分な根拠に

基づいた意見と共に、具体的な必要条件が提示されなければならない。 

環境影響評価書は、環境基準に準拠したものであれば許認可される。同評価書が第 11

条に定められた効果、特徴または状況に合致している場合は、適切な緩和、修復または補

償の方法を提案しなければならない。これらの提案がない場合は、環境影響評価書は却下

されるものとする。 

前項の期日を過ぎても、場合に応じて国または地方の環境委員会が環境影響評価書の判

定を下さない場合は、当該評価書は許認可されたものと見なす。 

環境影響評価制度の対象外で環境影響評価書の提出を要請されないプロジェクトまたは

事業の所有者は、現行の環境基準を遵守した事柄を記述した環境影響宣言書(DIA)を、宣

誓供述書の形式で作成し提出しなければならない。 

しかしながら、環境影響宣言書は環境問題に対する自主的な誓約であり、法律によって

要請されたものではない。そのため、プロジェクトまたは事業の所有者自身が法の遵守に

努めなければならない。場合に応じて国または地方の環境委員会は、環境影響宣言書の判

定のために 60 日の期限を有する。期限内に管轄機関が該当するプロジェクトまたは事業

に対して環境許認可または問題に関する意見書を付しない場合は、場合によって国または

地方の環境委員会は、申請者の要請に応じて、管轄機関に対し、30 日以内に環境許認可ま

たは問題に関する意見書を交付するよう要請することが出来る。前記の期日を過ぎた場合

には、環境影響宣言書は承認されたものと見なす。  

環境影響宣言書が却下された場合、国の環境委員会事務局長に対して不服申立てが出来

る。環境影響評価書が却下、もしくは条件または要件が設定された場合は、国の環境委員

会の執行評議会に対して不服申立てが出来る。プロジェクトまたは事業の所有者は、判定

を受けた日から 30 日以内に申立てを行わなければならない。申し立てを受けた担当者は

60 日以内に決議を下すものとする。 

プロジェクトまたは事業の所有者は、係る決議に関して、法律第 60 条及び本書に記載

の下記の条項に基づき、30 日の期限内に、管轄する裁判官に対して不服申立てが出来る。 

環境影響宣言書が承認されない場合、もしくは環境影響評価書が却下された場合、プロ

ジェクトまたは事業の所有者は、新規の宣言書または評価書を提出できる。 

環境影響評価は、プロジェクトまたは事業に関する環境面での承認を与える決議が下さ

れることによって終了するものとする。当決議は、申請者へ通知されると共に、プロジェ

クトまたは事業の実施に関しての解決能力を有する政府当局に対しても通知されなければ

ならない。 

環境影響宣言書及び環境影響評価書が承認された場合は、将来の緩和事業や修復事業を

含めた適用可能なすべての環境要件が満たされたことを認証しなければならない。 
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7-3. 環境影響評価過程への住民参加 

 
場合に応じて国または地方の環境委員会は、同委員会に提出された環境影響評価書の審

査過程において、組織された住民が十分な情報を得た上で評価過程に参画できるメカニズ

ムを構築する責任を負う。 

 

プロジェクトまたは事業の所有者は、環境影響評価書に関して、管轄の環境委員会によ

って承認された抜粋を官報、並びに、場合に応じて地方都市または全国の新聞または定期

刊行誌に、自己負担で公告・縦覧しなければならない。この公告は、当該評価書が提出さ

れてから 10 日以内に実施しなければならない。 

抜粋文には、少なくとも、以下の事項が含まれなければならない。 

a) プロジェクトまたは事業の責任を有する個人または法人名 

b) プロジェクトまたは事業の実施予定地または地区 

c) プロジェクトまたは事業の種類の詳述 

d) 予想投資額 

e) ロジェクトまたは事業によって生ずるまたは引き起こされる主な環境への影響の詳

述、並びにそれに対して提案される軽減方法 

 

法的地位を有する市民組織(この場合はその代表者を通して)、並びに直接影響を受ける

個人は、環境影響評価書及びその添付書類の内容を学習することが認められるものとする。

環境委員会は、プロジェクトまたは事業の所有者の要請に基づき、商業及び工業上の機密

を保証する、もしくは特許取得可能な発明または提出された環境影響評価書に記載のプロ

ジェクトまたは事業の手続きを保護することを目的として、公告・縦覧を控える必要があ

ると見なされる技術上及び金融上等の資料を公開しないものとする。 

前述の市民組織及び個人は、当該抜粋の公告日より 60 日以内に、管轄機関に対し、環

境影響評価書に関する意見書を提出できる。 

環境委員会は、前記の意見を踏まえ決議採択を行わなければならない。その決議は提出

者にも配信されなければならない。  

該当する決議採択の根拠として意見が正当に配慮されなかった市民組織及び個人は、通

知受理後 15 日以内に、当該決議の担当機関よりさらに高等の官庁に対し苦情申し立てが

出来る。苦情申し立てを受けた官庁は、要請に基づき 30 日以内に回答を行うものとする。

当該苦情申し立ては、環境影響評価書の決議の効力を中断してはならない。 

場合に応じて国または地方の環境委員会は、国民の縦覧を維持するために、毎月第 1 就

業日に、官報及び、状況に応じて、地方のまたは全国の定期刊行誌に、前月に手続きが申

請された環境影響宣言書の対象プロジェクトまたは事業の一覧を公告・縦覧しなければな

らない。 

 一覧表には、少なくとも、以下の項目が含まれなければならない。 

 a) プロジェクトまたは事業の責任を有する個人または法人名 

 b) プロジェクトまたは事業の実施予定地または地区 

 c) プロジェクトまたは事業の種類の詳述 
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7-4. 環境損害賠償責任 
 

