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A　鉱業関連組織の概要
A1.　鉱山及び鉱物 ―行政機関及び産業組織
Ⅰ.　行政機関
1. 鉱山省
1.1　事業規則に基づき、インドにおける鉱山及び鉱
物に関する責任は鉱山省に委ねられている。但し、石
炭省や鉄鋼省は、それぞれ石炭産業及び鉄鋼・鉄鉱石
産業について行政上の責任を担っている。

1.2　鉱山省は、全ての鉱物（天然ガス、石油及び原
子力鉱物を除く）の調査及び探査、非鉄金属の採掘、
並びに全ての鉱山及び石炭、天然ガス、石油及び原子
力鉱物以外の全ての鉱物に関して鉱山鉱物法を管理す
る省である1。

事業規則に基づき、下記の重要分野が、鉱山省及
びその行政管理監督下に置かれる諸所の政府機関に割
当てられている2。
（ i ）  インドの領海及び大陸棚、排他的経済水域並

びにその他国会が適宜指定したインドの臨海
域に存在する鉱山や鉱物を含め、インドに存
在する鉱山の規制及び鉱物（石炭、亜炭、充填
用の砂及び1962年原子力エネルギー法により

「規定物質」と宣言された鉱物を除く）の開発
（ ii ）  アルミニウム、亜鉛、銅、金、ダイヤモンド、鉛、

ニッケル等の他の省庁の管轄下に特に割当て
られていない全ての他の金属及び鉱物の規制

（iii）  上記の分野に該当する全ての産業の計画、発
展、監督及び補助

（iv）  インド地質調査所（GSI）及びインド鉱山局
（IBM）の運営

（ v ）  冶金グレードのシリコンの規制及び行政監督

鉱山省はその監督下に、様々な付属局及び下位組
織3、公共事業体並びに研究機関を抱えており、これ
らの機関が共同してインドにおける鉱山・鉱物分野を
運営している。

2. インド地質調査所4

2.1　インド地質調査所（GSI）は、鉱山省の付属機関
であり、インドにおける探査、地質図作成及び鉱物資
源の評価を促進している。 GSIは、1981年に設立さ
れ、地層学データ及び鉱物資源データの維持・更新、
航空及び海洋調査、地質工学、地球環境及び自然災害
の研究、氷河学、地震学等の研究を行っている5。

2.2　GSIを率いる所長は、同組織の計画、事業、財務
及び資材管理について全般的な責任を負うほか、科学
活動の全体的な監督、情報の普及、中央政府及び一般
へのアドバイス等にも責任を負っている。 

2.3　West Bengal州Kolkata市に本部を置くほか、
GSIは、地理的に6つに区分された地域、3つの専門的
な活動別門及び1つの訓練所を通じて活動している6。

1 鉱山省ウェブサイト “Allocation of work and functions”, http://mines.nic.in/UserView/index?mid=1264 （2015
年12月1日）

2 Section 4, The Government of India （Allocation of Business） Rules, 1961
3 「Attached Office」及び「Subordinate Office」は、それぞれ政府の執行機関であり、インド政府の部局の行為又

は管理を非中央化するために創設されるものである。事務手続きに関する事務局マニュアルは、中央政府のそれ
ぞれの省庁の様々な機能に関する事務作業手続を規定している。同マニュアルに「Attached Office」及び

「Subordinate Office」の機能が規定されている。「Attached Office」は、一般的に、所属する政府部局が制定した
政策を実施するために必要な詳細な執行上の指示を規定する責務を負っている。また、技術的情報を保管する役
目も果たし、所属する政府部局に対して、取扱う問題の技術的側面についてアドバイスを行っている。

4 鉱山省ウェブサイト‘Geological Survey of India’, http://mines.nic.in/ViewData/index?mid=1437（2015年12月
1日）

5 http://mines.nic.in/ViewData/index?mid=1437 （2015年12月1日）
6 http://www.portal.gsi.gov.in/portal/page?_pageid=127,528983&_dad=portal&_schema=PORTAL&linkId=1004 
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3　インド鉱山局7

3.1　インド鉱山局（IBM）は鉱山省の下部機関であ
り、1948年にMaharashtra州のNagpurに設立され
た。IBMは、主に、インドにおける鉱山の規制に責
務を負っている。IBMは、以下の機能により、鉱物
資源の保全を促進している。
（ i ）  鉱山の検査、地質調査及び採掘計画の審査・

承認
（ ii ）  環境調査及び環境関連活動の実施
（iii）  低品位鉱の改善技術の展開及びこれらを利用

する可能性の特定
（iv）  採掘及び選鉱プロジェクトの実現可能性調査

報告書の作成、鉱物マップ及び鉱物資源の国
家鉱物一覧の作成

（ v ）  鉱物産業への技術的コンサルティングサービ
スの提供、鉱山及び鉱物のデータバンクとし
ての機能及び技術的・統計的出版物の作成8。

4　公共事業体
以下の3つの公営企業（政府が所有する事業体）が

鉱山省の下で運営されている。
（a）  国家アルミニウム公社（NALCO）– NALCO 

は、アルミナ及びアルミニウムを生産するため
のボーキサイトの採掘に従事するNavratna9会
社である。

（b）  ヒンドスタン銅会社（HCL）– HCLは、インド
唯一の銅生産会社であり、採掘、選鉱、溶錬、
精錬及び精製された銅金属の鋳造を手がけてい
る。HCLは、銅線、陰極銅等の販売活動等を
含め、銅の製造から売り物になる銅製品まで、
ありとあらゆる活動を遂行している10。

（c）  鉱物探鉱公社（MECL）–MECLは、組織的に
鉱物探査活動を遂行するインドトップの事業体
である。MECLは、中央政府の宣伝事業に基づ
き機能するだけでなく、公営企業、民間企業及
び州政府との契約の下でも仕事をする。MECL
は、地質学的なサービス、掘削、採掘、測量、
遠隔探査等のような活動にもその活動領域を広
げている11。

5　研究機関
鉱物省の下で、以下の3つの研究機関が独立機関と

して活動している12。
（a）  国 立 岩 石 力 学 研 究 所（NIRM）– NIRMは、

Karnataka州のKolar Gold Fieldsに所在する独
立研究機関であり、基礎的・応用岩石力学の分
野で、研究及びコンサルティングサービスを提
供している。NIRMは、定期的に金属鉱山、硬
石鉱山、炭鉱、水力発電、トンネル事業及びそ
の他の土木建築事業においてもサービスを提供
している13。

（b）  鉱山労働者の健康研究所（NIMH）– NIMHは、
Maharashtra州のNagpur市に所在する研究所
であり、労働衛生の研究開発活動及び鉱山及び
金属産業への技術支援サービスを提供してい
る。NIMHは、これらの分野における人材育成
訓練プログラムも実施している14。

（c）  ジャワハルラル・ネルー・アルミニウム研究開
発デザインセンター（JNARDDC）– JNARDCC
は、Maharashtra州のNagpur市に所在する独
立機関であり、鉱物省及び国連開発計画の共同
事業である。同センターは、インドにおける新

7 IBMウェブサイト‘History’, http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=72&mid=18509 （2015年12月
1日）

8 http://mines.nic.in/UserView/index?mid=1497 （2015年12月1日）
9 「Maharatna」、「Navratna」及び「Miniratna」は、公営企業が財務条件等の一定の基準を満たしている場合に、

公営事業局（Department of Public Enterprises）が付与する地位である。これらの地位が付与された公営企業は、
その投資活動について一定の特権が与えられる。

10 HCLウェブサイト ‘Company Profile’, http://www.hindustancopper.com/CompanyProfile.asp?lnk=1&plnk=1 
（2015年12月1日）

11 MECLウェブサイト  ‘About Us’, http://www.mecl.gov.in/InternalPageMecl.aspx?Antispam=GVzKfVZ3Em3&
ControlID=23&MyAntispam=AqIic6yf1GY（2015年12月1日）

12 鉱山省ウェブサイト‘Autonomous Bodies’ http://mines.nic.in/UserView/index?mid=1287（2015年12月1日）
13 鉱山省ウェブサイト, ‘Autonomous Bodies—National Institute of Rock Mechanics’, http://mines.nic.in/

UserView/index?mid=1410 （2015年12月1日）。NRIMウェブサイト
 ‘Areas of Activities’, http://www.nirm.in/Main1.htmhttp://www.nirm.in/Main1.htm（2015年12月1日）
14 鉱山省ウェブサイト, ‘Autonomous Bodies—National Institute of Miners Health’, http://mines.nic.in/

UserView/index?mid=1412（2015年12月1日）、NIMHウェブサイト
‘Expertise and Services’, http://www.nimh.gov.in/ExpertiseandServices.html
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興アルミニウム産業に対して研究開発支援や人
材訓練サービスを提供している15。

6　協会
上記に加え、非鉄物質技術開発センター（NFTDC）

は、鉱物省が所管する登録協会である。同センターは
政府からの補助金を頼りとしない研究開発機関であ
り、（i）航空・航空宇宙、（ii）自動車、（iii）エネル
ギー（在来型及び非在来型）、（iv）冶金工学及びプロ
セス工学、（v）生物医学及び医療、及び（vi）環境、
といった高技術分野において、先端的な材料、部品及
びシステムの技術開発に従事している16。

鉱業関連事業により影響を受ける人々や地域を保
護するために、鉱山鉱物法は、2015年の改正により、
州政府が設立する地区鉱物基金（District Minerals 
Foundation：DMF）と称する非営利団体について規
定している。DMFの構成及び機能は州政府が規定す
る。DMFは、鉱業権者による拠出から賄われ、鉱業
権者はロイヤルティ支払いに一定率をかけた額を拠出
せねばならない17。 

また、2015年に改正された鉱山鉱物法は、インド
における探査活動に資金を提供するため国家鉱物探査
トラストの創設についても規定している。鉱業権者
は、同トラストに対しても拠出せねばならない18。

7　石炭省
7.1　概観19

石炭省は、インドにおける石炭及び亜炭の探査及
び開発に関する規制及び政策決定に包括的な責任を
担っている。石炭省はまた、高額の事業の認可やこれ
に関する問題の決定にも責任を負っている。石炭省
は、その行政監督下にある様々な部局及び公共事業体
を通じて機能している。

7.2　石炭省の機能
事業規則により、石炭省は以下を管轄している20。

（ i ）  インドにおけるコークス・非コークス石炭及

び亜炭鉱床の探査及び開発並びに石炭の生産、
供給、流通及び価格に関する全ての事項

（ ii ）  洗炭場（鉄鋼省が所管するものを除く）の開発
及び運営

（iii）  石炭の低温炭化及び石炭からの合成潤滑油の
生産

（iv）  石炭ガス化に関する全ての作業
（ v ）  1974年炭鉱（保全開発）法、1974年炭鉱準備

基金及び雑則法（及びこれに基づき設立され
た炭鉱準備基金機構）、1947年炭鉱労働者福祉
基金法（及びこれに基づき設立された炭鉱労
働者福祉機構）、及び1957年産炭地域（収用開
発）法の運営。さらに、石炭省は、石炭、亜
炭及び充填用砂に関する限度で鉱山鉱物法及
びその他の連邦法の運営に責任を負っている。

石炭省はまた、1952年鉱山法に基づく、鉱山から
産出され搬送されたコークス及び石炭にかかる物品税
の徴収に関する規則の策定及び救済基金の運営にも責
任を担っている21。

7.3　石炭省の管理下にある組織
（a）  インド石炭公社（CIL）–CILは、単独で世界最

大の石炭産出企業であり、Maharatna22会社と
して指定されている。CILは、インドで81の鉱
区を運営している。CILは、下記に掲げる、石
炭を生産する7つの完全子会社及び1つの採掘
計画コンサルティング会社を所有している。

（  i ）  Eastern Coalfields Limited（West Bengal
州Sanctoria市）

（ ii ）  Bharat Coking Coal Limited（Jharkhand州
Dhanbad市）

（ iii ）  Central Coalfields Limited（Jharkhand州
Ranchi市）

（ iv ）  Sou th Eas te rn Coa l f i e l d s L im i t ed 
（Chattisgarh州Bilaspur市）

（ v ）  Western Coalfields Limited（Maharashtra

15 鉱山省ウェブサイト ‘Autonomous Bodies—Jawaharlal Nehru Aluminium Research Development and Design 
Centre’, http://mines.nic.in/UserView/index?mid=1411（2015年12月1日）及びJNARDDCウェブサイト http://
www.jnarddc.gov.in/en/about_us/jnarddc.html

16 http://www.nftdc.res.in/ 
17 Mines and Minerals （Contribution to District Foundation） Rules, 2015
18 Mines and Minerals （Development and Regulation） Amendment Act, 2015
19 石炭省ウェブサイト ‘ About Ministry’, http://coal.nic.in/content/about-ministry （2015年12月1日）
20 Second Schedule of the Allocation of Business Rules, ‘Ministry of Coal/Koyala Mantralaya’
21 同上
22 DGHウェブサイト　Vision & Objectives, http://www.dghindia.org/VisionandObjective.aspx （2015年11月6日）
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州Nagpur市）
（ vi ）  Northern Coalfields Limited（Madhya 

Pradesh州Singrauli市）
（ vii ）  Mahanadi Coalfields Limited（Odisha州

Sambalpur市）
（viii）  コンサルティング会社Central Mine Planning 

and Design Institute Limited （Jharkhand
州Ranchi市）23

　CILはまた、モザンビークにも完全所有の鉱業
会社「Coal India Africana Limitada」を所有し、
また作業所や病院等のその他200の施設を運営し
ている24。 

（b）  Neyve l i L ign i t e Corpora t i on L im i ted
（NLCL）—Navratna会社に指定されており、 
Tamil Nadu州のChennaiに登記上の本店を置
き、同州のNeyveliに事務所を構えている。
NLCLは、亜炭の開発・掘削、火力発電及び原
料となる亜炭の販売に従事している。NLCL
は、Nayveliに年間合計28.5百万tの容量を誇る
3つの露天亜炭鉱山を所有し、Rajasthan州の
Barsingsarに年間生産量2.1百万tの1つの露天
亜炭鉱山を所有している。火力発電分野では、
NLCLは、総設備容量3,240MWのピット･ヘッ
ド式火力発電所五基所有している。NLCLはま
た、再生可能エネルギー分野にも進出し、総容
量13.50MWの風力発電機及び10MWの太陽光
発電所を設置した25。

（c）  Singareni Col l iery Companies Limited
（SCCL）—SCCLは、中央政府とTelangana州
がそれぞれ51％及び41％の普通株式を所有す
る合弁事業である。SCCLは現在、インド南部
のTelangana州に16の露天掘り鉱山及び31の
坑内掘り鉱山を運営している。SCCLは主に、

石炭を主要な電力会社、セメント会社、自家用
発電所及び海綿鉄事業所に供給している26。

（d）  石炭コントローラー機構　Coal Controller’s 
Organisation 
 　1916年に石炭コントローラー局（Office of 
the Coal Controller）が設立され、当初の目的
は、第一次世界大戦中に戦時下で石炭需要を
満たすことにあった。年月を経て、石炭コント
ローラー機構（CCO）と名称を変え石炭省の付
属組織として維持されることとなった27。CCO
は、KolkataKolkataに本部を置き、Dhanbad、
Ranchi、Bilaspu、Nagpur及びKothagudemに
出張事務所を置いている28。CCOは、以下の法
規則に基づき様々な職務を遂行している。

（a）  2000年炭鉱管理令–炭鉱管理令に基づき、CCO
は、石炭のサンプル採取29の基準及び手続の
制定、基準遵守30を確保するための炭鉱の検
査、及び石炭の質の統一性を確保するための
石炭積載の監督実施等、重要な任務を遂行し
ている31。

