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海外投資セミナー
貿易・投資戦略
――コロンビアとチリの協力事例――
2012年２月28日、駐日チリ共和国大使館、駐日コロンビア共和国大使館、チリ貿易振興局（PROCHILE）、コロンビア貿易振興局
（PROEXPORT COLOMBIA）
、米州開発銀行（IDB）アジア事務所および海外投融資情報財団（JOI）は標題のセミナーを開催いたしまし
た（後援：国際協力銀行（JBIC）
）
。当日は両国の経済・投資環境についてご説明いただくとともに、両国における最近の投資事例を日本
企業の方々にご紹介いただきました。本稿では当日の概要を一部抜粋してお届けします。なお、当日配布資料およびセミナーの記録動画
をJOIウェブサイトにてご覧いただけます。
（文責：当財団）

コロンビア・チリ：相互補完する 2つの国
前駐チリ大使（元駐コロンビア大使）

林 渉
まずコロンビアについては、治安状況の改善を指摘

建設、効率的なビジネス、透明性の高さなどの面で、

したい。2011年８月訪問した際、空港で特別のチェ

チリから学ぼうという姿勢を感じる。一方、チリ人は、

ックはないことが印象的であった。コロンビアのイメ

人情味あふれる優しいコロンビアの人が好きで、花に

ージはコロンビアコーヒーやミス・コロンビアなどは

あふれた、文化的な、ファッションのセンスのよい、

有名でポジティブだが、一般には麻薬やテロなどネガ

勤勉なコロンビア人にあこがれている面がある。両国

ティブなものである。しかし現実はイメージよりずっ

は産業構造も相互補完的だ。コロンビアには発達した

とよく百聞は一見にしかずで、治安状況などは実際に

製造業、繊維産業、花栽培、熱帯の果実、ビーチリゾ

現地行ってみないとわからない。チリはOECD加盟国

ートがある。チリは小売などの第３次産業が発達し、

でイメージは先進国並みだが、現実は停電も発生する

チリワイン、日本に似た果実、養殖サーモンなどの日

し、交通マナーの悪さも指摘される一方、投資環境は

本やコロンビアへの輸出が今後さらに増えるだろう。

安定し、高い評価を得ている。チリはバケーションの

コロンビアの石炭資源開発、チリにおける電力事業な

先進国で日本も見習うべきである。コロンビアとチリ

どの分野で両国は補完関係になり得るし、また日本に

は互いに学びあい、WIN-WINの関係で生活を豊かに

よるビジネスの対象になる。両国とも地震・津波が起

していくことが可能だ。両国とも国民は勤勉で議会制

こるので、防災面での協力関係も拡大の余地がある。

民主主義が定着し、他国でみられるような民衆蜂起で

コロンビア・チリ間には特段の懸案事項はなく友好

大統領が任期途中で辞任する事態は想像できない。両

関係にあり、国の基本的な方向性は一致している。両

国とも優れた財政金融政策をとり、両国間で相互に投

国ともにアジア太平洋地域への関心が高い。先般、コ

資が拡大し、人的交流も盛んだ。それぞれ、PROCHILE

ロンビア・サントス大統領が来日した際、中南米の環

とPROEXPORT COLOMBIAという優れた投資促

太平洋諸国の集まりである環太平洋アライアンスのメ

進機関を有する。

ンバー国と日本との首脳会議を個人的見解として提唱

コロンビアはチリからさまざまなことを学ぼうとし

されたが、日アセアン首脳会議のようで興味深いアイ

ており、たとえばコンセッション方式による高速道路

ディアだ。南米で活動する日本企業にとり、両国を関
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連づけて活動することは、単に活動地域の拡大だけで