環境被害 

犯罪あるいは詐欺行為で環境被害を起こしたすべての人は、当該法令の定めるところに

より責任を負う。 

にもかかわらず、特別法に定められている環境被害に対する責任の条款はここに掲げる法

令のそれより優先する。 
 
前述の規則を侵害することなく、民法の第 IV 項第 XXXV 編の条款は、この法令あるいは

他のすべての特別法でカバーされていない場合に適用される。 

環境被害を起こした人の責任は、環境の質に対する規則、排出物の規則、汚染防止計画、

環境に関する緊急問題のための特別規定あるいはこの法令に定められるか、あるいは他の

法令または規制条項で定められた環境保護、環境保存あるいは環境維持のための規則に反

しているかどうか法的に問われる。 
 
この場合、違反と生じた被害の間の因果関係の証拠があった時点で初めて補償しなけれ

ばならない。 
 
環境被害の修復だけを目的とした、言及されている環境活動の当人は、被害や損傷を被

った民間あるいは公共の自然人並びに法人；当該地域で生じたことに対する地方自治体、

そして政府防衛会議を通じての政府である。上記の当人のうち誰かが告訴した時点で、他

の人は申し立てできない、そしてそれは第三者として介入する権利の妨害にはならない。

如何なる人も、地方自治体に対して環境に対する被害を起こしている活動に関しての見解

を要求することが出来、上訴人が背景の情報を提供すると言う条件下、その代表として該

当する環境活動を申し立てることが出来る。地方自治体は 45 日以内に訴訟を起こし、も

し起こさなければ、同じ期間内に議決が発効され、それはオリジナルであることが確認さ

れた手紙によって上訴人の目的を果たすものとなる。前述の期限内に地方自治体から表明

がない場合、影響を受けた人に対し、報告された事実によって生じた損害の連帯責任を負

うことになる。 
 
憲法の基本法あるいは緊急事態に対する特別規則に則って、地方自治体並びにその他の

政府機関は、汚染防止あるいは汚染除去計画に準拠しない排出源の責任者、あるいはこの

法令で定められた運営プランの遂行を怠った人に対する罰則の適用を判事に要請しなけれ

ばならない。責任者は下記のような罰則を受ける。 

 a) 勧告 

 b) 1,000 UTM(課税単位)/月までの罰金 

 c) 一時的あるいは 終的な閉鎖 
 
これらの出来事において、判事は違反の重要さにより、活動の即刻の停止を命じるか、

あるいは排出量を基準値に調整する期間を違反者に与える。 
 
責任者が排出源に関し、該当プランに含まれている規則に違反をし続ける場合、あるい

は特別の規定の該当期限が切れた場合、追徴金として 1 日当り 40 UTM が課される。ここ

で述べている条項に準拠して罰金を支払わせられた排出源の責任者は、他の法令文にある

条款のもとに同じ出来事での罰則対象にはならない。 
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8. 鉱業の現状と今後の課題 
 

チリの鉱業界に規制を増やす可能性を秘めたイニシアティブが数多く存在している。気

候変動やその他の環境問題が地球の温暖化、水資源問題、農業などに与える影響は拡大し

ており、グローバル化によって世界中の社会不安や環境懸念が急速に流布した。 

チリでも環境問題はより深刻な問題として捉えられ、鉱業のような経済活動にも徐々に

影響を与えている。以下に、鉱業活動に何らかの規制を及ぼす環境や社会分野での重要課

題を、鉱業に対して優先もしくは緊急とされる順に記述する。 

 