（b）  1974年炭鉱（保全開発）法–同法に基づき、
CCOは、産出・搬出された32全ての原炭にか
かる物品税の課税評価及び徴収、石炭の保全
及び鉱山開発への財務的補助及び支援の提
供、充填作業用の充填材の付与又はその他の
補助の提供等を行っている33。

8　鉄鋼省
8.1　概要

鉄鋼省は、インド鉄鋼産業の計画及び発展、鉄鉱
石、石灰岩、ドロマイト、マンガン鉱石、クロム鉄
鉱、合金鉄、海綿鉄等の必須材料の開発その他の関連
する機能に責任を負っている。鉄鋼省はまた、鉄鋼、
合金鉄及び耐火物の生産、価格、流通及び取引に関す

23 CIL ウェブサイト, https://www.coalindia.in/en-us/company/aboutus.aspx （2015年12月1日）
24 https://www.coalindia.in/en-us/company/aboutus.aspx 
25 NLCP ウェブサイト（2015年12月1日）http://www.nlcindia.com/index.php?file_name=about_01
26 SCCL ウェブサイト https://scclmines.com/scclnew/our-business_products-and-services_introduction.asp（2015年

12月1日）
27 CCO ウェブサイト http://www.coalcontroller.gov.in/（2015年12月1日）
28 CCO ウェブサイト http://www.coalcontroller.gov.in/pages/display/42（2015年12月1日）
29 Section 4 （1） of the Coal Control Order, 2000
30 Section 4 and Section 12 of the Coal Control Order, 2000
31 Section 7 of the Coal Control Order, 2000
32 Section 6 and Section 8 of the Coal Mines （Conservation & Development） Act, 1974 read with Rule 8 of the 

Coal Mines （Conservation & Development） Rules, 1975, as amended
33 Section 9 of the Coal Mines （Conservation & Development） Act, 1974 read with Chapter IV of the Coal Mines 

（Conservation & Development） Rules, 1975, as amended
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る政策策定にも責任がある34。

8.2　鉄鋼省の機能
事業割当て規則により、下記の事項が鉄鋼省によ

り所管されている35。
（a）  電気アーク炉及び誘導炉等の鉄鋼生産設備並び

にリローラー、板製品（熱間圧延・冷間圧延設
備）、塗装設備、伸線設備、及びくず鉄加工等
の加工設備の計画、促進、及び開発

（b）  鉄鉱石鉱山及びその他の鉱石鉱山36の開発。但
し、採掘権又はこれに関する事項を除く。 

（c）  鉄鋼及び合金鉄の生産、流通、価格及び輸出入
（d）  下記の事業体及びその子会社に関する事項

（  i ）  Steel Authority of India Limited （“SAIL”）
（ ii ）  Rashtriya Ispat Nigam Limited （“RINL”）
（ iii ）  N a t i o n a l  M i n e r a l  D e v e l o p m e n t 

Corporation Limited （“NMDCL”）
（ iv ）  Mang an e s e O r e （ Ind i a ） L im i t e d 

（“MOIL”）
（ v ）  Metallurgical and Engineering Consultants 

（India） Limited （“MECON”）
（ vi ）  Kudremukh Iron Ore Company Limited 

（“KIOCL”）
（ vii ）  Hindustan Steelworks Construction 

Limited （“HSCL”）
（viii）  M e t a l  S c r a p T r a d e C o r p o r a t i o n 

（“MSTC”）
（ ix ）  Ferro Scrap Nigam Limited （“FSNL”）
（ x ）  Bird Group of Companies （“BGC”）

8.3　鉄鋼省が所管する組織
（i）公営企業37

（a）  インド鉄鋼公社（SAIL）—インド最大の鉄鋼生
産者かつ第二番目の鉄鉱石生産者であり、
Maharatna会社に指定されている。SAILは、
Bhilai（Chattisgarh州）、Rourkela （Odisha
州）、Durgapur （West Bengal州）、Bokaro

（Jharkhand州）、及びBurnpur（West Bengal

州）の5つの地域に一貫製鉄所を構えている38。
SAILはまた、インドで第二番目に大きな鉱山
ネットワークを運営している39。

SAILは、自己の製鉄所の近代化及び拡張計
画を策定しており、生産容量を拡張するだけ
でなく、技術的陳腐化の排除、省エネルギー
かつ環境にやさしい技術の導入、付加価値、
製品構成の改善、及び製鉄所の現存資産の維
持といった重要な問題にも対処している40。

（b）  Rashtriya Ispat Nigam Limited（RINL）－
RINLはNavratna指 定 の 公 営 企 業 で あ り、
Andhra Pradesh州のVisakhapatnamに所在す
るインド初の陸上一貫製鉄工場の会社であ
る41。RINLは販売面での地位を生かし、建設業
界、自動車製造業及び 一般技術・製造産業に
製品を提供している。同工場は、インドで初め
て米国カーネギーメロン大学のソフトウェア工
学研究所から能力成熟度モデル統合（CMMI）
レベル3を認定された製鉄所である。近年、
RINLは、日本の新エネルギー・産業技術総合
開発機構（NEDO）と提携し、インド初の試みと
なる環境保全技術を使った発電事業を手がけた。

（c）  国 家 鉱 物 開 発 公 社（NMDCL）—NMDCLは
Navratna指定の公営企業であり、インドにお
ける単独で最大の鉄鉱石生産者である 。但し、
NMDCLは同産業の原材料を産出するため、他
の鉱物の探査及び鉱山の開発事業にも携わって
いる。NMDCLは、国内製鉄会社への主要な鉄
鉱石の供給元であるが、石炭、金及びダイヤモ
ンド分野にも進出している42。

（d）  マンガン鉱石（インド）会社（MOIL）—MOIL
はMiniratna 指定会社であり、マンガン鉱石の
インド最大の生産者である。MOILは異なる産
業の需要に合わせ、高純度、並、高炉グレード
及び二酸化物といった様々なグレードのマンガ
ン製品を生産している43。

（e）  冶 金 工 学 コ ン サ ル タ ン ト（イ ン ド）会 社
（MECON）—MECONは、Miniratna指定会社

34 鉄鋼省ウェブサイト‘Major Activities of Ministry’ available at http://steel.gov.in/activity.htm （2015年12月1日）
35  Second Schedule of the Allocation of Business Rules, ‘Ministry of Steel/Ispat Mantralaya’
36 マンガン鉱、クロム鉱石、石灰岩、シリマナイト、カヤナイト及び鉄鋼産業で使用されるその他の鉱物
37 鉄鋼省ウェブサイト ‘Public Sector Units under the Administrative Control  of the Ministry’ 
 http://steel.gov.in/psec.htm （2015年12月1日）
38 http://steel.gov.in/psu/SAIL%20Overview.pdf （2015年12月1日）
39 http://www.sail.co.in/company/about-us （2015年12月1日）
40 SAIL ウェブサイト， Annual Report 2014-2015, 
 http://www.sail.co.in/sites/default/files/ticker/anual_report_2014-15.pdf, （2015年12月1日）
41 http://steel.gov.in/psu/Vsp%20overview.pdf （2015年12月1日）
42 http://steel.gov.in/psu/nmdc.pdf （2015年12月1日）
43 MOIL ウェブサイト ‘Adding Strength to Steel’ available at http://moil.nic.in/ （2015年12月1日）
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であり、金属、電力、石油・ガス及びインフラ
分野において学際的な設計、エンジニアリン
グ、コンサルティング及び請負を行うトップ会
社である。 MECONはインド国内外のクライ
アントにサービスを提供し、アフリカ諸国にお
ける事業機会を模索するためナイジェリアに事
務所を構えている。MECONが手がけた注目す
べき事業には、Andhra Pradesh州Shriharikota
の Satish Dhawan 宇宙センター（SHAR）に設
置されたインド初の国産発射台となる二台目の
発射台及び世界で第6番目の試みとなるボンベ
イ・インド工科大学にある地質工学的遠心分離
機施設が挙げられる44。

（f）  Kudremukh鉄鉱石会社（KIOCL）—KIOCLは、
鉄鉱石精鉱の取引に従事しており、中国、日
本、イラン及び台湾を含めた国際市場におい
て、鉄鉱石精鉱及び酸化鉄ペレットを供給する
主要な事業者である。

（g）  ヒンドスタン製鋼所建設会社（HSCL）—HSCL
は、インド全土で一貫製鉄所を建設する国営企
業である。但し、HSCLは、 発電所、鉱業事業、
灌漑事業、石油精製所、鉄道、空港、ビルその
他の商業施設、地方道路、高速道路、高架道
路、鉄道及び道路交通のための主要・中小規模
の橋梁、教育機関のインフラ、健康センター、
病院等の建設事業にも事業を拡大している45。

（h）  金属屑取引会社（MSTC：Metal Scrap Trade 
Corporation）—MSTCはMiniratna指定会社で
あり、インドにおける金属屑取引に従事して
いる46。

（i）  鉄鋼屑ニガム会社—FSNLはMSTCの完全子会
社であり、Rourkela、Burnpur、Bhilai、Bokaro、
Durgapur、Visakhapatnam、Dolvi、Duburi及
びHaridwarに所在する9つの製鉄所及びバンガ
ロールに所在する鉄道車輪工場の鉱滓及びゴミ
捨て場から屑を回収し加工している47。

（j）  バード・グループ・カンパニー（BGC）—BGC
は、1980年バード・アンド・カンパニー（事業
及びその他財産の取得及び譲渡）法に基づき国

有化された旧バード・アンド・カンパニーの一
部であり、現在は鉄鋼省の管轄下に置かれてい
る。国有化により、同企業が所有していた21の
会社の株式がインド大統領に譲渡された。株主
構 成 に よ る と、 こ れ ら の21の 会 社 の う ち、
Eastern Investments Limited、Orissa Minerals 
Development Company Limited 及 びBisra 
Stone Lime Company Limitedの3つの会社が鉄
鋼省の行政監督下に置かれ、バード・グループ・
カンパニーと名称変更された。BGCは、West
Bengal州のKolkata市に本部を置いている48。

（k）  国際石炭ベンチャー会社（ICVL）—ICVLは、
海外で冶金及び石炭火力資産を取得することを
目的として、SAIL、RINL、CIL、NMDC及び
NTPC Ltd.により特別目的会社として設立され
た。ICVLは、豪州、カナダ、インドネシア、モザ
ンビーク、ロシア及び米国において、既存の鉱山
又は新規事業への共同投資を目指している49。

（ii）鉄鋼省所管の技術機関
（a）BijuPatnaik国家スチール研究所（BPNSI）

中央政府は、鉄鋼省の下に、鉄鋼分野における技
量を持つ人材の訓練及び技術改善を行うための組織と
してBPNSIを設立した。BPNSIが提供する「鉄鋼製
造及び工場管理アドバンス資格証明コース」は、学位
や技術資格を有する技術者を受入れ、鉄鋼製造及び工
場管理にかかわる全ての面において訓練している50。 

（b）二次鉄鋼技術国家研究所（NISST）
その名が示すとおり、NISSTは、インドの二次鉄

鋼産業における技術的及び人材的ニーズに対処するた
めに中央政府が設立した組織である。NISSTは、
Punjab州 のMandi Gobindgarhに 本 部 を 置 き、
Nagpur及びKolkataに地域事務所を置いている51。 

（iii）その他の関連機関52

（a）共同計画委員会（JPC）
1964年に設立されたJPCは、インドの鉄鋼産業に

関するデータを収集するために中央政府が指定した唯

44 http://steel.gov.in/psu/mecon.pdf （2015年12月1日）
45 http://steel.gov.in/psu/hscl.pdf （2015年12月1日）
46 http://steel.gov.in/psu/mstc.pdf （2015年12月1日）
47 http://steel.gov.in/psu/fsnl.pdf （2015年12月1日）
48 http://steel.gov.in/psu/bird.pdf （2015年12月1日）
49 http://steel.gov.in/psu/icvl.pdf （2015年12月1日）
50 BPNSI ウェブサイト http://www.bpnsi.org/academics.htm, （2015年12月1日）
51 NISST ウェブサイト http://www.nisst.org/contents/display/slug:background, （2015年12月1日）
52 鉄鋼省ウェブサイト‘Other Organisations/Institutes under the Ministry of Steel’

http://steel.gov.in/subordinate.htm （2015年12月1日）
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一の組織であり、JPCは包括的なデータベースを開発
している。JPCは現在、2015年4月24日に出された鉄
鋼省の通達に基づき、インドにおける様々な鉄鋼生産
者を分類するために、これらの事業者に関する情報を
収集している53。

（b）経済調査局（ERU）
ERUは技術経済調査及び政策分析を実施するため

のJPCの調査部門であり、ニューデリーに所在する。

（c）鉄鋼開発成長研究所（INSDAG）
INSDAGは鉄鋼産業における高度な設計方法論及び

技術的マーケティングの開発に従事する組織である。
創設メンバーには、SAIL、RINL、Tata Steel及びJSW 
Steel DAIといった鉄鋼メジャーが名を連ねている。

INSDAGは様々な産業部門への鉄鋼の適用を拡大
し、 技 術 や ノ ウ ハ ウ の 改 善 を 目 的 と し て い る。
INSDAGはまた、画期的な構造の設計に従事し、基
準の解釈や建設技術等に関して鉄鋼産業にアドバイス
サービスの提供を行っている54。

Ⅱ.　産業団体及び組織
インドの鉱業及び鉱物分野において活動している

州レベル及び地方レベルの団体や協会は数多く存在す
るが、全国レベルで活動している団体は少数である。
石油ガス分野と同様、FICCIやASSOCHAMのよう
な全産業をカバーする団体は、インドにおける鉱山・
鉱物分野を推進するための独立委員会や評議会を設け
ている。FICCIの鉱山鉱物委員会は、鉱業分野に以下
の4つの主要目的を掲げている55。
（a）  今後20年間で鉱業部門の寄与度を約7～8％に

向上させる。
（b）  独立産業としての鉱業の認知を得る。
（c）  今日に至るまで高度に統制されている同分野の

自由化を促進する。
（d）  国における持続可能な鉱業事業を促進する。

ASSOCHAMは、鉱山鉱物に関する全国評議会に
加えて、インドにおける石炭分野にかかわる問題を扱
う独立の全国委員会を設けている56

インド鉱業連盟（FIMI）
（ i ）  FIMIは、インドの鉱山及び鉱物産業の利益を

代表している。FIMIは、鉱業、選鉱、金属製
造、セメント及び他の鉱物派生産業並びに花崗
岩、石材、大理石及び石版産業等の幅広い産業
分野をカバーしている。 

（ii）  FIMIの主要な目的は、鉱物の生産及び加工部
門の規制撤廃及び自由化を支援することにあ
る。目的のため、FIMIは継続的に、政府、商
業・産業団体、教育及び研究開発機関等の利害
関係者と折衝している57。

鉱業部門技術委員会（SCMS）
SCMSは、FIMIが設立した非営利組織であり、全

国 ス キ ル 開 発 会 社（National Skill Development 
Corporation：NSDC）が資金を提供している。SCMS
は鉱業分野におけるスキル開発の最高機関であり、ス
キル開発を促し職業教育を提供することにより、スキ
ル能力基準及び資格を発展させることを目的としてい
る。SCMSは、国際標準にならって基準を開発し、ま
た産業におけるスキル不足を補うため、鉱業部門と協
働して、官民パートナーシップ方式により、既存の人
員及び新入社員に対して訓練を提供している58。