の成果を期待できるのではないか。両国のさらなる発

なく、コロンビア・チリ間の経済交流にも寄与しなが

展と日本企業のさらなる活動を期待したい。皆さまには

ら、人脈構築も含めて、単なる２つの国の足し算以上

ぜひ、実際に両国を訪問して現地をご覧いただきたい。

コロンビア：日本人投資家にとっての次なる新興市場
コロンビア大使館 コロンビア貿易振興局（PROEXPORT COLOMBIA）
日本事務所 代表

和合ヒロシ
コロンビア投資環境の特徴
コロンビア貿易振興局（PROEXPORT COLOMBIA）は観光、投資、輸出を促進する政府機関で25カ

R&Dセンター設置、ヒューレットパッカードが世界
に６カ所あるサービスセンターのひとつをコロンビア
に設置するなどの大型投資が実現した。

所の海外事務所を有す。政府のアジア重視の政策に基

図表１は治安改善とともにGDP成長率が向上して

づき新たにアジアに７事務所を新設し、日本事務所を

きたことを示す。コロンビアの人口はスペイン語圏の

2011年開設した。

中で第２位、ラ米の中で第３位の4700万人である。

コロンビアはマクロ経済の安定、財政規律の維持、

人口の半分以上が30歳以下で、生産能力のある若年労

過去10年の治安状況の大幅改善等が評価され、S&P、

働者が豊富である。近年は中高所得者層が増加し、国

Moodys、Fitchの３大格付会社から投資適格の格付

内市場が活況となっている。この結果、近年、海外直

（BBB-）を得ている。また、構造改革を実施して外国

接投資が増加しており、2011年は150億ドル以上の投

投資家にとっての環境が改善したことから、世界銀行

資を受け入れた。外国投資の分野は石油、鉱山を中心

のDoing Businessランキングの順位が2007〜2012年

に、金融、観光、製造業、運輸、建設など多様化も進

の間に45位改善して2012年は世界第42位にランクさ

展した。投資の拡大とともに輸出も拡大し、2011年

れた。世界銀行の同レポートでコロンビアは投資家保

の輸出額は570億ドルを記録。治安の改善に伴って外

護の進んだ国のランキング第５位に位置する。2011

国人の訪問数も増加している。コロンビアはアメリカ

年、日本との間でも投資保護協定が調印された。こう

大陸のほとんどの国と自由貿易協定（FTA）を締結

した投資環境改善を反映し、近年、伊藤忠商事による

しており、EUとの交渉も終えた。2012年２月には日

石炭鉱山開発事業投資、米キンバリークラークの

本との間のFTA締結に向けた第２回共同研究が開催
された。また、2011年11月、米国議会でコロンビア

図表１

コロンビアの経済成長率と治安パーセプション

とのFTAが批准された。日本との投資保護協定も
2011年調印し、日本との二重課税防止協定を現在交
渉中である。

コロンビアにおける投資機会
コロンビアの2010〜2014年の国家開発計画では、
農業（バイオ燃料の原料となるパーム椰子）、鉱業
（石炭）
、インフラ整備（港湾、道路、空港）
、住宅建設、
科学技術の５分野を成長のエンジンと位置づけている。
日本企業にとり興味深いと思われる分野は、鉱業の
ほか、情報通信技術（ICT）
、化粧品、日用品、自動
車、農業、観光があげられる、自動車産業は地域で４
出所：当日資料（以下同）
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ている。自動車部品輸出は過去５年で61％の伸びを示
した。バイオ燃料分野にも外国投資が増加しており、

――コロンビアとチリの協力事例――

図表２

日本からの対米輸出とコロンビアからの
対米輸出の関税比較

730万ヘクタールの農地がさとうきびやパーム椰子生
産に利用可能である。化粧品産業にはユニリーバ、プ
ロクター＆ギャンブルが投資している。コロンビアは
世界有数の生物多様性を誇り、バイオテクノロジーの
R&Dセンター設置に適している。また、コロンビア
はビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）
の分野でスペイン語圏で重要な位置を占める。石油・
鉱物資源は重要な産業で、石油生産は日産100万バー
レルに近づいている。政府はインフラ開発に力を入れ
ており、ボゴタ市の都市交通、太平洋と北部間の道
路・鉄道、炭化水素資源の輸送インフラ等のインフラ
開発計画が最近承認されている。
ではホテル建設に関し30年間の免税措置がある。