水資源 

水不足は長年にわたるチリの深刻な問題であるが、 近さらにその深刻化を増した。鉱

業にとっても下記の 2 つの点から大きな課題となっている。一つは、国の機関であるチリ

環境委員会(CONAMA)と水資源総局(DGA)が地下水の利用に関する規制を実施した。この件

に関しては、すでに水利権が授与されており、しかも地下水に代用できるものが不十分で

あることから議論が紛糾した。二つ目は、チリが世界でも鉱山開発に於ける 高の機会を

与える鉱業国であり、市況の見通しも良好であることから鉱業プロジェクトの数が未だ増

大していることである。 

チリ北部ではこの水不足問題が鉱業と農業の間の紛争を巻き起こし、特に Copiapo では

両者で激しく争われている。その上、国のその他の地域でも避けられない課題である。政

府は複数の利害関係者と共に調査や議論の場を設け仲裁措置に当たっている。 

鉱業省は Karen Poniachik 鉱業大臣の就任時期(2006 年 3 月～2008 年 1 月)に水問題を

重要事項の 1 つとした官民共同作業チームを設け、2008 年 5 月、Santiago González 鉱

業大臣によって環境省、農業省、鉱業審議会、チリ鉱業協会(SONAMI)、チリ農業協会

(SNA)、公共事業省、水資源総局(DGA)、チリ地質調査所(SERNAGEMOIN)、チリ銅委員会

(COCHILCO)などの団体を交えた水資源委員会が再開された。 

水資源委員会は、 も重要な課題の一つである水の需要と供給に関する信頼できる情報、

基本的課題である水に関する意思決定、農業セクターに於ける水利権の利用と利便性に関

する調査を委任し、同課題の進展を遂げた。そしてさらに、第Ⅵ州から北の鉱業地域に於

ける水資源の物質的利便性に関する調査も進展させ、その結果、国内全体の鉱業用水の消

費利用率は僅か 4％であるとの結論が丁度 2、3 か月前に出された。しかし、その消費利用

率は鉱山開発活動が増すにつれて上昇すると推測されており、事実 Atacama 地域では約

70％に増大する。 

鉱業界が抱く懸念は、鉱山開発の拡大に使用可能な水量が伴わないことにある。鉱業と

いう分野は農業や衛生分野に比べ水利用が少ない分野であり、さらに水利用の効率性に関

しても他の分野より優れているにもかかわらず、地下水を使わずもしくは農業や他のセク

ターとの紛争を回避するために、独自の解決策を模索しなければならない特別な位置に立

つといった強い圧力が存在する。そのため、鉱業界に海水の淡水化といった新しい水資源

からの補給が求められている。 

鉱業界はこの問題について他からの孤立を避けるため、すべての関係者が力を合わせて

問題解決に取り組む姿勢を強調してきたが、問題がかなり深刻化し鉱業省の指導範囲を超

える状態に陥ったことから、公共事業省並びに環境省にこの業務を引き継ぐ結果となった。 

そのため、政府は 2009 年 6 月に Bachelet 大統領の指揮下で公共事業省の Sergio Bitar

大臣率いる水資源政策に係る省庁間連絡委員会を構成した。本委員会は 環境大臣、鉱業

大臣、国家遺産省、農業省、エネルギー省、経済省次官、Atacama 地域政府、チリ灌漑委

員会、公共事業省水資源総局、公共事業省水道局(National board of Water of MOP)、

Cochilco 並びに大統領事務総局によって構成され、新しい水資源政策のためのガイドライ

ンの策定や も複雑である前述の問題の是正を目的とし活動している。 
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 省庁間連絡委員会は国の水資源の保全並びにその効率的及び継続的利用の促進を目指し

た、国の水資源政策に関する長期的なガイドラインの策定を目的とした委員会である。ま

た、国内及び世界における既存の法的枠組を尊重したガイドラインの検討、さらに都市と

地域両方の生活用水の保全に対する規制や奨励制度、並びに賢明な保障措置の導入も行っ

ている。その他の目的として、統合流域管理に対する国としての施策、水を専門とする各

機関による行動項目の提案並びに水問題の解決の円滑化、さらに、水資源に関する 全般

的な国の管理体制の強化を提案する。 

当委員会は具体的行動項目を次の様に概説している。 

 

• 水資源の効率性に関する計画、特に(飲料水や農業のための)管理可能な水資源事業の立

案 

• 国有財産省は計画の持続性を確保するため、水の使用や生産的な利用を 公有地の条件

として付け加える。 

• 公共事業省(MOP)により作成された法案の 4 大合意を成立させる。 水資源総局( DGA)に

よって授与された水利権が密集した流域及び過剰取水される流域に於いて新しい水利権

の授与を禁ずる。前規定に関しては一定の条件を満たした農牧畜開発研究所( INDAP )

及び先住民族コミュニティに於いては例外とする。 

• この法案は 2004 年に井戸の存在やその他の取水法を提出した者に対し自動的に水利権

を授与した 2005 年法に反する案となった。しかし、秒速約 5,000 リットル規制の要請

を予測していたものが 終的に秒速 15 万リットルの要請となったため、国の自然災害

に対して適用される法律となるであろう。 

• MOP の専門家は水資源に係る憲法の改正案を、他の省庁関係代表者との討議の上提案す

る計画である。その案とは、水資源を国民が使用出来る国の財産であることを憲法上で

宣言する、一定期間後の水利権の期限満期設定の可能性(現行制度の永続性を修正)、水

資源の在庫確保のため国が持つ水利権を設立する、流域を規制する法律を制定する、氷

河やその他すべての固形の淡水を国の所有物とする。 

• またさらに、Copiapo 川流域に関する全施設の調査を優先して行う。当初の調査では

Copiapo 川流域の水量は秒速 19,000 リットルと測定されたが、実際は僅か秒速 5,500

リットルであったため、その流域の効果的な水量測定を促進することに同意がまとまっ

た。また、(農業及び鉱業用水の)すべての利用者に対して水の使用量を測定する法律案

も提案される予定である。 

 