インド鉱業技師協会（MEAI）
MEAIは、1957年に創立され、露天掘り鉱山や坑

内掘り鉱山において鉱業に従事する職業専門家の専門
能力や整合性を守り高めることを目的として設立され
た専門機関である。現在MEAIは、米国、豪州、南
アフリカを含めた各国の組織と双務協定を結び、鉱業
分野における最新の技術開発に関する情報を交換して
いる59。

インド選炭協会（CPSI）
非政府・非営利団体であるCPSIは、洗炭、採炭及

びその他の関連活動に従事する職業専門家の協会であ
る。CPSIは、インドにおいて選炭を促進し、クリー
ンかつ環境を破壊しないエネルギー源とすることに専
心している60。

53 JPC ウェブサイト http://jpcindiansteel.nic.in/pages/display/2-about-jpc, （2015年12月1日）
54 INSDAG ウェブサイト http://www.steel-insdag.org/Prologue.asp（2015年11月22日）
55 FICCI ウェブサイト,“Sector Overview”, http://www.ficci.com/sector-overview.asp?secid=81 （2015年11月22日） 
56 ASSOCHAM ウェブサイト, “ASSOCHAM National Councils”, http://www.assocham.org/nationalcouncil.php 

（2015年11月22日）
57 FIMI ウェブサイト‘About us’ http://www.fedmin.com/about-us.php （2015年12月1日）
58 Skill Council for Mining Sector ウェブサイト‘About us’ http://skillcms.in/about/ （2015年12月1日）
59 MEAI ウェブサイト ‘About Us’, http://www.meai.org/about_meai.php （2015年12月1日）
60 CPSIウェブサイト ‘About us’, http://www.cpsi.org.in/#/about （2015年12月1日）
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インド石炭消費者協会（CCAI）
CCAIは、インドの石炭消費者が直面する問題を

扱っている。CCAIは、CIL及びその子会社、CCO、
石炭省等と密接な関係を維持し、会員の苦情を取り上
げている61。

インドステンレス鋼開発協会（ISSDA）
ISSDAはインドにおけるステンレス鋼の応用を多

様化し使用量を増加させることを目的に1989年に創
設された。ISSDAは、建築、建造・建設、自動車、
鉄道及び輸送等を含む様々な分野におけるステンレス
鋼の使用を認め、これを促進している62。

海綿鉄製造者協会（SIMA）
SIMAは1992年に設立され、インド海綿鉄産業の利

益を促進し保護することを主要な目的としている。
SIMAは、会員に対して、中央政府やその他の規制当
局と話し合う共通の土台を提供している。現在、
SIMAは80の海綿鉄製造企業の会員が存在し、そのう
ち77企業が石炭をベースとし、残り3企業はガスを
ベースとしている63。

インドアルミニウム協会（AAI）
AAIは1981年に設立され、アルミニウム分野に従

事する者全てを代表する唯一の組織であり、インドア
ルミニウム産業、一次生産者、下流生産者、設備・製
品生産者、最終消費者、技術者、冶金家、研究者、研
究開発機関等が含まれる64。

インド鉛亜鉛開発協会（ILZDA）
ILZDAは、非営利・非商業組織であり、鉛、亜鉛

及びその適用に関する市場の発展及び技術情報の普及
に専念している。ILZDAの会員には、鉛・亜鉛生産
者、合金生産者、亜鉛めっき加工者、ダイカスト鋳造
者、鉛蓄電池生産者、亜鉛乾電池生産者、リサイクル
業者、化学品製造者、コンサルタント、設備供給者、
輸入業者、金属取引業者等が含まれる65。

科学・産業研究所（CSIR）
CSIRは、1942年に設立されたインドにおける第一

級の産業研究開発組織である。その活動は、鉱業及び
鉱物を含む科学技術のほぼ全域をカバーしている。
CSIRは、常に特殊産業部門運営、探査、加工を含む
全ての鉱業部門のための特殊材料の開発に貢献してい
る66。

鉱業・燃料中央研究所（CIMFR）
CIMFRは、 新 し くCSIRの 下 でJharkhand州 の 

Dhanbadに設立された研究所であり、採掘から消費
に至るまでの石炭エネルギー・チェーン全体のエネル
ギーの研究開発を目的としている。CIMFRは、基礎
研究、研究開発支援及びアドバイザリー・サービスを
提供する第一級の機関と見なされており、高度の安
全、経済性、及びよりクリーンな環境を維持しつつ生
産目標を達成するために、技術の改善及び石炭や鉱物
をベースにした産業への技術適応を助けている67。

61 CCAI ウェブサイト, http://www.ccai.co.in/history.html 及びhttp://www.ccai.co.in/mission.html （2015年12月
1日）

62 ISSDA ウェブサイト http://www.stainlessindia.org/About.aspx （2015年12月1日）
63 SIMA ウェブサイト, http://spongeironindia.in/whatis.html, （2015年12月1日）
64 AAI ウェブサイト, ‘ History’ http://aluminium-india.org/History.php （2015年12月1日）
65 http://www.ilzda.com/ （2015年12月1日）
66 CSIR ウェブサイト,‘About Us’, http://www.csir.res.in/Home.aspx?MenuId=2 （2015年12月1日）
67 CIMFR ウェブサイト、‘Profile’ http://www.cimfr.nic.in/prof.html （2015年12月1日）
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A2.　鉱山及び鉱物に関する政策枠組み
Ⅰ.　国家鉱物方針2008

国家鉱物方針は、1991年にインド経済を自由化し
た新経済政策に続くものとして、1993年3月に公布さ
れた。国家鉱物方針2008は、外国直接投資を通じて
民家投資を奨励しかつインドの鉱業分野へ最新技術を
導入する必要性を認めた。同方針は、鉱物管理におい
て基本的な統一性を達成できるよう、中央政府は州政
府と協力して、インドの鉱物資源の採掘及び開発を規
制する法的措置を継続的に策定する必要性を強調して
いる。 

国家鉱物方針2008（以下、「国家方針」）は、中央政
府が発令した現在でも有効な鉱業方針である。同方針
の前文は下記のように謳っている。 

「鉱物の開発は、長期的な国家目的及び見通しに
よって導かれねばならない。こうした目的及び見通し
はダイナミックであり、変化する世界経済情勢に対応
せねばならないのと同様に、国家鉱物方針もまた、国
内及び世界の経済環境の中で変化する産業のニーズを
考慮したダイナミックなものでなければならない。
従って、国家鉱物方針1993の第4段落に掲げられてい
るように、同方針を再検討し、改定された声明におい
て、国の鉱物資源の開発に関して、新しく発展した要
素を含め、様々な政策要素をはっきりと打出す必要が
ある。」

国家方針は、インドの豊富な鉱物資源を区画する
ため、科学的かつ詳細な探鉱手続を確保する重要性を
認識している。特に「廃棄物ゼロ鉱業」が国家目標と
して特定されたが、これは鉱業技術の向上を通じての
み達成できるものである。こうした向上を目的とし
て、国家方針は、投資及び技術流入をより容易にすべ
く規制環境を改善するとしている。探鉱及び調査への
リスク投資は、様々な資本市場構造を通じて呼び込む
べきとしている。GSI、IBM及び 各州の鉱業・地質
学局に対しては、十分な人員、設備及びスキルセット
を提供し、鉱業権割当ての透明性が確保されているこ
と、鉱物地図、採掘地の登録簿及び資源の適切な一覧
表が優先されていること、資源の最適利用のための採
掘計画の採用が可能とされていること、及びその他鉱
業のスムーズな過程を確保するために必要な措置が取
られていることを確保する。

国家方針は、鉱業は森林や環境問題に密接に関係
していることを認めた。鉱業指定地の相当部分は森林
被覆地域である。同方針は、鉱業活動が生態系のバラ
ンスを妨げる可能性があっても、鉱物資源は経済発展
と関連しており、優先事項であるとしている。生態回
復のための十分な措置が実施されることを確保するた
め、持続可能な開発枠組みが策定される予定である。
利害関係者ベース又はプロジェクトにより影響を受け
る人々のような計画を通じた生物多様性及び先住民の

利益を保護する措置が、包括的救済及び再復帰提案の
ような的を絞った保護措置のために特定されている。  

国家方針はまた、鉱物部門を単独の産業活動とし
て価値を付加し成長させる必要性を強調している。同
方針は、鉱物を基礎にした産業の発展は大前提である
一方、特定の鉱物産業の枯渇によって、当該鉱物の鉱
業活動の成長ひいては雇用に影響を与えることがあっ
てはならず、価値の付加及び鉱業活動から派生した第
三次産業を、インドGDPにおける鉱物分野の寄与度
を最大化するよう奨励すべきであるとしている。

 国家方針は、鉱山からユーザーの所在地をつなぐ
輸送、港湾及び鉄道等の鉱業活動に必要なインフラ
は、経済的なインセンティブ又は中央政府からの補助
が必要であるとしている。方針は、鉱業部門のインフ
ラニーズを開発し資金援助するための画期的な制度が
考案されるべきとしている。実行可能性ギャップ補助
金を通じた支援は、鉱業インフラを建設する官民連携
事業及び利用者負担を基本とする事業に対して提供さ
れている。

インドの連邦構造に鑑み、国家方針は、金属を産
出する州の財政上の利益を保護せねばならず、鉱物に
よる財政収入は、当該州が、その領域から産出された
鉱物に対して公正な分け前を受取ることを確保するよ
うに十分な割当てを行わねばならないとしている。鉱
物開発に従事する州に対して新しい財源を創出し、探
鉱及び規制分野を近代化することを目的として規制を
行うよう奨励する。IBMは、違法採掘問題に対処す
るため州政府を助ける。 

鉱業分野における最新技術の使用及び維持を確保
するため、国家方針は、研究開発を奨励し、鉱物産業
の人材ニーズを満たすため、人材開発のための十分な
教育訓練施設を設立する必要性を認識している。 

これらの側面が国家方針の重点である。国家方針
は、これらの目的を達成するための詳細な方法として
以下を規定している。

（a）鉱物の規制
中央政府は、州政府と協議の上、国家方針に規定

された主要事項を実施するための法的措置を策定せね
ばならない。中央政府及び州政府のいずれの政府も、
国家方針に打出された国家目的及び優先事項に従い、
鉱山及び鉱物資源開発の規制及び法的枠組みを策定す
る責任を負っている。 

中央政府は、国家方針に基づき、鉱物分野へ投資
を呼び込むため、許可、ライセンス及びリースを認め
るにあたって、透明かつ一貫した手続を保証し、かつ
コンセッショネアに対して保有期間の保証を提供せね
ばならない。

（b）鉱物開発における州政府の役割
鉱山鉱物法及びその関連規則は、中央政府及び州

政府の役割について広範囲に規定している。これらの
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法規則は国家方針に述べられた重点と調和するよう策
定されねばならず、安全保障上の懸念又は特別の公共
の利益による必要がある場合を除き、民間事業者が探
鉱又は鉱業権を保有していない又は申請していない地
域について、鉱業活動を行う州政府機関（公営企業）
及び規制機関は、透明性及び公平性を確保するため、
対等当事者間の距離を保たねばならない。

（c）調査及び探鉱
インドの様々な地域における地質調査・採掘及び

資源評価については、中央政府が主たる責任を持つ。
国家方針が列挙する詳細な探鉱活動に責任を持つその
他の機関は、評価が困難な潜在的資源について体系的
に調査を行うことにより、戦略的鉱物の開発に特別な
注意を向けねばならない。 

政府機関は調査及び探鉱に関する職務を引続き遂
行すべきであるが、投資環境を最適化するため、特に
歴史的に積極的な投資が行われている分野について
は、民間投資を奨励すべきである。国における予備調
査作業を迅速化するために、同作業については非独占
的な開放政策（Open sky policy）を採用すべきであ
る。広域探査権を導入すべきであるが、リスク投資や
高度技術を必要としないバルク鉱物については対象外
とすべきである。

インドの排他的経済水域のポテンシャルを最大限
にまで利用することが必要であり、採鉱海域を国が喪
失することのないよう、国連海洋法条約に規定された
期限内に、地球科学省はGSIと協力して排他的経済水
域領域を特定する義務を完了せねばならない。 

資源が乏しく埋蔵量も少ない鉱物については特別
な注意を向けねばならない。インド国内及び海外で需
要のある鉱物を優先し、低品位ヘマタイト、ダイヤモ
ンド、卑金属等 の特定カテゴリーの鉱物の探鉱を迅
速に進めねばならない。

GSIの中央計画局が行う様々な政府機関による地域
的な探鉱作業の調整を改革し、事業や計画は国家方針
が掲げる目標に沿って優先され、民間事業者が実施す
る探鉱作業を考慮して策定されることを確保せねばな
らない。 

（d）データベース、鉱物資源及び土地
包括的かつ最新の探鉱データに基づく鉱物資源の

国家目録を策定する必要がある。IBMは、GSIと協力
して、資源目録（Resource Inventory）及び土地台帳

（Tenement Registry）から成るデータベースを維持
する。資源目録は、埋蔵量及び残存資源の他、推定鉱
量及び確認鉱量のデータを示すものであり、土地台帳
は、賃借地及び自由保有地（未開発地、開発地及び
GSI又は予備調査権・探査権者が断念した地域を含む
放棄地）の双方のデータを維持する。データは、素早
くアクセスできるようオンラインで維持し、厳格な申
告の義務付け及び詳細な監督を行う。  

（e）鉱物開発戦略
（  i ）  一般的方針として、鉱物開発戦略は最終用途

並びに短期的、中期的及び長期的な需給関係
を考慮して策定するべきである。各鉱物につ
いては個別的アプローチを取り、個別の鉱物
について具体的な戦略を策定せねばならな
い。鉱物開発戦略による利益を最大化するた
め、輸入代替、価値の付加及び輸出の順で、
提供される価値に応じて鉱物を開発すべきで
ある。 

（ ii ）  鉱物保全は、鉱物の利用を抑制しあるいは遠
い将来に利用するために保全するものとして
理解されるべきではなく、廃棄物ゼロ採鉱を
義務付け、次善的・非科学的な採鉱を防止す
るために十分な法的枠組みを策定せねばなら
ない。同目的のために、最新技術の使用が奨
励される。国に豊富に存在する鉱物資源の開
発を推進し、現在及び将来の双方において国
内産業のニーズを完全に充足する一方、同時
にこうした鉱物の海外市場を開拓する。 

（ iii ）  鉱物の採鉱及び保全は、科学的根拠に基づい
た関連規則や規制により規律し、IBM及び州
当局は、研究開発機関と協和して最適な採鉱
計画を保証する。 

（ iv ）  鉱業は富の生成及び独立的な雇用創出の主要
な要因であり、それ自体を経済活動として扱
うべきであって、製造産業の付随活動として
扱うべきではない。選鉱事業者は保証された
原材料供給を確保するだけでなく、最終製品
の生産及びマーケティング代理店とも密接な
関連を持つべきである。 

（ v ）  鉱業設備や機械を製造する地場産業の強化を
図り、同目的のため、外国技術の導入やパー
トナーシップを奨励する。このような機械や
技術の輸入は自由に認められる。 

（ vi ）  人材訓練用の既存の基本的・特別設備を継続
的に見直し改善することを確保し、鉱業開発
の全てのレベルにおいて熟練した人材が十分
に得られることを確保するための措置を取ら
ねばならない。同分野に必要とされる専門家
を輩出するよう教育機関を促進するととも
に、産業の機械化及び自動化を奨励せねばな
らない。 