FTZ・FTAを活用した投資戦略
コロンビアのフリー・トレード・ゾーン（FTZ）

図表２は日本からの対米輸出とコロンビアからの対
米輸出の関税の比較であるが、米国とコロンビアの

では、所得税15％、輸入税免除、付加価値税免除など

FTAを活用し、コロンビア北部に生産拠点を設けて

の優遇税制があり、輸出だけでなく国内販売のための

の北米向けあるいはほかのラ米諸国向け輸出といった

FTZ利用も可能となっているのが特徴だ。現在、約

ビジネスモデルが考えられる。

100のFTZが承認されており、15万人の雇用創出が期

PROEXPORT COLOMBIAは日本企業のコロン

待されている。FTZ以外にも産業ごとに各種の投資

ビアとのビジネスに最大限の支援をしたいと考えてお

インセンティブが用意されており、たとえば、観光業

り、ぜひ、コンタクトをとっていただきたい。

チリ・日本間の貿易と投資機会
チリ大使館 PROCHILE TOKYO

ディレクター

ヘルマン・ベック
チリの概要
北部は広大な土漠地帯で、鉱物資源や海洋資源に恵
まれる。中央部は工業（製造業）
、農水産加工産業が
発達し、果物やチリワインの生産も盛んで世界各国に
輸出している。南部の特徴は豊かな森林と鉱物資源に

カ国と締結しており、チリを生産プラットフォームと
して、世界の人口の63％、世界のGDPの86％を占め
る国・地域への貿易アクセスが確保できる（図表３）
。
また、チリは二重課税防止協定を25カ国と締結し
ており、今後も締結国は増える予定である。

恵まれる。チリは晴天率90％を誇り、世界の天文学の

チリの主要輸出産業は鉱物資源、製造業、食料（水

中心である。2018年には天文研究の68％、金額にし

産物、農産品、ワイン）であり、これらは外国投資に

て60億ドルがチリにて行われると見込まれる。

おいても興味深い分野である。2007年には日本・チ
リEPAが締結され、世界的な経済危機により貿易が

チリ経済
2011年のGDP成長率は6.3％と高い成長を達成した。

縮小した2009年を除き、チリの対日本輸出は拡大し
ている。特にサーモン、ます、うに等の水産品、木材、

国民１人当たりの所得は１万5000ドル、同輸出額は

食肉、ワインの対日輸出は好調である。チリはワイン

4600ドルと高いレベルにある。チリは21のFTAを58

供給国として2007年の世界第５位から2011年には第
2012.5
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図表３

自由貿易協定（FTA）の締結・交渉状況

図表４

経済活動透明度ランキング

３位にシェアが上がった。日本においてはチリワイン

資の約90％が北米とヨーロッパからの投資で、アジア

の関税が下がったことも要因である。チリはリチウム

の対チリ投資は全体の4.1％（うち90％が日本）にと

の輸出も世界第６位を占めており、日本の投資家にと

どまり、日本からの投資は鉱業（2010年の日本の対

っても関心が高いと思われる。

チリ投資の84％）が中心であるが、今後いっそうの投
資拡大を促進したい。

チリのビジネス環境

現在計画されている投資計画として、発電・エネル

チリは貿易投資の両面において非常にオープンな国

ギー分野で250〜270億ドル、住宅・都市開発など不

である。Heritage Foundationによる経済自由度のラ

動産分野で260億ドル、港湾などインフラ開発分野で

ンキングによればチリは世界第７位となっており、ま

150億ドルなどがあり、日本からの投資を歓迎する。

た、Transparency Internationalによる経済活動の

今日、全世界で1690万人がチリワインを飲み、860

透明度ランキングで世界第22位となっている（図

万人がチリの果物からつくられたジュースを飲み、

表４）
。

740万人がチリのシーフードを食べ、そして600万人
がチリのサーモンを食べている。そしてチリは、ブル

対チリ海外直接投資の状況

ーベリー、プラム、ぶどう、アボガド、サーモン、ま

チリに対する海外直接投資の対GDP比は毎年約

す等の農水産品の重要な供給国となっている。このよ

７％と高いレベルにある。産業分野別では鉱業（34％）
、

うなファクターを基に、チリは多くの投資家を募って

電力・ガス・水インフラ（19％）
、サービス（９％）
、

いる。今後とも広範な分野への日本からの投資の拡大

通信（９％）が主要な投資先となっている。対チリ投

を期待したい。

ドラモンドコロンビア：炭鉱投資案件概要
伊藤忠商事株式会社 執行役員
新エネルギー・石炭部門 部門長

大喜多治年
プロジェクト概要

等の資産に対し、20％の資本参加で合意した。ドラモ

伊藤忠商事株式会社（以下、当社という）は2011

ンド社は日本および国際市場で知名度の高い大手一般

年６月15日、米国ドラモンド社が100％保有するコロ

炭および原料炭サプライヤーで、当社とは米国原料炭

ンビアの炭鉱ならびに関連の鉄道・港湾輸送インフラ

の取引で長いビジネス関係にある。同社はコロンビア
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――コロンビアとチリの協力事例――