水資源に関する法律に対して、以下の規制に改正が加えられることがほぼ確実とされて

いる。2009 年 9 月時点での情報によると、永久水利権の削除や未使用水利権を国の保有に

置換えるなどの公共事業省が進めるイニシアティブは、憲法の改正が必要である。そのた

め、水資源政策に係る省庁間連絡委員会は水に対するコンセプトを国民が使用出来る国の

財産とし、水利権の期限を定める旨を憲法で制定するよう提案し、さらに流域管理局設立

の必要性や、公益のためもしくは戦略的理由での節水を目的とした政府への協力を求めた。

前述に基づき、公共事業省は 9 月 21 日付けで水資源分野の規制に関する憲法改正案の法

案を提出した。この法案に関する審議は長期化する様相を見せている。 

 Ricardo Nunez 率いる上院議員らは、水利権及び鉱物資源や炭化水素に関する権利期限

の制限を含む同様の改正法案を発表した。 

 以下に 4つの重要点をまとめる。 

 第 1 に、例えばそれぞれのセクターの水の現消費量、また国内の河川水の供給などに関

する有効な情報作成の促進が引き続き必要とされる。しかし全団体が情報不足を認識して

いるが、情報がすべて揃うまで待つ余裕も無く、状況もかなり切迫していることから、水

不足対策に関する決断が結果によって左右されるとは言い難いことも確かである。 

 第 2 に重要な問題点は、調査及びデータ処理の両方を優先にデジタル・メディアやオン

ラインサービスを利用した DGA の管理システムの近代化を早急に行う事である。 
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 第 3 には、専門家は技術的な解決策が有効である事に関しては異議はないが、問題は実

施の責任や機会であるとの見方を示している。しかし、彼らも水の利用を 大に活かすこ

とがその資源を利用するすべてのものが持つパラダイムであるべきことに同意し、水利用

の効率性を高めるために必要な技術を導入するにはそれなりの費用が発生することも認め

ている。ある環境機関は、鉱業界が引き続き効率性の促進を図り(実際に鉱業界は実績を

上げているが)入手可能な 新技術の導入など、同セクターに対する一定のルールの策定

を要求している。 

新しい水資源の開発も水不足解決のための一つの選択肢であると認識されており、今日、

海水の淡水化の具体化が進められている。鉱山施設までの水の輸送が(費用とエネルギー

に関する)一番の問題点であり、水資源の供給を保証すると同時に社会の権利と先住民族

コミュニティの保護を考慮した創造的な解決策が求められる。 

後に、地方の水資源委員会がチリ北部の一定の地域のみではなく、国のほとんどの地

域に設置されるべきである。 

 

チリ環境委員会(CONAMA) 

 

チリ環境委員会(CONAMA)は環境に係る保護やモニタリング、並びに国の機関と民間の間

に係る環境保護と支援に従事した政府機関である。環境省、環境アセスメントサービス及

び環境管理局の設立のための法案が現在国会に提出されている。 

 

新しい環境制度 

当法案は環境に係る規制や施策、生物多様性の保全、天然資源の再生に関する権限の交

付など、環境制度の大幅な改善が見込まれる。さらに、環境影響評価制度を管理する環境

アセスメント・サービスや、環境管理に係る 4 制度を実施する際の監視役となる環境管理

局創設の検討も含まれる。これは、環境保全または汚染除去、環境基準の設置並びにプロ

ジェクトの管理を目的とした環境保証決議と称する計画である。このプロジェクトの管理

に関しては、鉱業界にとって も物議を醸す案である。鉱業界は環境局が 高権力を所持

し鉱業プロジェクトの環境評価に際してあたかも裁判官と陪審員を牛耳る如く不透明な条

件を導入しているとの観念から懸念を抱いている。 

この法案には、環境に関して省庁の横の連携での関心を高める目的である『持続可能の

ための閣僚審議会』の設立も含まれており、環境問題の解決に関する執行権を確保し、環

境省と共に環境対策に関する議論や環境制度の内容改善の場を設ける狙いである。当審議

会は環境大臣を長とし金融省、厚生省、経済開発再建省、エネルギー省、公共事業省、農

業省、都市開発省、運輸通信省、鉱業省及び企画・経済政策省の大臣によって構成される。 

環境影響評価制度に関しては、以下のような修正を求めている。(a)市民参画の時期や

期間及び目的(b)プロジェクトの自己評価を促すための環境影響評価報告の規制取組み、

並びに(c)関係者全員の不服を解決するための体制設備。 

当法案にはまた戦略的環境アセスメントと称する新しい環境管理のための対策が導入さ

れ、環境影響や持続可能性を考えた施策の評価を目的とする。 

 

水資源に関する国家戦略 

チリ環境委員会(CONAMA)は、2008 年 4 月、様々な面でヨーロッパをモデルとした、水資

源統合管理に関する国家戦略を打ち出した。当戦略は水資源の利用と保護の質と量の両面

に於ける調和を助長するものである。経済活動の一環として持続可能な資源利用とエコシ

ステムとの調和と飲料水の保護保全を目的としている。 

当計画の主な目的は、河川流域での水資源に関してセクターごとの管理から統合的な管

理へと移行させ、そのため環境の理念と共に社会や経済の理念を同じテリトリー内で調和
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させるための条件やメカニズムを生み出すことにある。 近のこの戦略と、水資源政策に