（ vii ）  鉱物産出地域のほとんどは僻地や後進地域に
存在するため、鉱物インフラ、特に、輸送網
へのアクセスを提供するため鉱物産出地域を
つなぐインフラ開発を特に強調せねばならな
い。鉱物開発とともに、健康、教育、水、道
路等の周辺開発を確保するため、鉱物開発を
社会的発展の中に含めて捉える統一的なアプ
ローチを取る必要がある。

（viii）  実質的な採鉱事業だけではなく、鉱山開発及
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び探鉱活動についても事業者に対して財政的
支援を行うことで奨励する。探鉱は、高リス
ク活動であるため、資本市場からのリスク資
金を奨励し、インド企業が推進する探鉱及び
採鉱のための合弁事業への外国エクイティ投
資に対しても支援を与える。

（ ix ）  重要な生態的及び環境的側面を保護する一方
で、インドの領土に少量で点在する鉱床の小
規模な採鉱を科学的かつ効率的な方法で行う
よう促進する努力を払わねばならない。違法
採掘を防ぐため、小規模採掘については規制
を緩和する必要がある。憲法の付表第5に明
記された指定地域については、これらの地域
で鉱業権を与える際、指定部族に対して個別
的にあるいは共同体として、優先措置を与え
ねばならない。 

（ x ）  鉱業活動は、常に環境に悪影響を及ぼすもの
である。発展に必要であるため禁忌すべきも
のと考えるべきではないが、環境保護もまた
無視できない問題である。そのため、鉱山開
発戦略には、国際的に認められた実務に従
い、植林及び植生計画等を含まねばならな
い。持続可能な開発枠組みに基づき採鉱活動
を行う必要があり、その原則として、鉱山を
発見当時よりも良い状態で残さねばならな
い。
　生態的あるいは生物学的に脆弱な特定の地
域では、採鉱を行うことは認められず、期限
を決めた適切な再生計画が準備されていない
限り、森林における露天採鉱を行うことはで
きない。適切な採鉱計画が準備され、環境管
理計画が関連当局に承認されていない限り、
いかなる者に対しても鉱業権を付与してはな
らない。使用が停止された古い鉱山について
は、森林等に変える努力を払わねばならな
い。 

（ xi ）  採鉱事業のほとんどは、州政府による土地収
用を必要とする。そのため、このような収用
により影響を受ける人々や家族への配慮が必
要である。州政府は、社会影響評価を実施し
た上で、適切な再復帰・再定住プログラムを
提供せねばならない。全ての措置は外部から
の押し付けではなく影響を受ける人々の参加
の下で実施せねばならない。再復帰プログラ
ムは、影響を受ける家族により良い生活水準
を提供し、貧困ラインを上回る持続的収入を
確保できるよう、努力せねばならない。同目
的のため、国家再復帰・再定住方針、今後の
方針改定及び実施される法規の規定に従わね
ばならない。

（xii）  採鉱活動が完了した場合、影響を受けた地域
の生態系を回復しバイオマスを再生するだけ

でなく、鉱山閉山の社会経済的側面を考慮し、
体系的に秩序立った方法で科学的に鉱山を閉
山せねばならない。 

（xiii）  鉱山労働者の安全を向上し事故を軽減するよ
うな、より安全な採鉱方法を作り上げる努力
を払わねばならない。また、採鉱活動が労働
者及び周囲の人々の健康に与える悪影響を最
小限化する措置を取る。 

（f）外国貿易
鉱物は重要な外貨収入源であり、国における採鉱

活動から最大限のアドバンテージが得られるよう、継
続的に国際市場、技術及び需要の変化をチェックし、
輸出政策を策定することが必要である。鉱物由来の材
料の輸入については、地場の鉱物をベースとする産業
発展の目的と調整するべきである。

長期的な輸出政策は、安定性を与え、商業的採鉱
事業への大規模投資を行うインセンティブとなる。鉱
業を近代的な独立産業として発展させるためには、相
当な投資が必要である。鉱物輸出を保証することは、
投資決定、とりわけ同分野における外国直接投資を行
う上で重要な要因である。輸出政策は、これらの側面
を検討した上で、明確かつ長期的な鉱物輸出の戦略に
基づくべきである。

（g）財政面
中央政府は、予算制限の範囲内で、探鉱、選鉱及

びその他の製品精製方法を含めた鉱物開発を促進する
ため、財政的措置の立案に努めねばならない。また、
鉱業権を与えた州政府に対しては、見返りとして十分
な補償を確保することを目的として財政的配分を行わ
ねばならない。 

（h）研究開発
（  i ）  鉱物分野における研究開発は、既存資源を実

行可能な経済資源に変える新技術の開発につ
なげるため重要である。地場の鉱物産業が、
既存の鉱物資源の利用ポテンシャルを最大化
し、また、需要が伝統的に低い鉱物について
は、新規に別の用途を開発するための技術開
発が重要である。また、低資本かつ省エネル
ギーの選鉱システムを可能にするための努力
を展開せねばならない。 

（ ii ）  安全性、経済性、迅速性及び鉱物埋蔵量の採
掘割合向上のために、特に採鉱方法、例えば
地上制御、岩石力学、設備保全、環境保護等
に焦点を置いて研究開発を行わねばならな
い。 

（ iii ）  低品位鉱物の利用及び精製改善並びに細粒物
質を目的とした選鉱及び鉱物分析のプロセス
開発。これは、関連鉱物及び有価金属の回収
を最大化するよう行わねばならない。 

11



（ iv ）  安全かつ経済的な生産の目的に合致するた
め、特に深部採掘及び地上への輸送に関し
て、ロボット工学及び自動化装置・システム
の開発に注意を向けなければならない。

（ v ）  インドは、インド洋に、独占的調査及び探鉱
を行うための15万km2の採掘区割当てを有し
ている。深海資源は膨大であるため、巨大な
収入ポテンシャルを秘めている。海底の探鉱
及び開発のための総合的なメカニズムを迅速
化し、調査及び探鉱に適切なメカニズムを採
用しなければならない。

（ vi ）  太陽光発電、レーザー、特殊センサー等の先
端技術に使用される高品質材料の生産に必要
な原材料の利用に向けて研究を行わねばなら
ない。

（ vii ）  鉱物分野における研究開発活動は様々な国立
研究所、教育機関及び様々な公共又は民間企
業の研究開発施設により行われている。様々
な研究機関の財源及び知的資源を共有するこ

とは、鉱物分野における発展を推進する上で
不可欠である。最大の成果を挙げるため、
様々な研究機関間の交流を強化するべきであ
る。 

本目的のために、公共部門における多様な
研究、開発及び訓練活動は、単一かつ一貫し
た秀でた研究開発及び研修機関である国家鉱
物開発研究所に再編成せねばならない。IBM
の国家選鉱研究所、国立岩石力学研究所、
ジャワハルラル国立アルミニウム研究開発研
究、インド地質研究所の研究開発活動のよう
な機関は、集団的な推進力を与えるために統
合される予定である。

Ⅱ.　鉱山及び鉱物 ―重要な統計
2014-2015 年度の鉱物生産のインデックスは127.7

と推定されており、2013-2014年度から2.4%と積極的
な成長を見せた。図1は鉱物生産インデックスの推移
を示している68。

68  Annual Report 2014-15, Ministry of Mines, Government of India at page 9 

図1. 鉱物生産インデックスの推移

*一定の鉱物のリスト及びその生産データについては付属資料Ⅱを参照。
出典:AnnualReport2014-15,MinistryofMines,GovernmentofIndia
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図2は、過去5年間における鉱物生産額の推移を示
している。

2014-15年度は、33の州及び連邦管轄領から鉱物生
産が報告されており、そのうち鉱物生産の大半は、13
の州によるものである（沖合領域含む）。インドにお
ける鉱物生産額の相当部分は沖合領域からの生産によ
る。鉱山及び鉱物産出の主要な州は、北部及び西部で
はRajasthan、Uttar Pradesh、Gujarat、及びMaharashtra

であり、南部ではAndhra Pradesh及びKarnataka、
東部ではJharkhand、Odisha、West Bengal及びアッ
サムであり、中心部ではChattisgarh及びMadhya
Pradeshである。図3は、各州における鉱物産出の割
合を示している。

図2. 鉱物生産額の推移（過去5年間）

**特定の鉱物の輸出入に関するデータについては付属資料IVを参照。
出典:AnnualReport2014-15,MinistryofMines,GovernmentofIndia

図3. 各州における鉱物産出割合

出典:AnnualReport2014-15,MinistryofMines,GovernmentofIndia
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表1は、州別鉱物産出の概要を示している。

表1. 州別鉱物産出概要一覧

# 州名
2013-2014年度
における鉱物生
産額（百万INR）

主要鉱物
報告されている
鉱山数（2013-
2014年度）

各鉱物の国全体の産出量に占める
州の割合

1. AndhraPradesh 242,035.200

石炭、天然ガス（ut.）、石灰岩、
石油（原油）、バライト粉、マ
ンガン鉱石、ドロマイト、鉄鉱
石、ガーネット（研磨剤）、ラ
テライト

661

雲母（粗）100%、石綿100%、バ
ライト粉99.5%、その他砂79.6%、
バーミキュライト78.4%、ラテラ
イト74.9%、珪岩68.0%、シリマ
ナイト64.5%、石英652.8%、ケ
イ砂42.6%

2. Chattisgarh 199,009.600 石炭、鉄鉱石、石灰岩、ドロマ
イト、ボーキサイト 202

錫精鉱100%、鋳物砂97.9%、ド
ロマイト36.5%、石炭22.6%、
鉄 鉱 石19.8%、 石 灰 岩7.6%、
ボーキサイト6.1%、珪岩6.0%

3. Goa 9,749.300 ボーキサイト 69 ボーキサイト2.1%

4. Gujarat 244,542.000 石油（原油）、天然ガス（ut.）、
亜炭、石灰岩、ボーキサイト 464

瑪 瑙100%、 白 亜100%、 泥 灰
土98.9%、その他粘土66.6%、
カ オ リ ン64.8%、 ボーキ サ イ
ト 32.4%、亜炭26.2、ケイ砂
25.3%、石油（原油）13.4%、石
英10.0%、石灰岩8.4%

5. Jharkhand 206,854.100 石炭、鉄鉱石、ボーキサイト、
石灰岩、銅精鉱、ドロマイト 257

輝岩100%、フリント100%、黒
鉛（r.o.m.）29.9%、石炭20.1%、
鉄 鉱 石14.8%、 ボーキ サ イ ト
10.5%

6. Karnataka 77,904.300
石灰岩、鉄鉱石、ドロマイト、
金鉱石、マンガン鉱石、ドロマ
イト

187
珪長岩100%、金99.5%、頁岩
22.4%、鉄鉱石12.0%、ドロマイ
ト 9.0%、石灰岩7.7%、マンガ
ン鉱石5.3%、石英4.5%

7. MadhyaPradesh 130,124.700
石炭、石灰岩,マンガン鉱石、
銅精鉱、鉄鉱石、ダイヤモン
ド、ボーキサイト

364

ダイヤモンド100%、パイロフィ
ラ イ ト80.5%、 銅 精 鉱62.0%、
銅 精鉱57.4%、 マ ンガン鉱石
29.84%、その他粘土18.3%、頁
岩15.1%、石炭13.5%

8. Maharashtra 145,633.900 石炭、マンガン鉱石、鉄鉱石、
石灰岩、ボーキサイト、ケイ砂 163

カイアナイト100%、ホタル石
（graded）100%、 マンガン鉱石
25.7%、その他砂17.6%、珪岩
11.0%、ボーキサイト9.5%、頁
岩9.4%

9. Odisha 230,180.800
鉄鉱石、石炭、クロム鉄鉱、
ボーキサイト、マンガン鉱石、
石灰岩

180

ク ロ ム 鉄 鉱100%、 鉄 鉱 石
50.0%、 ボーキ サ イ ト35.2%、
マ ン ガ ン 鉱 石25.5%、 石 炭
20.1%、シリマナイト19.0%、
ドロマイト9.2%

10. Rajasthan 314,755.900
石油（原油）、石灰岩、鉛精鉱、
亜鉛精鉱、天然ガス（ut.）、銀、
燐灰岩

557

セレナイト100%、銀100%、珪
灰石100%、亜鉛精鉱100%、石
こう98.8%、方解石97.8%、球
状粘土91.9%、燐灰石90.5%、黄
土87.8%、ステアタイト83.0%

11. TamilNadu 64,649.300 亜炭、天然ガス（ut.）,石灰岩、
石油（原油）、マグネサイト 354

ライム・カンカール（limekankar）
100%、 ダ ナ イ ト98.5%、 ガー
ネット（研 磨 剤）77.6%、 黒 鉛
（r.o.m.）60.6%、亜炭60.1%、耐
火粘土22.9%、バーミキュライト
21.6%

出典:AnnualReport2014-15,MinistryofMines,GovernmentofIndia
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B　 鉱山及び鉱物を規律する規制及び法的
枠組み

インドにおける採鉱はハラッパー文明期以前（紀元
前2000年以上前）から行われていた69という事実は、
インドが世界第4位の石炭埋蔵量、世界第7位の鉄鉱
石埋蔵量、第3位のクロマイト埋蔵量、そして第5位
のマンガン鉱石埋蔵量を誇っていることに鑑みれば不
思議ではない。インドの鉱山及び鉱物分野は、国の
GDPの約2%に寄与しているが、GDP成長への真の寄
与は、電力、鉄鋼及びセメントといった中核産業を促
進する役割にある70。同分野は、主に小規模の稼動鉱
山から構成されている。実際、採掘権のほとんどは、
燃料、原子力及び非主要鉱物について付与されたもの
を除き、11ha未満の地域に関して付与されている71。
インドは多様性に富む鉱物を保有しているが、採掘権
の圧倒的多数は小規模の稼動鉱山を代表するものであ
り、その用途に応じて肥料用鉱物、フラックス及び建

設用鉱物、セラミックス及び耐火物鉱物、並びに輸出
向け鉱物に分類される約24種の非金属鉱物の鉱物生
産量のほとんどの部分に関係している72。 

インドの豊富な鉱物資源の開発及び採鉱には相当
なポテンシャルが存在する一方、持続可能性、法規制
上の障害及びインフラ支援の不足といった問題を抱え
ている。大抵の場合後進地域において採鉱されている
バルク鉱物が圧倒的優勢であることに鑑みれば、結果
として生じる立ち退き、生態学的持続可能性及び同分
野に関連する汚職問題が、最近のインドにおける鉱業
成長停滞の原因となっている。表向きは採算が取れる
産業において民間投資が限定的であることは、多くを
物語っている73。 

本章では、インドにおける鉱山及び鉱物の採鉱の
規制的枠組み、当該産業が直面する問題及びこれらを
克服するために必要な措置について概観する。 

図4は、インド鉱業部門の法規制枠組みを概略した
ものである74。

69 S. Bagchi and A.K. Ghose, “History of Mining in India—Circa 1400-1800 and Technology Status”, Indian Journal 
of History of Science, 15 （1）, 25-29, （May, 1980）

70 Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, Development of the Mining Industry –The Way 
Forward （October 2013） at page 12

71 Annual Report 2014-15, Ministry of Mines, Government of India at page 11
72 注70、11頁
73 注70、12頁
74 Exploration and Mining Opportunities in India, Ministry of Mines, Government of India （15 August 2015） at 

page 7.