図表５

投資スキーム

図表６

プロジェクト位置図

図表７

主力のミナ・プリビノウ炭鉱：露天掘りによる

図表８

自社車両による直接輸送：フェノコ鉄道

採炭風景

ではドラモンド・インターナショナル社として、主に

る。鉱区全体の埋蔵量は確定・推定含めて19億トン、

発電用燃料に使われる一般炭炭鉱権益を保有する。当

今後50年以上にわたり継続生産が可能とされる。2011

社は新規設立した子会社ITOCHU Coal Americas社

年の生産実績は年間2500万トンと、輸出用石炭を産

を通じ、ドラモンド・インターナショナル社の資産

出する炭鉱の中で世界第４位の規模を有し、2012年

20％を約16億5000万ドルで取得した。当社は同炭鉱

には3000万トン／年、2015年には3500万トン／年規

が産出する一般炭の日本向けの独占販売権を獲得、電

模への増産が計画されている。

力会社をはじめとする日本、そしてアジアを中心とし
た需要家向けに販売する。
コロンビア北部セサール県ラ・ロマ市近郊にある本

輸送面では、炭鉱から積み出し港までの193kmを
鉄道運営会社、フェノコ社が担っている。ドラモンド
社およびグループ会社が同社権益の40.96％を保有し、

炭鉱は、すでに開発済みの主要鉱区ミナ・プリビノウ

石炭輸送用の機関車35両、貨車1550両はすべて自社

鉱区とエル・デスカンソ鉱区、そのほかの合計５鉱区

保有する。輸送能力は現在5600万トンで、今後１億

からなる。大規模露天掘りで採掘された石炭は専用鉄

1000万トンにまで拡張計画がある。港湾設備につい

道で輸送され、カリブ海に面した自社保有するプエル

ては、石炭積み出し専用港のプエルト・ドラモンド港

ト・ドラモンド港で船積み後、全世界に出荷販売され

を自社保有する。積み出し能力は現在の3000万トン／

る。本炭鉱は1995年に生産を開始、熱量が高く、硫

年から3500万トン／年に拡張する計画。現在は港か

黄や灰分など不純物の少ない高品質の一般炭を産出す

ら沖合停泊の貨物船までバージで輸送、積み替えして
2012.5
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いるが、拡張完了後は、港から直接ばら積み船への積

図表９

エル・デスカンソ炭鉱

図表10

自社保有の専用港：プエルト・ドラモンド港

み込みが可能となる。

本プロジェクトの当社にとっての意義
本プロジェクトは優良な石炭品位、大規模かつ効率
的な生産および自社輸送設備による安定的な出荷とい
った優位性を備え、今後の拡張計画でさらなる発展を
見込んでいる。ポートフォリオ面ではこれまで当社の
保有する石炭権益は、豪州、インドネシアなどを中心
に年産800万トン規模だったところ、本投資案件によ
り、当社の保有権益は年産1300万トン規模に拡大し
た。石炭権益への投資では日本企業として初めてのコ
ロンビア進出となり、サプライ・ソースの分散も実現
した。そのほか、世界有数規模の輸出向け一般炭炭鉱
に参画するという点、長期安定販売先を確保済みであ
るという点、ドラモンド社とのさらなる関係強化の点
からも、きわめて意義の大きい投資と自負している。

本プロジェクトで当社の果たす役割
当社はドラモンド・インターナショナル社に役員を
派遣し、本プロジェクトの管理・運営に直接関与する。
販売面では、当社の長年にわたる石炭国際取引のノウ
ハウを発揮して、独占販売権を獲得した日本市場のほ
か、アジアおよびその他の市場における石炭販売に協
力していく。総合商社としての総合力を活かして、傭
船などの物流機能やデリバティブ等の金融機能を発揮
していきたい。