関する省庁間連絡委員会とをどのように両立するかに関してはまだ明確にされていない。 

この戦略の効率性を実証するために、まず Copiapo 川、Rapel 川及び Baker 川流域の 3

か所で試験的な実施が行われる。各試験流域では公共制度、民間セクター及び住民といっ

た水資源の利用者全員を代表する『流域事務所』が設けられる。｢流域の統合管理のため

の国家戦略｣は 24 か月間の試験段階を経た後、外部監査が行われる。そしてその後に、チ

リに存在する残り約 100 か所の河川流域に於いて、管理モデルを徐々に拡大させるための

計画段階へと進む。 

地表水への RILES(液体産業廃棄物)の改正法、D.S.No 90 

政府は、 近、汚染防止対策や汚染管理対策に取り組んでいる。水資源に関連した機関で

は、対策実施のため家庭の下水の汚染除去並びに液体産業廃棄物(RILES)の汚染除去の 2

つの過程での活動を行っている。 

液体産業廃棄物の処理にあたっては、企業は以下の基準に従い排水を行う。 

 

• D.S.No609 を遵守しながら家庭下水と企業排水を飽和させる下水システム。 

• D.S.No90 に準拠した大陸地表水もしくは海水に関する講習 

• D.S.No46 を遵守した地下水浸透法を通した地下水 

 

高法令第 90 号(海水及び大陸水の地表水に関する液体産業廃棄物に係る汚染を規制す

るための排水基準)は大陸水の汚染廃棄物の排出を規制する法令で、2001 年 9 月より施行

された。当該排出基準によって、チリ共和国の海水及び大陸の地表水に排出される液体廃

棄物に含まれる汚染要素の 大許容値が設定された。 

2008 年に入り、鉱山施設の領域に自然に流れ出る水を RILES と見なし上記の法令に修正

を加える動きが出ている。この法案が施行されれば、鉱山会社には規制遵守のための多額

の投資が要求されることになる。 

この件に関しては、環境影響評価制度(EIA)によって取組みが行われているが、 近に

なって衛生サービス監督庁(SISS)に移管する計画がある。 

この法案は特に Andina 鉱山や El Teniente 鉱山など汚染水の自然放出が大きい坑内堀

鉱山にとっては重要な問題である。 

法令第 90 号の手続き規制は実際に排出基準適用を強制するものである。CONAMA は環境

水準に取り組んでおり、水質汚染の保全管理の手続きを優先に進めている。｢海水汚濁に

係る環境基準｣の一次規則である Bio-Bio 地域の海水に関する ｢高品質基準｣は以下のとお

りである。：(CODELCO、特に El Teniente 鉱山に直に影響を与えた)Caren 川に排水される

モリブデンと硫酸塩の国家基準、鉱業廃棄物からの排水を規制するための基準、下水シス

テムの排水基準と大陸の地表水保全のための二次的環境基準を定める法律である D.S. MOP. 

609/98 の見直し(Loa 川、Elqui 川、Aconcagua 川、Cachapoal 川、Bio-Bio 川及び Maipo-

Mapocho 流域)。 

地下水への RILES の改正法、 D.S.No46 

地下水への液体廃棄物排出基準(大統領府事務局による D.S.No46/2002)。 

地下水に関しては、地下水への液体産業廃棄物の排出を規制する排水基準が 2003 年 1

月 17 日に施行された。この規制の主な目的は液体廃棄物が底土を通って帯水層に浸透す

る結果、発生し得る地下水の汚染を防ぐことである。 

この規制は現時点では灌漑、貯水池、油層の生産井に注入する地層水に関しては適用さ

れない。しかし、この基準の適用範囲が修正され鉱業活動に影響を与える可能性は存在す

る。 
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探鉱に関する環境影響評価制度(EIA)の検討 

民間団体は今まで不明確となっている概査段階と探鉱段階の十分な定義を求めるため

EIA の改正を提案している。現時点では探査ではなく概査について考慮されており、その

ため概査と探査の明確な定義の必要性が提案される。 

 

 その他の主な懸案事項は、ジュニアカンパニーに対する管理が不十分であり、

Sernageomin によるデータ収集に大きな欠落が生じている。しかし、この件に関しては

CONAMA は約一年前に議論を停止した。 

 

EIA 手続きの改善 

上記に述べた EIA の探査に対する対処の改善に加えて、例えば尾鉱堆積場のようにまだ

評価対象に含まれていない問題の改善が幾つかあり、鉱業協会(SONAMI)はチリ鉱業協議会

(Consejo Minero)と共にこれらの見直しを検討している。 

 

鉱業と生物多様性についての話し合い 

CONAMA と鉱業セクターの間で鉱業を取り囲む生物多様性の保全に取り組むための合意に

関する話し合いが行われたが、NGO 団体の介入により交渉は一時中断となった。当交渉が

再度実施されるかどうかは不明のままである。 

 

気候変動問題 

チリ鉱業界が取り組む気候変動対策は大きく 2つに分けられる。 

(1) 重要課題 

  a) エネルギー(軽減) 

  b) 公害 

(2) 気候変動への適応及びその影響への準備体制 

  a) ｢ボリビアの冬(Bolivian Winter)｣などの鉱山活動に影響を与える降雨パターンの

変化 

  b) 気候変動により媒介生物の浸入が容易となり発生する熱帯病 

 