図4. インド鉱業部門の法規制枠組み
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インドでは、鉱物は主要鉱物及び非主要鉱物に分
類されており75、準連邦制度構造をとるインドでは、
中央政府が、非主要鉱物を除く全ての鉱物についてこ
れを規律する権限を有している。非主要鉱物は各州政
府の管轄事項である。さらに、州政府はそれぞれの土
地管轄内において鉱物の所有者であるのに対し、中央
政府は沖合海域、排他的経済水域及び大陸棚に存在す
る鉱物の所有権を有している。 

中央政府は、インドにおける鉱山及び鉱物に関し
て、下記の主要な法規則を制定している。
（ i ）  1957年鉱山鉱物（規制開発）法（以下、「鉱山

鉱物法」）
（ ii ）  1988年鉱物保全開発規則（以下、「保全開発規

則」）
（iii）  1960年鉱業権規則　The Mineral Concession 

Rules, 1960 （以下、「鉱業権規則」）
（iv）  1956年採掘権（条件修正）規則　The Mining 

Lease （Modification of Terms） Rules, 1956
（ v ）  1952年鉱山法　The Mines Act, 1952 （以下、

「鉱山法」）
（vi）  1955年鉱山規則　The Mines Rules, 1955 （以

下、「鉱山規則」）

これらの法規則の中でも、鉱山鉱物法及び鉱山法
がインド鉱業部門の基本的法的枠組みである。但し、
沖合海域の鉱物については、その所有権が単独で中央
政府に帰属する場合、2002年沖合海域鉱物（開発規
制）法（The Offshore Areas Minerals （Development 
and Regulation Act, 2002）（以下、「沖合鉱物法」）が
適用され、同法により、中央政府は、沖合海域につい
て鉱業権を付与しロイヤルティを徴収することが認め
られている。鉱山法は、概して、鉱山における労働者
の安全、採掘作業の遂行及び鉱山の管理について規定
している。本法は、鉱山で働く労働者の健康及び安全
に関する基本的規定を策定し、労働者の労働条件を規
制している。本法に基づき通達された鉱山規則は、鉱
山で雇用され又は雇用される予定の労働者の健康診断
の枠組み並びに鉱山労働者と家族に対する基本的な健
康衛生及び福利設備の提供について規定している。 

鉱山鉱物法は、中央政府の管理下にある鉱山及び
鉱物の開発及び規制について規定する法である。本法
に基づき、保全開発規則及び鉱業権規則が制定され
た。鉱業権規則は、鉱山鉱物法第13条に基づき、鉱
業権を付与する手続の詳細を規定している。同規則
は、鉱業権付与の手続及び時間軸、申請の処理及び却
下、基本的な会計行為、登録簿及び情報報告書等につ
いて規定している。

保全開発規則及び鉱業権規則は、鉱山鉱物法の下

で授権された権限に基づき中央政府が策定した。予備
調査、探鉱及び採鉱作業に関する枠組みを理解するた
めには、まず鉱山鉱物法を簡単に検討することが適切
である。

沖合鉱物法は、領海、大陸棚、排他的経済水域及
びその他のインドの海域における鉱物資源の開発及び
規制及びこれらに関係する事項について規定する法で
ある。2006年沖合海域鉱業権規則（The Offshore 
Areas Mineral Concession Rules, 2006）は、沖合鉱物
法の第35条に基づき、予備調査許可、探鉱権及び生
産リースの付与及び更新手続について規定している。
本規則は、リース地域において遵守すべき海洋環境を
保護するための措置及び安全措置を定めている。本規
則はまた、沖合鉱物法の下で付与される各鉱業権につ
いて操業ガイドラインを規定している。

様々な州政府は、鉱山鉱物法の下で非主要鉱物に
分類される鉱物の鉱業権付与について規則を定めてい
る。州政府は、鉱業権規則に基づき、州内に所在する
全ての鉱物について鉱物鉱業権を付与している。次項
では、各法規の主要規定を検討する。

B1.　鉱山及び鉱物を規律する規制
鉱山鉱物法

鉱山鉱物法は、中央政府の管理下にある鉱山及び
鉱物の開発及び規制を促進することを目的として制定
された。本法は、1986年、1994年、1999年及び2015
年に改正され、鉱山における環境及び管理規定を導入
し、また科学的採鉱の概念を導入した。これらの改正
は、鉱業部門においてより予見可能かつ透明な規制・
政策環境を導入し、鉱物資源配分における遅滞を排除
し、透明性を改善することを目的としている。 

主要規定
• 鉱山鉱物法第3条は、鉱物、鉱油、採鉱権、採掘作

業、非主要鉱物、探鉱権、探鉱作業、予備調査作
業、予備調査許可等について定義している。

• 鉱物は、主要鉱物及び非主要鉱物の2つのグループ
に分類されている。この2つのグループのうち、非
主要鉱物については本法第3条（e）項に定義されて
おり、建築用石材、礫岩、普通粘土、所定目的に使
用される砂以外の普通砂及びその他の中央政府が非
主要鉱物として宣言する鉱物である。そのため、鉱
山鉱物法に非主要鉱物として定義されていないその
他の全ての鉱物は、主要鉱物として取扱われる。こ
れらには、マンガン鉱石、鉄鉱石、ボーキサイト、
石灰岩、藍晶石、珪線石、バライト、クロム鉄鉱、
ケイ砂、蛍石、石英、炭鉱で充填用に使用される砂
及びその他の産業目的に使用される多くの鉱物が含

75 主要鉱物及び非主要鉱物の詳細は付属資料IIに列挙している。
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まれている76。
• 主要鉱物鉱業権の付与は、中央政府が策定する規

則により規律され、そのためインド全土で一律的に
規則が適用されるのに対し、非主要鉱物の鉱業権付
与規則は各州政府により策定されている77。

• 予備調査、探鉱及び採鉱にはライセンス／リース
が必要である。いかなる者78も、いかなる地域にお
いても、鉱山鉱物法及びその施行規則の下で付与さ
れた予備調査許可、探鉱ライセンス又は採掘リース
の諸条件に従うことなしに、予備調査、探鉱又は採
掘作業を行うことはできない79。「指定鉱物」の採
掘権の付与は、電子入札を含めた競争入札手続きに
より行われる。この点、ボーキサイト、鉄鉱石、石
灰岩及びマンガン鉱石を「指定鉱物」として指定す
る新しい付表が導入された80。

• 鉱業権の種類については、以下のとおり定めてい
る。

A. 予備調査許可（RP:ReconnaissancePermit）
予備調査許可は、地域的、航空的、地球物理学的、

地球化学的調査及び地質図作製を通じて予備的探査を
行うために認められる許可である81。許可は非排他的
であり、ライセンス期間中、漸進的に地域を放棄せね
ばならない。さらに、収集したデータは、GSI、IBM
及び州政府に提供せねばならず、同データは、予備調
査許可の完了時期から最低2年を経過した後、探査を
行ういかなる閲覧者によっても利用可能となる。 RP
保有者は、6か月ごとに実施した作業及び収集した
データについて、州政府に対し報告書を提出せねばな
らない82。RP保有者は、鉱業権契約に基づき、その
他の様々な条件を遵守しなければならない83。

B. 探鉱権（PL:ProspectingLicense）
PLは、探鉱、鉱床の位置付け及び証明のための作

業実施について付与される。RPと同じく、PL権者
は、鉱業権規則が定める諸条件を充足せねばならな
い84。 

C. 複合ライセンス　Composite License（採鉱権付
き探鉱権）

当該ライセンスは、入札手続きを通じて付与され、
落札者は、所定期間内に鉱業権地域において探鉱作業
及び試掘作業を実施する。鉱業権地域において商業的
に利用可能な鉱物量の存在を証明した場合、ライセン
ス権者は、必要な許可を得た後で、採鉱事業を行うた
めの採掘権への移行を申請できる。入札を通じて付与
された複合ライセンスは譲渡可能である85。

州政府は、2015年鉱物（鉱物含有量）規則（Minerals 
（Evidence of Mineral Contents） Rules, 2015）におい
て規定されるUNFC及びCRIRSCO基準に合致して
G3レベルまで探鉱作業を完了し、鉱業権対象地域に
おける推定鉱物資源を確立した場合、複合ライセンス
付与地域を指定する通達を発令する。州政府はまた、
地質調査報告、正確な地域図、地籍図等を含む情報メ
モランダムを作成し、入札書類の一部として入手可能
にするよう義務付けられている86。

複合ライセンスは、2段階のオンライン電子入札手
続を通じて付与される（採掘権の付与に適用される手
続と同様）。優先入札者（preferred bidder）を選定し
た後、関係州政府は、優先入札者による履行保証金

（推定資源価値の0.25%）の提出を受け、意向表明書
面（LOI）を発行する。優先入札者が資格条件を完全
に満たし、必要な承認を全て取得し、かつ探鉱計画を
提出した場合、優先入札者は選定入札者に（selected 
bidder）に格上げされる。コンセッショネアは、所定
レベルの探鉱作業を3年間（さらに2年間延長可）で完
了せねばならない。参考までに、図5に、付与手続の
概要を示す87。

76 Section 3（e） of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957
77 Section 13 of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957
78 「者（Person）」には、以下の組織・機関を含まない。（a）インド地質研究所、（b）インド鉱山局、（c） インド原

子力エネルギー局（Department of Atomic Energy）原子力鉱物の探査・研究長官（Atomic Minerals Directorate 
for Explorations and Research）、（d） 各州政府の採掘地質長官（Directorate of Mining and Geology）及び（e） 
Mineral Exploration Corporation Limited。

79 Section 4 （1） of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957
80 Section 10B as provided under the Mines and Minerals （Development and Regulation） Amendment Act, 2015
81 Section 3（ha） of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957
82 Section 13 of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957
83 Chapter II of the Mineral Concession Rules, 1960
84 Section 3 （g） and Section 4 of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957
85 前注74、12頁
86 前注74、13頁
87 前注74、14頁
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コンセッショネアは、商業的可採鉱物量を証明し、
採鉱権の付与に必要とされる許可及び承認を取得した
場合、採鉱権を付与される資格を得る。コンセッショ
ネアは、採鉱権に適用されるものと同じ手続に従い、
同様に支払いを行わねばならない。コンセッショネア
は、ある特定の州において総面積25km2を超過するよ
うな1つ以上の探鉱権を取得することはできない88。

D. 非排他的予備調査許可（NERP:Non-Exclusive
ReconnaissancePermit）の付与

2015年非排他的予備調査許可規則（Non-exclusive 
Reconnaissance Permit Rules, 2015）に基づき、関心
を持つ申請者は、関係州政府に対し、所定の様式によ
り、1km2当たり1,000INRの申請料を伴い、オンラ 
イン申請を提出せねばならない。申請者が資格条件に
合致しかつ申請に不備がない場合、州政府は、申請か
ら30日以内にNERPを付与する（申請者によりダウン
ロード可能）。NERP付与時に、政府はNERPの有効
期間を通知する。当該有効期間は、入札手続による鉱
業権付与のために指定された地域について終了する。
コンセッショネアは、ある特定の州において、総面積
10,000km2を超過する地域をカバーする1つ以上の
NERPを取得することはできない。但し、単一の
NERPにより付与された地域は5,000km2を越えない
ものとされている89。

重要な点として、NERP権者は、それ自体で採鉱権

付き探鉱権又は採鉱権の付与を請求する資格が与えら
れているわけではない。

E. 採鉱権（ML:MiningLease）
採鉱権は、地下の利用、つまりは鉱物権のための権

利である。インドでは、ほとんどの鉱物産出地は森林
地帯又は政府の収益地に所在するため、鉱物産出地の
所有者は一般的に州政府である。土地の地上権につい
ては、掘削作業又はアクセスのため、別途所有者又は
地上権者（インドでは必ずしも鉱物権の所有者と同一
ではない）と個別のリースにより取得する必要がある。 

中央政府は近年、2015年鉱物（入札）規則（Mineral
（Auction）Rules, 2015）（以下、「入札規則」）を通達し
た。州政府は、同規則に基づき、採鉱権付与の対象と
なる地域を指定する命令を発行する。入札開始前に、
中央政府はG2レベルの探鉱を完了し、指定地域で採
取可能な鉱物資源を示すことが義務づけられている。
州政府もまた、地質調査報告書、情報メモランダム等
を作成し、採掘現場についての完全なデータととも
に、入札文書に添付するものとされている90。

州政府は、適格入札者による電子入札手続への参
加募集通知を出す。入札者は、州政府への分与を提案す
る鉱物の割合を見積もらねばならない。入札者は、入札
第一段階において、技術入札及び当初価格提示の2つ
の入札を行う。当初価格提示は、最低競売価格（発送
される鉱物価値の最低割合）以上でなければならない。

88 Chapter III of  the Mineral （Auction） Rules, 2015
89 前注74、15 頁
90 前注74、14頁

図5. 複合ライセンス付与手続フロー
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上位50%又は上位5名の入札者（いずれか高い方）が
次の段階に進む。最高の最終提示価格を提案した入札
者は、同段階において優先入札者とみなされる91。 

優先入札者は、前払い金の第1回分を支払うこと
で、州政府から意向表明書（LOI）を受領する。入札
者が適格条件を満たし、履行保証金を支払い、かつ関
連する許可や承認を全て得た場合、優先入札者は落札
者となる。落札者は、前払い金の第2回分を支払い、
州 政 府 と 鉱 山 開 発 契 約（Mine Development and 
Production Agreement）を締結する。前払い金の最
終支払いをもって、採鉱リースが締結される92。 

通常、採鉱権は、リースの締結日から50年間有効
である93。コンセッショネアは、ある特定の州におい
て総面積10km2超をカバーする1つ以上の採鉱権を取
得することが禁止されている。鉱区に存在するリース
に列挙された鉱物以外の鉱物は、追加料金を支払うこ
とで採鉱可能である。コンセッショネアは、2015年
鉱物（鉱物量の証拠）規則に従い、採鉱権でカバーさ
れる全域について、採鉱権の開始日から5年以内に、
詳細な探鉱及び実現可能性調査を完了せねばならな
い94。 

探鉱権又は採鉱権が付与される最大面積
これまで、中央政府は、事業者が採鉱権がカバー

する総面積を超過する地域について、1つ以上の探鉱
権又は採鉱権の取得を認めることが可能であった。し
かし、現在では、中央政府は、（i）特定の鉱物、（ii）
指定カテゴリーの鉱床、又は（iii）特定地域に所在す
る特定鉱物、のいずれかに関してのみ、同権限を行使
することができる95。 

採鉱権の期間
採鉱権の期間に関する規定は、（i）エネルギー鉱物

（石炭及び亜炭）及び（ii）エネルギー鉱物及び原子力
鉱物以外のその他の鉱物、の2つに分かれている。重
要な点として、原子力鉱物については、中央政府が採
鉱権又はその他の鉱業権の付与に関する規則を制定

し、州政府は当該規則に基づき予備的調査許可、探鉱
権又は採鉱権を認めることを予定している。原子力鉱
物の採鉱権の条件は、後に中央政府が通達する規則に
規定される予定である96。
• エネルギー鉱物

採鉱権の期間は最低20年から最長30年とされてい
る。また、採鉱権はさらに、中央政府の承認を得て、
最大20年間まで更新可能である。但し、現在では、
全ての鉱物について、採鉱権の更新に中央政府の承認
が必要である97。
• エネルギー鉱物及び原子力鉱物以外の鉱物

採鉱権の期間は、2015年1月12日以降、最低50年
である。2015年1月12日以前に付与された採鉱権につ
いては、みなしリース期間として、期間は50年とみ
なされる。
• 自家消費目的の採鉱権:

2015年1月12日以前に付与された採鉱権の期間は、
（i）2030年3月31日又は（ii）リース締結日から50年間
の満了日のいずれか遅い期日まで延長されたものとみ
なされる98。
• 非自家消費目的の採鉱権

2015年1月12日以前に付与された採鉱権の期間は、
（i）2020年3月31日又は（ii）リース締結日から50年間
の満了日のいずれか遅い期日まで延長されたものとみ
なされる99。 