有権益資産の地域分散化を進め、トレード機能の拡充
を目指すとともに、引き続き資源権益ポートフォリオ

政府支援

のいっそうの拡充を図りたい。

今回の案件ではコロンビア、日本の両国政府および

日本の需要家からは、現在豪州に依存する一般炭の

関係諸機関に大きなご支援をいただいた。コロンビア

供給ソース分散という面、また、コロンビア炭の品位

政府、鉱山エネルギー省ほか関係省庁、在日コロンビ

の優位性の観点から、今回の大型投資に歓迎の声が多

ア大使館、コロンビア貿易振興局日本事務所には投資

い。当社として、今回のプロジェクトの成功は両国の

検討段階から、現地での治安強化、要人来日の際の面

国益につながるものと確信している。これからもコロ

談アレンジを含め、さまざまなサポートを得ることが

ンビア政府によるインフラおよび関連法制度の整備を

できた。他国に秀でたコロンビアの特徴として、この

はじめとした、石炭産業へのさらなるご支援、ならび

ような外資に対するきめ細かいフォローがあげられ

に外国企業投資に対する支援を期待したい。

よう。

総合商社として、本投資を皮切りに、コロンビアで
の他分野での案件開発、貿易取引を積極的に推進して

今後の当社の戦略

いく所存である。当社が従事する繊維、機械、情報通

当社は事業投資とトレードを両輪に、全世界で保有

信、化学品、生活資材、食料品などの分野、石炭以外

する石炭権益を2015年までに年産2000万トン規模に

の資源エネルギー分野でも、優良案件を発掘していき

拡大することを目指している。今回の投資を通じて保

たい。
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――コロンビアとチリの協力事例――

住友金属鉱山のチリにおける鉱業活動
住友金属鉱山株式会社 執行役員
資源事業本部副本部長

後根則文
当社のチリにおける歴史

当社の既存チリ事業の現状

住友金属鉱山（以下、当社）のチリでの歴史は1965

当社のチリにおける事業の現状は図表11のとおり、

年 Rio Blanco銅鉱山開発（融資買鉱）に始まる。同

La Candelaria鉱山とOjos del Salado鉱山の合計で

鉱山からは1970年から86年まで銅精鉱を調達した。

銅精鉱生産量（銅量ベース）は年間17.6万トンとなっ

1992年にはCandelaria銅鉱山開発に参加し、同鉱山

ている。このほか、優良資源確保を目指して、環太平

は今日も操業している。2005年にはOjos del Salado

洋地域での探鉱に注力しており、銅、金を対象に２つ

鉱山の権益を取得し、今日も操業中。2007年には

のジョイントベンチャー探鉱、４地区での自社鉱区探

SMMチリを設立し探鉱事業を開始した。2011年に

鉱を推進中である。日本人技術者３人駐在、現地採用

Sierra Gorda銅鉱山開発に参加した。

技術者約20人が探鉱作業にあたっている。

当社の資源戦略

Sierra Gorda鉱山開発

近年、中国による資源獲得の活発化、資源メジャー

2011年開始したSierra Gordaプロジェクトは、

による寡占化の進行、資源ナショナリズムの高揚など

2011年５月に参入に合意し、９月にジョイントベン

により資源獲得競争が激化している。また、鉱床の低

チャーが発足した。チリ第II州のアントファガスタ市

品位化・奥地化・深部化、これに伴う開発投資・操業

から北東約140km、標高約1700mに位置する。権益

コストの増大、環境問題の高まりと規制強化等により、

比率は当社31.5％、住友商事13.5％、KGHM Inter-

投資リスクもコストも増大している。こうした環境下、

national 55％で、住友グループで計７億2400万ドル

当社の基本戦略は、まずは優良資源権益の確保であり、

を出資し、精鉱の引取権は50％を保有。2014年の生

そのために探鉱のいっそうの推進、Siera Gorda銅鉱

産開始予定で、可採鉱量13億トン、含有金属量は銅

山のような開発案件への参入、戦略的M&Aの活用を

500万トン、モリブデン30万トン、金80トンで、マイ

進めていく。加えて、マジョリティ権益確保等による

ン・ライフは20年が見込まれる。Sierra Gordaは、

オペレーターシップの獲得、人材確保と技術力向上な

地形がフラットで、幹線道路・鉄道が隣接し、港湾も