REACH 規制 

 欧州(EU)の化学物質登録評価許可( REACH 規制)は鉱業界に大きな不安をもたらした。そ

の数年後にはその不安は軽減されたが、銅精鉱に含まれる硫黄及び砒素の問題は未だペン

ディング事項であり今後の課題でもある。 

 

鉱業省 

 

 鉱業省が担当し規制対象が可能な問題は以下のとおりである。 

 

環境債務(閉山法) 

 閉山のための計画は、世界では 1972 年に一つのコンセプトとして発表され、1983 年に

カナダで初めてその計画が実施された。 近では、閉山時及び閉山後の影響評価が含まれ

た閉山に関する法律や規制が世界各国に進展している。チリでは閉山法の法案に関する調

査及び制定が 1999 年に開始された。 

 チリはコロンブス以前の時代に遡る長い鉱業の歴史を持つ。19 世紀の中頃に硝石を採掘

する大規模企業が表れ、銅、銀そして金の採掘が次々と行われた。中小規模及び大規模の

鉱山会社の両者によって行われた採掘作業や砕石作業は、数多くの廃坑の跡を残し、人体

の健康や環境に大きなリスクを及ぼす鉱業環境債務(PAM)の原因となった。 

(1) 発展を続ける鉱業は環境や社会に常に変化を与えている。 
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(2) 負の影響を 小限に抑え正の影響を拡大すれば、 鉱業の遺産も前向きとなる。 

(3) 前向きな遺産は主として鉱業がどのように設計され、建設され、操業され、閉山され、

そして閉山後どのように管理されるかによって決められる。 

(4) 前向きな遺産を残すための 善の方法は、『終点から始める(閉山を設計する)』こと

である。閉山の基本設計は主に次の 4点を前提とする。 

 

 鉱業安全規定(第 489 条及びそれに続く条項)、表題 10 が 2004 年 2 月 7 日に制定され、

鉱業安全規定改正が施行された。この改正によって先の規定に欠落していた鉱山会社の責

任としての閉山活動が規制され、閉山計画が義務化された。これらの規制は鉱山活動によ

って生じた影響が操業停止後まで反映しないことを明確とすることを目的としている。 

 上記規制のような明晰な措置がとられた事によって、鉱業セクターの法律に閉山または

廃坑の組織的処置は存在しないが、あえて言うなら、環境に対するビジョンが欠けている。

鉱業セクターは、今日、閉山計画に係る規制、環境、技術及び資金面すべての包括的な規

制の法的水準を要求している。同様に、国も鉱業環境債務の存在の認識、リスクを査定す

る条件の創出、そして必要であれば、緩和計画の促進といった法体制に向けた前進を必要

としている。 

 

 閉山法計画の要点は次のとおりである。 

(1) 鉱業及び砕石業の任務及び機能 

(2) 人体の健康または命、もしくは環境への危険防止または制御 

(3) セクターごとの環境許可としての閉山計画 

(4) 保証制度 

 

 一番の難題は、保証制度の実施と過去の債務に対する責任を明確にすることである。 

 

鉱業に於ける｢科学的関心地域｣に係る法令、D.S.No 78 

 鉱業法は科学研究の可能性を持つ国の地域を『科学的関心地域』として宣言する権限を

与える。Dulanto 元鉱業大臣は氏の就任満期時に、“Cajon del Maipo”地域を上記の条件

の下で宣言し、同氏の発言に対する議論と同時に、当地域の既知鉱物資源の存在に対して

論議を呼んだ。科学的関心地域は鉱業省によって承認を受け、2005 年 10 月、Alfonso 

Dulanto 大臣及び Ricardo Lagos 大統領によって署名され、2006 年 2 月に官報に交付され

た。 

 当法令によると、鉱業目的のための科学的関心地域として宣言された地域に於ける如何

なる鉱山活動の実施に於いても、有権者は、鉱業法第 17 条第 6 項( 高法令 No.78/2006、

第 3 条)に定められた関連許可の取得が必要となる。当許可は共和国大統領によって授与

される。 

 ｢Altos de Cantillana｣地域に関してもこの宣言の対象となる形跡が存在する。 

これは環境問題への取組みであるとして、鉱業省が所持する権限を CONAMA や環境省に

委ねるべきであるとの批判が出ている。 

 

水資源総局(DGA) 

DGA は水資源計画に係る第 294 条の受け入指針と共に、尾鉱堆積場(廃滓ダム)のプロジ

ェクト案の受け入指針を公表した。両者とも確実に鉱業に適合するとは限らない。 DGA に

は基準の設定の基となる水中の溶存金属の記録が存在しておらず、標準(基準)の定義がで

きない。 
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国会 

 

エネルギー省の創設 

近、国会に 1978 年の DL2224 及びその他の国家機関の改正を行い、エネルギー省を創

設するといった提案が出された。これはエネルギー問題を常時担当するための制度的枠組

を確立することを狙いとする。この法案によると、エネルギー省は同セクターのための今

後の計画と対策を検討実行し、セクターの規則や施策を提案すると共に、エネルギーに対

する需要や国内供給の計画を策定しなければならないと記述している。 

さらに、この新制度は石油価格の安定のための基金に含まれるパリティ価格の決定や、

鉱山活動のための地熱探査鉱区に係るすべての法的権限、また財務省が受け持つガスや電

気( 終権利、輸送システム及び電動操作、並びに規則の発布)その他に関連する権限など、

今日鉱業エネルギー省が有する幾つかの機能も担当することになる。また、現在鉱業省の

傘下にある電力燃料監督庁(SEC)やチリ原子力委員会(CCHEN)も新しいエネルギー省の従属

機関となる。 

 