優先交渉権
専有鉱山のリース権者（エネルギー鉱物および原子力

鉱物以外）には、採鉱権の期間満了後に行われる採鉱権
のオークションにおいて、優先交渉権が与えられる100。

鉱物鉱業権の譲渡
入札手続を通じて取得した採鉱権及び採鉱権付き

探鉱権（エネルギー鉱物および原子力鉱物以外）につ
いては、州政府の事前承認を得られれば、当該リース
又は採鉱権付き探鉱権を保有する資格がある者に対し
て譲渡することが可能である。鉱山鉱物法は、2015

91 Chapter II of the Mineral （Auction） Rules, 2015
92 Rule 10 of the Mineral （Auction） Rules, 2015
93 Section 8A as amended by the Mines and Minerals （Development and Regulation） Amendment Act, 2015
94 前注74、19頁
95 Section 6 of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957 as amended by the Mines and 

Minerals （Development and Regulation） Amendment Act, 2015
96 前注93 
97 Section 8 of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957 as amended by the Mines and 

Minerals （Development and Regulation） Amendment Act, 2015
98 前注93
99 同上
100 同上
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年の改正によりみなし規定を設け、州政府が譲渡人に
よる通知の90日以内に譲渡承認を与えない場合、承
認が与えられたものとみなすとしている101。

採鉱権に関するロイヤルティ及び確定採掘料102
採鉱権者は、鉱山鉱物法に基づき、除去又は消費さ

れた鉱物についてロイヤルティを支払う義務がある。
採鉱権のリース権者は、州政府に対して、毎年、鉱山
鉱物法が定める料率で賃借料を支払わねばならない。
但し、リース権者が鉱山鉱物法に基づき何らかの鉱物
についてロイヤルティを支払う義務がある場合、当該
ロイヤルティ又は鉱区に関する賃借料のいずれか高い
方を支払えばよい。ロイヤルティの料率は鉱物により
異なり、主要鉱物については中央政府が、非主要鉱物
については州政府が3年ごとに増減を行っている。

主要鉱物については、ロイヤルティは毎年四半期
末に前払いせねばならない。 各四半期のロイヤルティ
の前払い額は、直近3四半期における各鉱山の実績を
もとにして地区鉱業担当官（District Mining Officer）
が決定し、このように決定されたロイヤルティ前払い
額は、当該四半期に実際に産出された鉱物・鉱石の量
に応じて後に調整される。他方、非主要鉱物の場合
は、ロイヤルティの支払いは半年ベースであり、毎年
6月15日及び1月15日が支払日とされている。

鉱山が一時的に閉鎖された場合、リース権者は確

定採掘料を支払わねばならない。主要鉱物については
鉱山鉱物法が定める料率で、非主要鉱物については非
主要鉱物採掘規則が定める料率が適用される。これら
の料率は、3年に一度見直される。リース権者は、ロ
イヤルティ又は確定採掘料のいずれか高い方を支払う
義務があるが、その両方を支払う必要はない。

リース権者はまた、採掘作業目的で使用された地上地
域について支払う義務があり、地面使用料及び水利用
料について、当該土地について評価される土地収益、
水及び租税を越えない料率で、支払う義務がある。

各リース権者はまた、地区鉱物基金（District Mineral 
Foundation）に対して、毎年ロイヤルティと同じ金額
を支払わねばならず、石炭については、その金額は前
年の採掘活動による税引後利益の26%である。専有
鉱山リースについても、同じ額を支払わねばならな
い。

2015年鉱山鉱物（開発規制）改正法は、地域的かつ
詳細な探査活動を目的とした国家鉱物探査トラスト

（National Mineral Exploration Trust）の創設を想定
している。同法により、採鉱権及び採鉱権付き探鉱権
の保有者は、同トラストに対して、ロイヤルティの
2%を拠出せねばならない103。同トラストが受領した
資金は探鉱活動に利用用される。

図6は、鉱業権の付与手続の概略を示している104。

101 Section 14 of the Mines and Minerals （Development and Regulation） Amendment Act, 2015
102 Section 9 and Section 9A of the Mines and Minerals （Regulation and Development Act）, 1957
103 前注74、16-18頁
104 DGHウェブサイト　http://www.dghindia.org/InternalGovernance.aspx?tab=1（2015年11月6日）

図6. 採鉱権付与手続フロー
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F. 石炭再割当制度
石炭省は、国の石炭埋蔵量を管理する責任を負っ

ている。石炭の生産及び販売は、公営企業である石炭
インド会社（Coal India Limited）が監督している。石
炭産業は現在、石炭コントローラー機構により規制さ
れている。

採炭は、1973年炭鉱（国有化）法により規律されて
いる（以下、「炭鉱法」）。炭鉱法により、民間会社は、
自家消費を目的としてのみ採炭することが認められ
る。自家用採掘は、鉱山から産出される石炭を一定の
最終用途のみに使用し、公開市場で販売に供しない場
合である。中央政府は、自家消費用の採炭を認める一
定の最終用途について通達を出しており、他の用途に
ついても別途通達することができる。

 自家用炭鉱区の割当てには1993年まで特別な基準
が敷かれていなかった。1993年に石炭法が改正され、
石炭の自家消費用採掘が認められることとなった。ま
た、石炭省は、民間会社への炭鉱区割当てについて提
言を行う機関として審査委員会（Screening Committee）
を設置した。石炭省は、政府企業への炭鉱区の割当て
について直接責任を負っている。石炭法に基づき、
218の炭鉱区が公営企業及び民間会社に割当てられ
た。 

• 2014年最高裁判断105

2012年に、インド会計監査局（Comptroller and
Auditor General of India）は、炭鉱区の割当て方法に
関する報告書を発表した106。提言には、競争入札によ
る炭鉱区割当のより透明な手続の策定も含まれてい
る。本報告書の発表後、1993年以降の自家消費用炭
鉱区の割当て方法について、最高裁において公益訴訟
が提起された。最高裁は、2014年9月、1993年以降に
割当てられた218の炭鉱区のうち204の割当てについ
て、鉱区の割当てが恣意的かつ客観的な基準を欠いて
いるため違法とみなされるとし、取消しを判断した。
但し、ウルトラ・メガ電力事業のための専用鉱山の割
当ては、最低料金を巡って競争入札により行われたた
め、取消しを免れた。 

2014年10月、政府は、取消された炭鉱について、

2014年 炭 鉱（特 別 規 定）令（Coal Mines （Special 
Provisions） Ordinance, 2014）を発令したが、同特例
を継いだ2014年炭鉱（特別規定）法案は、国会による
承認を受けられないまま失効した。2014年12月26日
付けで、2014年炭鉱（特別規定）第二政令が発令され
た。2015年炭鉱（特別規定）法（以下、「2015年法」）
が国会を通過し、2015年3月30日付けで施行となっ
た。2015年法は、今日、インドにおける炭鉱区の割
当てを規律する法である107。

• 2015年法の主要規定
炭鉱区割当てが取消されたため石炭が供給不足と

なり、そのため電力の供給が寸断されたことは主要な
懸念となっていた。2015年法は、最高裁が違法と宣
言した炭鉱区の再割当を目的としている。同法は、入
札手続、旧被割当者への補償、鉱山の譲渡手続及び入
札を行う当局の詳細について規定している108。

本法により、鉱山は、Schedule I、Schedule II及び
Schedule IIIの3つに分類されている。Schedule I 鉱
山は、最高裁よりその割当てが取消された204の鉱山
である。これらのうち、Schedule II鉱山は生産が開
始されている鉱山であり、Schedule III 鉱山は、一定
の最終用途を持つ32の鉱山から成る109。

• 入札及び割当て
2015年法は、Schedule I鉱山は、公共入札又は割当

てのいずれかの方法により割当てるものとしている。
炭鉱は競争入札により所定の料金を支払うことでオー
クションにより割当てることができる。政府企業又は
その合弁会社、インドで設立されたその他の会社、又
はインドにおいて炭鉱事業に従事する2つ以上の会社
により設立された合弁会社は、競争入札手続に参加す
ることができる110。

Schedule II及びSchedule III鉱山は、公共入札によ
り落札者に割当てられ、落札者は、所定基準の投資を
既に行った石炭リンケージを持つ会社を含め、一定の
最終用途に従事している会社でもよい。「石炭リン
ケージを持つ会社」とは、2015年法の施行時点で、そ
の申請が政府に係属中の会社とされている111。一定の

105 Manohar Lal Sharma v. The Principal Secretary & Ors., 2014 （9） SCC 516
106 インド会計監査局報告書, http://www.saiindia.gov.in/english/home/Our_Products/Audit_Report/Government_

Wise/union_audit/recent_reports/union_performance/2012_2013/Commercial/Report_No_7/Report_No_7.
html （2015年12月6日）

107 前注106
108 Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
109 同上
110 Chapter II of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
111 Section 4（3） of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
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最終用途を共通目的とし2015年法に基づき入札に参
加する資格がある2つ以上の会社による合弁会社、及
び政府企業又は政府企業と共通の一定の最終用途を持
ついかなる会社との合弁会社は、これらの鉱山の入札
資格がある112。 

旧被割当人は、追加料金の支払いが完了していな
い場合、又は炭鉱区入札に関する違反行為について有
罪判決が下され3年を超える禁固刑が課されている場
合、入札手続に参加することはできない。

2015年法が定める公共入札による割当てに加え、
中央政府は、Schedhule I鉱山を、政府企業若しくは2
つ以上の政府企業同士の合弁会社又は料金を巡る競争
入札ベースで電力プロジェクトを落札した企業に対し
て、一定のSchedule I鉱山について、所定の規則に従
い割当て命令により割当てることができる。これらの
会社に対しては、石炭を含有するいかなる地域につい
ても予備調査許可、探鉱権又は採炭権を認めるとして
いる113。 

政府企業は、自家消費若しくは販売又は付与され
た許可で認められたその他の目的のために採炭を行わ
なければならない。政府企業以外のいかなる企業も、
直接的又は間接的に、政府企業又は政府企業間の合弁
会社の払込資本の26%超を所有してはならないとさ
れている。先に述べたように、旧被割当人は、所定の
追加料金を支払わない限り、割当てを受ける資格がな
い114。 

中央政府は、指名する政府当局（Authority）を通
じて2015年法に規定された権限を行使する。当該政
府当局は、専門家の助力を得た入札手続の実施、2015
年法に基づく割当て命令の執行、入札収益の徴収及び
優先支払いの調整、及びそれぞれの州政府への支払い
に責任を負っている。中央政府は、通達により、公共
利益を理由としてSchedule III鉱山を修正することが
できる115。 

• 入札手続116

政府当局は、Schedule I鉱山の旧被割当人に対し、
入札対象となるSchedule I炭鉱の詳細を通知するため
に必要な情報を提供するように要求する。落札者に対
する授権命令により、落札者に対して、炭鉱における

権鉱業権原及び利益が、州政府による採鉱権資格、採
炭に必要な法定ライセンス、許可、同意及び承認と共
に譲渡される。政府当局は、最低入札価格を設定し、
入札者は、授権命令の発行及び執行前に、2015年法
に基づき通知された金額の銀行履行保証を提供せねば
ならない。 授権命令の発行及び中央政府への提出後、
入札者は鉱山の所有権を得、鉱山鉱物法に基づき探鉱
権又は採掘権が認められることになる117。 

Schedule II鉱山について、旧被割当人が落札者と
なった場合、承認された採掘計画に定める期日以降
2015年法に基づく採掘権が付与されるまで、引続き
採炭を行うことができる。Schedule I鉱山に関する土
地及び鉱山インフラから上がる収益は、中でも下記の
支払い優先順位に基づき分配される118。
（ i ）  担保債権者に対する授権命令時点で未払いの被

担保債務の一部支払い
（ii）  Schedule I鉱山の旧被割当人に対する補償の支

払い 

• 旧被割当人の権利及び義務の取扱い
一旦鉱山が割当てられれば、落札者は、旧被割当

人との間で、全ての動産を使用するためにその譲渡に
ついて交渉することができる。交渉が決裂した場合、
旧被割当人又はその第三者請負業者は、当該所有物を
炭鉱から除去せねばならない。動産の一部のみが落札
者に譲渡される場合は、旧被割当人は、非譲渡対象の
所有物を鉱山から除去せねばならない。所定期限まで
に所有物が除去されない場合は、落札者は当該資産を
処分する権利を有する119。 

落札者は、旧被割当人と第三者との間で締結され
た既存の契約を引取り、契約の残存期間について更改
規定や修正を規定することもできる。2014年8月25日
以降に旧被割当人が行ったいかなる性質の土地への債
務付帯は、銀行、金融機関又は担保債権者が土地及び
インフラについて設定した担保権又は負債を除き、無
効である120。

2015年法施行以前の全ての旧被割当人の責任、手
続、差押さえ命令等は、引続き旧被割当人に対するも
のとして継続するが、落札者に対して割当てられた炭
鉱の土地及び鉱山インフラに対しては維持・継続でき

112 同上
113 Section 5 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
114 同上
115 Section 6 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
116 前注111
117 Section 8 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
118 Section 9 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
119 Section 10 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
120 Section 11 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
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ない。旧被割当人の無担保融資、追加料金及び責任は
全て旧被割当人の責任として継続され、落札者に対し
て請求することはできない。旧被割当人に対するいか
なる支払いについても2015年法に基づき計算され
る121。 

• 中央政府の権限
2015年法が指定した期日までに炭鉱が割当てられ

ない場合、割当てが行われるまで、中央政府は炭鉱の
管理及び運営を行うため指定管理人を任命する。指定
管理人は、旧被割当人に対して、炭鉱の操業を継続す
るために必要な人員の提供を要求し、また2015年法
の下で指定管理人の機能に必然的又は付随するその他
の機能を遂行することができる122。 

中央政府はまた、落札者が他の落札者／被割当人
との間で、公共の利益に適う共通の最終用途のために
また費用効率性を達成するために、炭鉱の最適利用に
関する取決めについて承認を与えることができる。落
札者はまた、Schedule I鉱山から産出された石炭を、
2015年法の規定に従い、共通の一定の最終用途に従事
する自己の工場に使用することができる。2013年土地
収用における公正補償及び透明手続、再復帰及び再定
住法（Right to Fair Compensation and Transparency 
in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement 
Act, 2013）に 基 づ き 進 行 中 の 土 地 取 得 手 続 は、
Schedule I鉱山地域について引続き継続する。同手続
の対象となっていない地域については、1957年 産炭
地域（取得開発）法に基づく手続が適用される123。 

2015年法は、同法のいかなる規定違反についても
様々な罰則を規定している。落札者と旧被割当人との
間で生じるいかなる紛争及び中央政府又はその他のい
かなる政府当局の行為から生じる紛争についても、産
炭地域法の下で設立する審判所により解決するものと
されている124。　

G. 鉱山閉山に関する法規
採掘量が尽きた時には鉱山閉山が行われ、用地は

農業等、採掘後の利用に実行可能な状態で返還されね
ばならない。採鉱地を物理的に再生するのみでは十分

ではなく、鉱山閉山による社会経済的影響を評価しこ
れを管理することが必要となる。鉱山閉山はまた、そ
の地域社会の雇用にもマイナス要素を持っている。そ
のため閉山計画では、鉱山閉山実施後の地域社会を持
続する目的に適うよう用地を再生する努力を行わねば
ならない125。 