ども進めていく。長期目標としては、2020年時点で

近く、また、近隣にSpence鉱山やEsperanza鉱山が

年間金属生産量（当社権益分）ベースで、銅30万ト

操業中であることからリスクが低い。問題は水で、降

ン、ニッケル15万トン、金30トンとする目標を掲げ

水量がほぼゼロのため海水を使用する。高いモリブデ

ている。

ン品位から副産物収入が見込める点も特徴である。

図表11

現在生産中の当社のチリの鉱山

プロジェクト名

Candelaria銅鉱山

Ojos del Salado鉱山

所在地

チリ第Ⅲ州（アタカマ州） チリ第Ⅲ州（アタカマ州）

権益比率

当社

16％ 当社

16％

住友商事

4％ 住友商事

4％

Freeport

80％ Freeport

80％

生産開始

1994年

金額

868百万ドル（総起業費） 20百万ドル（取得額）

銅精鉱生産量（2011年、銅量） 15万トン／年

1929年（当社参画：2005年）

2.6万トン／年

2012.5
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図表12

いる。現在、現地ではプレストリッピング（表土の剥

Sierra Gorda鉱山開発の経緯

土作業）を開始しており、並行して建設期間中のピー

1991〜97年

各社が試錐実施

2004年

Quadra（現KGHM International）が権益獲得

2010年３月

中国国家電網公司（SGCC）が権益取得する
ことで合意と発表

2010年６月

SGCCとの正式契約が期間内に締結されず、
合意破棄

2011年５月

――コロンビアとチリの協力事例――

SMM／住友商事が権益取得

ク時6000人、操業開始後2000人を収容できるキャン
プを建設中である。

チリの鉱業投資環境
チリにおける鉱業投資のメリットは、銅・モリブデ
ン・金等の鉱物資源に恵まれ、多数の鉱山が稼働して
いて経験豊かな労働者に富むことがあげられる。また、
環太平洋に位置し、日本への輸送が容易である。チリ

図表13

Sierra Gorda鉱山生産計画

Cu生産量（kt）
250

と日本は重要なパートナーであり、当社の資源開発事
採堀量（kt）
100,000

Cu生産量（k t）

業がチリの経済社会の発展に貢献できることを期待し
ている。当社はチリを重要な資源国と位置づけ、探鉱、

採堀量（k t）

200

80,000

150

60,000

100

40,000

開発を今後も積極的に推進していく方針であり、関係
者の皆さま方のご支援ご協力をお願いしたい。

当日プログラム
20,000

50
0
2014

図表14

2015

2016

2017

0
2018（年）

Srierra Gordaのプレストリッピング作業風景

開会挨拶
駐日チリ共和国大使
パトリシオ・トーレス閣下
駐日コロンビア共和国大使
パトリシア・カルデナス閣下
コロンビア・チリ：相互補完する 2 つの国
前駐チリ大使（元駐コロンビア大使）
林 渉氏
コロンビア：日本人投資家にとっての次なる新興市場
コロンビア大使館 コロンビア貿易振興局
（PROEXPORT COLOMBIA）
日本事務所 代表
和合ヒロシ氏
チリ・日本間の貿易と投資機会
チリ大使館 PROCHILE TOKYO
ヘルマン・ベック氏

ディレクター

ドラモンドコロンビア炭鉱投資案件概要
伊藤忠商事株式会社 執行役員
新エネルギー・石炭部門 部門長
大喜多治年氏
住友金属鉱山のチリにおける鉱業活動
住友金属鉱山株式会社 執行役員
資源事業本部副本部長
後根則文氏

開発経緯と生産計画は図表12、図表13のとおりで
あり、2014〜16年は銅量で11万トン、その後の拡張
起業により2017年以降は20万トン近い生産を予定し
ている。開発投資額は11万トン生産体制のための当初
の投資が29億ドル、19万トン生産のための拡張投資
８億ドルが見込まれる。ファイナンスはJBICおよび
民間銀行からのプロジェクトファイナンスを予定して
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近年のコロンビアおよびチリマクロ経済動向
国際協力銀行 審査部門 外国審査部
第 3 ユニット ユニット長
細野健二氏
閉会挨拶
米州開発銀行アジア事務所長
上田善久氏