氷河法(Horvath) 

新しく発足した水資源政策に関する省庁間連絡委員会でも氷河の問題が取り扱われてい

るが、現時点までに観測されるチリの 1,900 の氷河を保護する 2 つの法案が存在する。そ

の 1 つは、Antonio Horvath 上院議員が提唱する｢氷河保護のための法案｣で、2006 年 12

月にほとんどの上院議員の承認を得ていたが、2007 年 1 月、政府の支持を得る事ができず

待機状態となった。 

この法案はチリ農業協会(SNA)、軍事地理研究所及び Sara Larrain が率いる NGO 団体

｢チリ、持続可能｣が提唱したその他の法案によって補足された。これらの法案は 2006 年

に大統領府事務局に上程されたが、 終的に Horvath 氏と共同して活動することが決まり、

1つの提案にまとめられた。 

 

環境犯罪 

チリの法律では市民に対し環境に対する不正行為を起こさないとの民事上の責任を課す。

本法律に関する非常に大まかな法案(非個人の責任に影響する法案)は存在するが、犯罪の

種類の明確性が必要とされる。 

 

農牧庁(SAG) 

 

チリ農牧庁( SAG)は鉱業に影響する 2つの政策を推進している。 

・アンデス山脈高所の湿地帯での活動会議 

・土壌への鉱業液体産業廃棄物 

 

独立国に於ける先住民及び種族民に関する条約(ILO169 号条約) 

 

チリ政府は、先住民族の権利に関する国際条約である ILO 第 169 号条約に批准した。当

初、政府は先住民族法(責任ある行動模範、Code of Conduct for Responsible: CCR)を推

進していた。同法は鉱業を含んだ経済界の各企業が先住民族領土内で活動を行う際に先住

民コミュニティの許可が必要であるが、その際に発生する複雑な問題を規制する法律であ

る。 

そのため、失敗に終わった CCR に変わり、彼らのコミュニティ保護のための水準を定め

る暫定規制を定義する決断を下した。先住民族に関する 169 号条約の実施期限は 2008 年 9

月 15 日であった。CCR とは違い、国は彼らに直接影響を与える活動やプロジェクトに関し

てコミュニティに相談することを唯一の方法として制定されている。暫定合意書であるこ
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とから、政府は事業協会、先住民コミュニティ、大学及びその他の機関と先住民族に関す

る問題の対処を規制する 終法規を模索するため、議論を継続する予定である。この議論

は Bachelet 大統領の任期内には解決しないため、次期大統領による常任の規制機関の指

名が必要となる。 

政府は、2008 年 9 月に、ILO を通して Diego Portales 大学へチリの ILO169 号条約改善

のために必要な法律改正を知るための調査を依頼した。結果は水法典や鉱業法に加え、漁

業、電力サービス、地熱エネルギー探査鉱区、林業、環境、並びに先住民族法自身の法律

の改正が要されるとのことであった。 

チリで ILO169 号条約が施行された結果生じる影響は次のとおりである。 

 a) 民間投資は CCR に記述のコミュニティによる承諾の義務と利益配分といった選択肢

がなければ環境影響評価段階で留まる。しかし、話し合いを通してコミュニティの

参画が求められる投資となる。 

 b) 先住民族が彼らの財産が政府機関の行動によって影響を受けるとの懸念を抱いた場

合、国家組織(行政府や立法府)が介入する。この談合・介入過程に関しては、大統

領府事務局(SEGPRES)及び企画・経済政策省 ( Mideplan )によって監督され、30 日

を経過した場合さらに 30 日の更新が可能となる。 

 c) 政府は国会に先住民族の政治代表を確保する法案を提出する可能性がある。 

近、チリ政府は先住民族の利益を図る 3 大改正案の促進を決定した。この枠組で 2 つ

の法案が国会に提出された。1 つ目は、先住民族施策課の設立及びそれに該当する副官の

任命、並びに先住民開発局をチリ先住民開発公社(CONADI)と改名する。2 つ目の法案につ

いては、参画奨励を目的としチリ先住民族協議会を行政の独立機関とする。3 つ目の法案

は土地配分に関する新法である。 

 

保健省 

 

保健省の主な課題は以下のとおりである。 

• 危険物保管に関する規制。鉱業については SERNAGEOMIN によってすでに規制されており、

そのため SONAMI は包括的な規制には鉱業を含まず、補助的な規制のみに含むとしてい

る(SERNAGEOMIN が要求する場合に限定される)。 

• 高所作業に関する規制。企業側がキャンプを下方に移動する代わりに代償金の支払いを

好むと考えた労働組合は、代価を求め規制を要求している。一方、Sonami は陸軍と警

察に対し公正かつ公平な調査を要求している。法令では高所作業に関しては職場の衛生

及び環境条件に関する法律第 594 条にて規定される。しかしながら、政府は、Quebrada 

Blanca, Los Pelambres, Maricunga Collahuasi, Escondida, Caserones 及びその他の

鉱山に影響を及ぼすであろう標高 3,000m 以上の高所での作業についての規制に関して

はおそらく実施しない可能性が高いが、例えば労働者の寝室に酸素と湿度レベルを確保

することや医療整備を常に確保するといった調整を要求する。 

 