鉱山鉱物法は鉱山閉山を行う方法について規定し
ている。鉱山閉山手続には、物理的、生態学的な乱れ
及び採掘により乱されたその他の側面を回復すること
を目的とした再生手続が含まれる。全ての鉱山は、閉
山計画を準備することが義務付けられている。これに
は、以下の2つの計画が含まれる。

a. 漸進的鉱山閉山計画（PMCP）
鉱山鉱物法第2条により、漸進的鉱山閉山計画と

は、鉱山又はその一部について保護的、再生的及び復
旧的措置を提供するための漸進的計画であり、IBM
が発行したガイドライン及び様式に規定された方法に
より作成された計画、と定義されている。鉱物保全開
発規則により、鉱山の所有者、代理人又は管理者は、
採掘権の新規付与又は更新に際して、地域鉱山管理官

（Rgional Controller of Mines）又は授権された担当官
に対して、採掘計画の一部としてPMCPを提出せね
ばならない。 

既存の鉱山に関するPMCPは、地域鉱山管理官又
は州政府に対して財務保証126と共に提出せねばなら
ない。計画は、受領から180日以内に承認又は却下さ
れる127。 

b. 最終鉱山閉山計画（FMCP）
鉱山鉱物法の第2条により、最終鉱山閉山計画と

は、採掘及び選鉱作業の中止後、鉱山又はその一部を
閉鎖、再生及び復旧することを目的として、IBMが
規定した標準様式により作成された計画であると定義
されている。鉱物保全開発規則により、鉱山の所有
者、代理人又は管理者は、予定された鉱山閉山の1年
前に、地域鉱山管理官又は授権された担当官に対して
提出しその承認を求めなければならない128。鉱山閉山
予定日の9か月前に承認が出される。当該9か月は鉱

121 Section 14 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
122 Section 18 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
123 Chapter V of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
124 Section 23 of the Coal Mines （Special Provisions） Act, 2015
125 P K Basu Majumdar, Law of Mines and Minerals, Volume I, Pg 96-100, Universal Law Publishing
126 Website of the Indian Bureau of Mines at http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=214 （1 

December 2015
127 Central Government Notification No. GSR 329 （E） dated 10.04.2003 and No. GSR 330 （E） dated 10.04.2003
128 前注126
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山閉山の準備期間である。採掘作業終了後に実施を予
定している全ての活動は、FMCPに明確に示さなけ
ればならない129。 

鉱山閉山計画に関するガイドライン
上記に述べたように、中央政府は、2003年4月10日

付け通達（Notification No. GSR 329（E） 及びNo. 
GSR 330（E））により、鉱山鉱物法及び鉱物保全開発
規則を改正し、鉱山閉山の概念を導入した。鉱山閉山
計画で取扱われる重要な事項は下記の通りである。
（  i ）  鉱山、鉱山所有者、土地の種類等に関する事

項及びその詳細 
（ ii ）  閉山の理由
（ iii ）  法定義務
（ iv ）  鉱山閉山の準備
（ v ）  鉱山の説明
（ vi ）  採掘方法
（ vii ）  閉鎖計画
（viii）  鉱山閉山の経済的影響及び人員整理
（ ix ） 閉山の工程
（ x ） 閉山費用
（ xi ） 財務支援

鉱山閉山計画の修正
採掘権者は、鉱山閉山計画の修正を求めることが

できる。鉱山保全開発規則は、鉱山閉山計画の修正に
ついて、意図する修正及び当該修正が必要な理由を説
明して、地域鉱山管理官又は州の当局に対して提出し
なければならないとしている130。 

財務保証131

鉱山鉱物法は、財務保証とは、政府に対して再生
及び復旧費用を保証することを目的としてリース権者
が所管当局に提供する保証と定義している。財務保証
には下記の料率が適用される。
（ i ）  カテゴリー「A」鉱山132： 

1haにつき25,000INR。最低保証額20万INR。

（ii）  カテゴリー「B」鉱山133： 
1haにつき15,000INR。最低保証額10万INR。 

リース権者は、地域鉱山管理官又は授権された担
当官に対して、採掘権証書を受領する前に、財務保証
を提出せねばならない。既存の採掘権については、財
務保証はPMCPと共に支払わねばならない。リース
権者は、採掘地域及び関連活動の拡大に伴い、財務保
証を積み増さねばならない。 

リース権者がPMCPの一部として再生又は修復活
動を行った場合、当該金額は財務保証の中から支払わ
れたものとみなされ、財務保証の合計金額はこの限度
で調整される。 

炭鉱の閉山計画作成に関するガイドライン
上記で述べた通達は石炭産業に対しては適用されて

いなかったが、炭鉱の閉山計画は、2009年8月27日付け
の通達（No. 55011-01-2009-CPAM）により導入された。
炭鉱閉山計画の作成に関するガイドラインは、2013
年1月7日付けの通達により、さらに修正された134。

全ての炭鉱所有者は、2009年に出されたオリジナ
ルのガイドライン発表から1年以内に、所管当局から
炭鉱閉山計画について承認を受けねばならない。炭鉱
所有者が遵守しなかった場合、2013年に出された修
正ガイドラインに従い、承認を得ねばならず、これを
怠った場合は、中央政府は厳格な措置を取ることがで
きる。修正ガイドラインの下で採掘計画の承認を得た
既存の鉱山保有者も、先のガイドラインに基づき炭鉱
閉山計画の承認を得ねばならない。承認権限を持つ政
府当局は、石炭省が構成する検討委員会（Standing
Committee）とされている。炭鉱閉山計画にもPMCP
及びFMCPがある。埋蔵量の枯渇後、炭鉱閉山活動
は、石炭コントローラーがNEERI、中央鉱山計画設
計研究所（Central Mine Planning and Design Institute
Limited）又はその他の中央政府が通達する研究所の
認定に基づき、採掘地域が許容基準まで回復されたと
判断するまで、継続することができる135。

129 同上
130 同上
131 同上
132 カテゴリーA鉱山とは、（a）大深度掘削、掘削、積載及び輸送のため鉱業重機を使用して作業を遂行しているよ

うな完全に機械化された鉱山、又は（b）平均雇用者数が合計で150名を超える若しくは地下作業者の平均雇用者
数が75名を越える鉱山、又は大深度掘削、掘削、積載及び輸送等の採掘作業において重機が使用されている鉱山
を指す。なお、「平均雇用者数」とは、前四半期中に鉱山で雇用された合計雇用者数の1日平均人数（人日数を作
業日数で割った数）。Rule 42, Mineral Conservation and Development Rules, 1988

133 カテゴリーB鉱山は、カテゴリーA鉱山以外の全ての鉱山を指す。Rule 42, Mineral Conservation and 
Development Rules, 1988

134 Guidelines for preparation of mine closure plans vide notification No. 55011-01-2009-CPAM dated 7 January 2013. 
135 同上
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通達に基づきプロジェクト特有の活動を忠実に守
らねばならず、これには鉱山所有者が行った活動に基
づいて評価される費用見積もりも含まれる。1haごと
に支払われる金額は、石炭コントローラーから鉱山開
山許可を取得する前に固定預金エスクロー勘定を開設
した後で、採掘活動を開始後に毎年預け入れなければ
ならない。所定の期限内に支払いが行われない場合、
中央政府は採掘許可を取消すことができる。 

FMCP及び費用見積もりの詳細は、予定する最終
的な炭鉱閉山の少なくとも5年前に、炭鉱省の承認を
求めて申請しなければならない。計画の実施は所有者
の単独責任である136。通達に述べられているように、
その他の所定のガイドラインについても遵守せねばな
らない。  

H. インドからの鉱物輸出の禁止
違法採掘、とりわけ鉄鉱石の違法採掘は10年以上

中央政府の悩みの種となっている。Goa、Karnataka
及びOdisha州は、鉄鉱石の違法採掘及び輸出に関し
て最大の困難に直面してきた。中央政府は、1952年
調査委託法（Commissions of Enquiry Act, 1952）に
基づき、インドにおける違法採掘問題を調査する鉄鉱
石及びマンガン鉱石の違法採掘に関するM B Shah裁
判官員審議委員会（以下、「委員会」）を設立した。

インドにおける違法採掘活動に関する委員会
中央政府は、2010年11月22日付けの通達（notification

no. S.O. 2817 （E））により委員会を設立した。同委員
会の目的は、鉱山鉱物法、森林（保全）法、環境保護
法及びその他の中央・州法に違反して行われている鉄
鉱石及びマンガン鉱石の採掘について調査を行うこと
である137。

委員会の最初の会合は2011年1月17日に開催され
た。Goa、Jharkhand、Chatt i sgarh、Odisha、
Karnataka及びMadhya Pradeshを含む、鉱物を生産
する主要な7つの州から採掘に関する情報及びデータ
が収集された。 

委員会は、インドの様々な州における違法採掘に
焦点を置いた暫定報告書を発表した。報告書の中で、

委員会は、採掘権の付与、鉱山及び鉱物に関する様々
な法令の違反行為、手続的な不規則性等についていく
つかの考察を提供した。委員会が行った提言の一つ
は、鉄鉱石及びマンガン鉱石の輸出禁止（委員会は、
これらの鉱物の違法採掘の主な原因は、輸出市場で稼
げる相当の利益にあると考えたため）、採掘権の更新
手続の合理化、既存の採掘法への厳格規定導入により
不法侵入又は違法な資源採取の場合の採掘許可の取消
し、十分な人員配属、出口点における検問所の設置、
及びコンピュータ化された車両用重量計（Weigh 
bridge）が含まれる。 

委員会による鉄鉱石及びマンガン鉱石輸出の完全
禁止提言に応え、鉱山省は、そのような全面禁止は実
行可能ではないとしつつも、鉱物の輸出が輸出入方針
により規律されていることに鑑み、同提言を商務局に
問合わせた138。同様に、委員会は、Odisha州におけ
る採掘に関し、輸出禁止を行わない場合には、鉄鉱石
の生産に上限を設けることも検討すべきと提言した。
しかし、同提言は鉱山省により却下された139。

インドにおける鉄鉱石の輸出禁止
a. Karnataka州

2010年に、Karnataka州政府は、鉄鉱石の輸出を禁
止した。禁止により、同州からの鉄鉱石の輸出が激減
したことを受け、輸出業者数社がKarnataka高裁にお
いて提訴した。2010年11月、Karnataka高裁は、州
政府を支持し禁止を有効とした。上訴を受け、最高裁
は、2013年に鉄鉱石の輸出禁止を差止めた。最高裁
はまた、州政府に対して、同州における違法採掘を防
止するための規則を策定するよう命じた。Karnataka
州政府は、2011年Karnataka州鉱物の違法採掘、輸
送及び保管防止法（Karnataka Prevention of Illegal 
Mining, Transportation and Storage of Minerals, 
2011）を施行した。同法は、同州における鉱物（非主
要鉱物以外）について、探鉱権又は採掘権に規定され
た区域外に鉱物を輸送する場合に有効な鉱物発送許可

（Mineral Dispatch Permit）を取得する義務を含め、
詳細な取引方法を規定している140。

136 同上
137 インド鉱山局（IBM）Indian Minerals Yearbook 2012
138 Memorandum of Action taken on the Interim Report Justice M.B. Shah Commission of Inquiry for Illegal 

Mining of Iron Ore and Manganese, http://mines.nic.in/writereaddata/UploadFile/Action%20taken%20report.
pdf, （2015年12月5日）

139 Memorandum of Action Taken on First Report on Illegal Mining of Iron and Manganese Ores in the State of 
Odisha of Justice M.B. Shah Commission of Inquiry, http://mines.nic.in/writereaddata/UploadFile/
Memorandum%20of%20Action%20Taken%20on%20Shah%20Commissions%20First%20Report%20on%20
the%20State%20of%20Odisha.pdf （2015年12月5日）

140 Rule 3, Karnataka Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage of Minerals, 2011.

25



b. Goa州
委員会の報告書はGoa州に大きな影響を与えた。委

員会の報告書は、Goa州に拠点を持つ環境保護活動グ
ループであるゴア･ファウンデーションによる最高裁
への訴えで引用された。同事件は現在最高裁に係属中
である141が、最高裁はいくつかの暫定命令を出した。
委員会の報告が国会に提出されたことを受け、Goa州
政府は、2012年9月10日付けで命令を出し、Goa州に
おける全ての採掘活動を停止した142。同命令は、2007
年に失効したとみなされる全ての採掘権に関して、コ
ンセッショネアが所定の期限内に更新していない場合
について出された。程なく、MoEFは、鉱山に認めら
れた全ての環境認可を停止する命令を出した。リース
区域外への鉱物の投棄問題や、採掘区域が野生生物保
護区や国立公園の近距離に存在する等の問題も特定さ
れた。これらの命令は最高裁において提訴された。

最高裁は、2014年4月21日付けの命令により、州政
府及びMoEFが出した命令に介入することを拒んだ。
Goa州政府は、2013年Goa州（鉱物の違法採掘、保管
及び輸送の防止）規則（Goa （Prevention of Illegal 
Mining, Storage and Transportation of Minerals）
Rules, 2013）を制定した。最高裁は、これらの規則の
厳格な執行を命じた143。

最高裁はまた、先の命令により、環境影響評価調
査を行い鉄鉱石の年間採掘量の上限を決定するための
専門家委員会を構成した。専門家委員会による最終報
告の提出を待ち、最高裁は、Goa州のコンセッショネ
アによる年間採取量を、在庫鉱石（採掘活動停止前に
既に採取されていた鉱石）の電子オークション分と併
せて、2千万tまで認めることとした。但し、採掘活
動は、コンセッショネアがリース権を適切に更新し、
かつMoEFから新規に環境許可を得た場合、実施す
ることができる。

c. Odisha州
最高裁は、2014年5月16日付の命令により、いくつ

かの鉱山の操業を停止し、とりわけ、鉱山鉱物法第8
条（3）項に照らし、州政府の明示的な命令無しには

操業不可能であったはずの26件の採掘権を特定し
た144。 

さらに、2015年6月、Odisha州政府は、2015年鉱
物入札規則の下で主要鉱物の入札手続を合理化し、主
要鉱物の鉱業権の入札に関する準備作業を監督し、ま
た政府に対し採鉱権及び採鉱権付き探鉱権の入札（最
終用途の仕様を含む）に関して公営企業に留保する
リースの割当てについてアドバイスを行うための高等
委員会を設置した145。

I. 部族地帯における採掘
部族地帯おける鉱業活動の規制は、基本的にこれ

らの指定地域に課される制限が適用される。2006年
指定部族及びその他の伝統的森林居住者（森林権の承
認）法（The Scheduled Tribes and Other Traditional 
Forest Dwellers （Recognition of Forest Rights） Act, 
2006）（以下、「森林権法））の第2条（m）項は、「指定
地域（Scheduled Areas）」とは、インド国憲法第244
条（1）項に言及される指定地域であると定義してい
る。憲法は、「指定地域」とは、「大統領が命令により
指定地域として宣言する地域」と定義している。 

指定地域として宣言するための基準には、部族人
口の優勢、当該地域の密集性及び大きさの合理性、地
域の未開発性、及び人々の経済水準の著しい格差が含
まれる。これらの基準は憲法に明確に規定されている
わけではないが、確立した基準となっている。これら
の基準は、憲法制定議会の排除及び部分的排除地域分
科委員会及び1961年指定地域及び指定部族委員会が
出した勧告の「1935年インド政府法付表Bに基づく排
除及び部分的に排除された地域」を宣言する際に従う
べき原則を体現している146。

指定地域が所在する州の州知事は、当該地域の平
和と良い統治に向けた規制を策定する権限がある。当
該規制により、指定部族の部族民による又は部族民間
における土地の譲渡を禁止又は制限し、また部族員へ
の土地の割当てを規制することができる147。