エネルギー 

 

この件に関しては、石炭ガスが普及している広大なチリ北部で別のエネルギー源を模索

せねばならず、持続可能なエネルギー開発として鉱業界の大きな課題となっている。 

世界的に二酸化炭素の排出量規制が強化され、そのため特別貿易措置としての商品生産

に使用される石炭量の規制が開始された。一方、鉱業では石炭使用が(減少ではなく)増加

していることから、精鉱及びカソードの酸化炭素排出量を減少させるべく、エネルギー源

の多様化に関する早急な対応が必要となっている。 
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労働省 

 

Bachelet 政権は大統領選運動中に労働法の改正を公約したが、 近になって、雇用創出

問題に焦点を合わせるとの理由で法改正の計画を延期した。民主主義のための政党連合と

連結した与野党は団体交渉の強化に励んでいる。同じ経済活動を営む企業間の高い連結能

力を通し、労働組合の交渉力を改善、強化・拡大し、ストライキ中の労働者の交代要員の

枠を増やすことや非正規雇用者、マネージャー、その他保障のない分野の労働者の交渉権

を拡大する。 

 

その他の事項 

 

• 安全衛生及び人権に関する自主的原則のイニシアティブ 

• 地域共同体及び環境(NGO 活動、ケーススタディ) 

• 鉱業に関する労働条件(他の産業との比較) 

 

国際的イニシアティブ 

 

• 採掘産業透明性イニシアティブ 

• 鉱産物の統合管理 

• 金属の健康・環境リスク評価 

• 国連の化学物質に関する国際表示制度 

• 社会的責任に関するガイダンス ISO-26000 

• 先住民族の発展 

• 気候変動に関するモントリオール条約及び京都議定書(CONAMA での内容と関連) 

• 米国環境保護庁(USEPA)の高生産量化学物質に関するチャレンジプログラム 

• 国際自然保護連合の立入禁止区域計画 

• 国連人権委員会、国連の多国籍企業の行動基準、その他 

• 情報へのアクセス権に関するオーフス条約(Aarhus Convention) 

• 鉱物埋蔵量国際報告基準審議会 

• チリによって著名された環境及び鉱業に関する二国間協定 

• 米国、カナダ及び EU との自由貿易協定 

• 国際海底機構 

• 国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ(SAICM) 

• 鉱業及び環境問題に関する OECD 

• 世界銀行及び IFC(鉱業プロジェクトに対する金融規制) 

• 有害廃棄物の国境を越える移動に関するバーゼル条約 

• 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 

• 原材料の持続可能性評価のための EU のイニシアティブ 

 

鉱山採掘活動促進に関する政府支援 

 

チリ政府の対策は一般的に中立を保持しているため、特定の産業活動に対しての促進事

業は行っていない。そのため、特別な支援や計画といったケースは数少ないが、鉱業の場

合には幾つかの例が挙げられる。探鉱に関しては、鉱業省もしくは CORFO によって鉱業探

鉱のための特別基金が設けられた。投資額は 63 百万 US$までで 3 回にわたり支給される。

当初の必要資金として各 60 万 UF(約 21 百万 US$)、その内の 66％が CORFO から出資され、

CORFO は配当金として純利益の 25％を受け取る。 

また探鉱部門においても、チリは探鉱投資促進のため、2010 年の株式市場での株売りを

目的とした探鉱企業を魅了する制度を開始する予定である。政府は証券規制委員会及び株

式市場と共に、探鉱ジュニアと称する企業への投資に関して、キャピタルゲイン税の軽減
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といった投資家への優遇措置を提案した制度に取り組んでいる。政府は 2009 年 10 月下旬

もしくは 11 月上旬には、カナダや豪州並びにペルーが実践している、本制度に対する当

局推薦を与えるといった計画を立てている。この制度の目的は、探鉱ジュニアに対する投

資に特典を与える事によって、これらの企業との取引や投資家を増やし、証券取引の場で

のベンチャー企業の発展を可能とすることである。 近承認された資格保有者法(第 20235

号)は、探鉱促進への貢献が期待される。鉱業省は資産の情報公開を確かなものとするた

め、2002 年に、JORC 規程、NI 43-101 基準、SAMREC 規程及び TRC に基づいた探査結果、

鉱物資源量及び鉱物埋蔵量に対する証明の規約を作成するよう IIMCh(チリ鉱山技師協会)

に要請した。この法案は 2006 年に下院によって満場一致で承認、2007 年には上院に承認

された。そして本制度を管理する委員会の法規、規制及び法人格を定める法令第 20235 号

が 2008 年 6 月に施行された。 

鉱業サプライヤー産業の分野では、 新技術が施されるプロジェクトに対し十分な補助

金を提示するといった投資勧誘計画を策定している。 

鉱業省もまた、小規模鉱山に対して安全訓練及び技術移転を目的とした小規模鉱山支援

計画を促進している。 
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