1966年パンチャーヤト規定（指定地域への拡大適
用）法（Provisions of the Panchayats （Extension to 

141 Goa Foundation v. Union of India, Civil Writ Petition No. 435 of 2012
142 Supreme Court of India’s order dated 21 April 2014 in Writ Petition No. 435 of 2012.
143 同上
144 Writ Petition （Civil） No. 114 of 2014, Common Cause v. Union of India.
145 Government of Odisha, Notification No. 5560/ SM Bhubaneshwar, http://www.orissaminerals.gov.in/Download/

notification5560.pdf （2015年12月4日）
146 Definition of Tribal Areas, Ministry of Tribal Affairs, http://tribal.nic.in/Content/DefinitionofScheduledAreasPr

ofiles.aspx, （2015年11月9日）
147 Laws applicable to Scheduled Areas, Part B of Fifth Schedule, The Constitution of India.
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the Scheduled Areas） Act, 1996、以下、「パンチャー
ヤト法」）は、パンチャーヤト148に関する憲法第9章の
拡 大 適 用 に つ い て 規 定 す る。 本 法 は、 村 落 総 会

（Gram Sabha）に対して地域社会の資源を保護し維持
する権限を与えている149。

指定地域における非主要鉱物の探鉱権又は採掘権
の付与、又は入札による非主要鉱物の採掘鉱業権を付
与する前に、村落総会又はパンチャーヤトの推薦を得
ることが義務付けられている150。村落総会は、パン
チャーヤト法の下で、人々の伝統及び地域社会の資源
を保護・維持し、かつ慣習的方法による紛争解決を行
うための所管当局とみなされる。土地の取得、再定住
及び再生に関する事項、及び非主要鉱物の探鉱権又は
採鉱権の付与に関する事項については、村落総会に諮
問することが義務付けられている151。

最 高 裁 判 所 は、Samatha v. State of Andhra 
Pradesh and Ors.152事件において画期的な判断を下
し、採掘権を部族に属しない自然人、企業、社団法人
又はパートナーシップファーム等に譲渡することは、
違憲かつ無効であるとした。鉱物の開発は非部族民に
より部族を利用しながら行われてはならない。それよ
りむしろ、鉱物の開発は、部族自身により、個人的に
又は部族民のみから構成される共同組合を通じて、州
又はその機関による財務的支援を得て、適切な計画に
基づき行うことができる。類似の法により指定地域に
おける採掘を完全禁止していない州では、州の長官及
び州内閣分科委員会から構成される委員会を設置し、
当該地域における採掘申請を検討した上で決定するも
のとされている。 

結論として、部族地域における採掘権を付与する
際には、各州におけるパンチャーヤト（付表の拡張適
用）法（Panchayats （Extension of Schedule） Act）若
しくはパンチャーヤト法、又は州法が存在しない場合
には憲法第5付表を遵守することが必要である。当該
ライセンスは、非部族民（州政府を含む）に対して付

与することはできず、パンチャーヤト法に従い適切な
手続に従わねばならない。

B2.　その他の法規
1. 環境許認可取得義務
1.1　同意書（NoObjectionCertificates／Consent

toEstablish）
（a）1981年大気（汚染防止管理）法

大気法は、大気汚染の防止、管理及び軽減、同目
的を達成するための大気汚染防止管理局の設立及びそ
の権限・任務、並びにこれらに関連する事項について
規制している。

大気法の第21条は、いかなる者も、州汚染管理局
（SPCB）の事前承認を得ずに、大気汚染管理地域にお
いて産業工場を設立又は運営してはならないとしてい
る。所管当局は、慎重な審査及び現場検証等を行った
上で、所定期間内に設立承認を与える。SPCBは、申
請の受領から4ヶ月以内に、書面による理由付きの命
令により、一定の条件及び有効期間を条件として承認
を与え又は却下することができる。 

（b）1974年水質（汚染管理防止）法
水質法は、水質汚染の防止及び管理、水質の健全

性の維持回復、これらの目的を遂行するための水質汚
染防止管理局の設立及びその権限・任務、並びにこれ
らに関連する事項について規律している。

水質法の第25条は、新規の排気・排水口や排出を
制限している。同規定により、いかなる者も、SPCB
による事前承認を得ずに、下水又は事業排水を川、井
戸、下水管又は地上に排出するような産業、事業又は
工程を設立又は設立するためのステップを取ってはな
らないとしている。SPCBへの申請提出から4ヶ月以
内に承認又は却下されない場合、SPCBによる同意が
無条件で与えられたものとみなされる。

148 パンチャーヤトの名は、元来インドの農村社会で長老合議による自治が行われていたことに由来するが、1993 年
の第73次憲法改正を受けて、地方自治体とし ての地位が与えられた。パンチャーヤトは県レベル、郡・区レベ
ル及び村落レベルの3層で設けられ、それぞれ普通選挙で選ばれた議員から構成される。パンチャーヤトには、
各所管地域における経済開発の計画・実施や社会正義実現のための様々な権限が与えられており、農業、小規模
灌漑、畜産、漁業、社会林業、小規模産業等の分野で行政権限を行使することが認められている。パンチャーヤ
トはまた中央及び州法の執行にも関与し、州が指定する租税や料金の徴収が認めらる場合もある。

149 Section 4（d）, Panchayats （Extension to the Scheduled Areas） Act, 1996
150 Section 4（k）, Section 4（l）, Panchayats （Extension to the Scheduled Areas） Act, 1996; Orissa Mining 

Corporation Ltd. vs. Ministry of Environment & Forest & Others, 2013（6） SCC 476; Ramakanta Mahakud v. 
State of Odisha and Ors., 2015（I）ILR-CUT705c

151 部族問題省（Ministry of Tribal Affairs）Explanatory Memorandum on the Special Report of the National 
Commission for the Scheduled Tribes, 2012（10 December 2012）http://tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Docu
ments/201312190458410041628ATRSpecialReportinEnglish.pdf 

152 AIR 1997 SC 3297
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（c）1986年環境（保護）法（EPA）
　EPAは、環境の保護・修復並びにこれらに関連
する事項について規制する法である。

（ i ）  EPA第7条は、所定の基準を超えて環境汚染
を排出又は排気する産業の遂行を禁じている。

（ ii ）  第6条及び第25条は、中央政府に対して、環境
の保護及び管理に必要とみなす規則を制定す
る権限を与えている。

（iii）  1986年環境（保護）規則は、同規則の付表1か
ら4に列挙される産業、事業又は工程につい
て、それぞれ環境汚染物質の排気・排出基準
を定めている。

（iv）  規則第5条により、中央政府は、通達の発令に
より、ある地域における産業及び事業の立地
を禁止又は制限することができる。

（ v ）  同様に、規則第13条により、中央政府は、異
なる地域における危険物質の取扱いを禁止又
は制限することができる。

（vi）  規則第14条は、水質法第25条、大気法第21条
又は1989年危険廃棄物（管理処理）規則の下
で、承認が必要とされる産業、事業又は工程
を遂行する者に対して、毎年9月30日までに、
所管のSPCBに対して、前会計年度（3月31日
まで）の環境報告書を提出することを義務付
けている。

　EPAの下で、様々な産業から出される危険廃棄
物や騒音公害等について様々な規則が制定されてい
る。これらの規則の下で、対象となる産業ユニット
の遂行に際してライセンス、承認や規制が規定され
ている。

1.2　中央政府による環境許可に関する通達
（a）S.O.60（E）of1994–環境影響評価に関する通達

上記の通達により、同通達の付表Iに列挙される新
規事業を行うためには、中央政府から環境許可を取得
することが義務付けられている。同通達の付表Iには
主に、鉄鋼生産、5ha超をリースする鉱業事業等の金
属産業が列挙されている。

新規事業の実施を希望する者は全て、通達の付表II
に規定された様式に従い、環境影響価報告、環境管理
計画及び通達の付表IVに定める公聴会の詳細を含む
プロジェクトレポートと共に、環境森林省が適宜発行
するガイドラインに従って作成した申請書を提出しな
ければならない。

通達により、下記プロジェクトについては、公聴
会に関する規定の適用が免除されている。
（ i ）  通達／指定された産業地域又は産業開発局の

管轄下にあり産業用地に指定された地域に所
在する小規模産業ユニット

（ ii ）  高速道路の拡張及び補強
（iii）  25haまでのリース地域の採掘事業（主要鉱物）

（iv）  輸出加工区及び特別経済区に所在するユニット
（ v ）  既存の灌漑事業の近代化

以下のような現場特有の事業、①採掘、②ピット・
ヘッド式火力発電所、③水力発電、主要な灌漑事業又
は洪水管理を含むそれらの組合せ、④港湾（非主要港
を除く）、⑤500haを超える区域での主要鉱物の探鉱
及び開発事業、については、プロジェクトを所管する
政府当局は、調査を開始する一方で、プロジェクト現
場の所在地についてMoEFに対して通知せねばなら
ない。MoEFは、最長30日以内に提案されている現
場の妥当性について決定を伝える。当該現場認可は、
認可された容量について認められるものであり、建設、
操業又は採掘開始からそれぞれ5年間有効である。

申請と共に提出された報告書の評価は、MoEFの影
響評価局（Impact Assessment Agency）により行わ
れる。影響評価局は、必要と考える場合、専門家委員
会に諮問する。専門家委員会は、プロジェクトの操業
開始前、操業中又は操業開始後にいつでも、現場への
立入り及び検査を行う完全な権限を有している。影響
評価局は、プロジェクト所管当局が提出した文書及び
データによる技術的補助に基づき、現場又は工場への
訪問により収集したデータ及び公聴会の詳細を加味し
て、一連の提言を纏める。

評価は、必要な文書及びデータをプロジェクト所
管当局から受領し、公聴会を終了後、90日で完了さ
れる。決定はその後30日以内に通知される。認可は、
建設又はプロジェクトの操業開始から5年間有効であ
る。

プロジェクト所管当局は、環境及び現場認可を取
得するまで、プロジェクト立上げの準備的又はその他
の建設作業を開始することはできない。認可が受けら
れた事業に対しては、影響評価局に対して半年ごとの
報告書の提出が義務付けられる。

1.3　その他の法規
その他の関連法規については以下に概要を纏めて

いる。

（a）1927年インド森林法　Indian Forest Act, 1927
（森林法）
森林法は、森林に関する法を統合し、森林生産物

の輸送並びに木材及びその他の森林生産物に対して徴
収する租税について規定している。森林法第3条によ
り、州政府は、政府が財産的権利を所有するいかなる
地域についても、「森林指定区」と宣言する権限を有
している。ある土地が森林指定区として通達された場
合、第5条により、当該土地に関していかなる権利も
取得することはできず、同法の施行規則に基づく場合
を除いて、当該土地を整地することもできない。

第11条により、森林調停官（Forest Settlement 
Officer）は、当該土地について権利請求があった場
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合、当該土地を森林指定予定から除外する、土地の所
有者と当該権利の放棄について合意を行う、又は
1894年土地収用法の手続に従い土地の収用手続を開
始する、といったいずれかを行う権限が与えられてい
る。

森林法第23条は、さらに、通達が出された場合、
政府若しくは権利保有者により又はこれを代表して付
与若しくは書面の契約が行われた場合を除き、当該土
地に対していかなる種類の権利も取得することはでき
ないとしている。第27条は、州政府に対して、通達
により「森林指定区」の指定を解除する権限を与えて
いる。

同様に、森林法の第28条及び29条は、州政府に対
して、ある土地を「村落森林」又は「森林保護区」と
して宣言する権限を与えている。「森林指定区」に対
して適用される全ての制限が村落森林に対しても適用
される。

（b）1980年森林（保全）法（森林保全法）
森林保全法は、森林保全及びこれに関連・付随す

る問題について規定する法である。 森林保全法の第2
条は、州政府又はいかなる他の政府当局も、森林地帯
又はその一部について非森林目的での使用を指示する
命令又は自生する木の伐採を指示する命令を行うに際
して、中央政府の事前承認を得なければならないとし
ている。

（c）1972年野生生物（保護）法
野生生物法は、野生動物、鳥及び植物の保護並び

にこれに付随又は関連する事項について規定してい
る。野生生物法第17条Aは、森林地帯又は中央政府
が指定した地域における特定の植物の採取、抜根等を
禁止している。第17条Bにより、野生生物主任監視
官（Chief Wild Life Warden）は、 州政府の事前承認
を得て、森林地帯又は第17条Aに指定された地域に
おいて、同項に規定する利用条件に従い、植物の採
取、抜根、取得又は収集を認めることができる。第
18条は、州政府に対して、森林保護区又は領海以外
のいかなる地域についても、通達により自然保護区と
して指定する権限を与えている。

州政府が自然保護区として指定した土地について
は、いかなる者も当該土地に対して権利を取得するこ
とはできない。第24条及び第25条により、対象地域
の歳入主任担当官（Collector）は、当該土地に対して
権利を主張する者の主張を認め又は却下する命令を下
すことができる。歳入主任担当官は、第25条に基づ
き、当該土地の収用手続を開始することができる。第
27条は、いかなる者による自然保護区への立入りを
禁止している。但し、自然保護区の境界内に所在する
動産への権利を所有する者による場合を含め、一定の
例外を規定している。

同様に、第35条は、州政府に対して、ある地域を

国立公園として宣言する権限を与えている。請求権の
手続及び立退きを行う権限については、自然保護区に
適用される規定と同様の規定が国立公園に対しても適
用される。

第64条は、州政府に対して野生生物法の規定を遂
行するための規則を策定する権限を与えている。 

（d）1974年野生生物（保護）（Odisha）規則Wild Life
（Protection）（Orissa）Rules,1974
当該規則は、州政府が自然保護区として指定する

ことを提案する土地についての権利請求の手続等につ
いて規定している。本規則は、当該請求の申立及び処
理手続を規定している。

（e）1991年第三者損害賠償責任保険法　Public
LiabilityInsuranceAct,1991

本法は、有害物質の取扱いにより影響を受けた者
及びこれにより発生した事故に対する即時救済並びに
関連・付随事項について規定する。本法は、有害物質
を取扱う所有者に対し、事故発生時に救済を提供する
責任を課し、これに関して保険を掛けることを義務付
けている。

2. 労働法
2.1　1948年工場法　The Factories Act, 1948（工

場法）
工場法は、工場で働く労働者の雇用に関して規制

する法であり、工場、システムその他の作業所の十分
な維持、十分な訓練及び監視を含め、工場で作業中の
労働者の健康、安全及び福祉について規定している。
工場法により、「工場」とは、動力を使用して製造工
程を遂行し、かつ過去12ヶ月のいずれかの日におい
て10名以上の労働者が作業していた施設、又は動力
を使用しない製造工程の場合には少なくとも20名以
上の労働者が作業していた施設であると定義されてい
る。各州政府は、工場設立計画の事前提出、設立登録
の承認及び工場ライセンスに関する規則を定めてい
る。

2.2　1952年従業員準備基金及び雑則法　The
E m p l o y e e s’  P r o v i d e n t  F u n d s  a n d
MiscellaneousProvisionsAct,1952

20名以上の従業員を雇用する工場並びにその他政
府が適宜通達する事業所及び産業施設に対して適用さ
れる。本法は、適用対象の事業所に対して、地域準備
基金長官への登録を義務付け、雇用主及び従業員の双
方に対して、基本賃金、物価手当及びその他の従業員
に支払われる手当ての所定割合を、均等に従業員積立
基金に拠出することを義務付けている。本法はまた、
雇用主が、様々な登録簿を維持し、州の準備基金長官
に毎月報告書を提出することを義務付けている。
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2.3　1948年従業員国家保険法　TheEmployees’
StateInsuranceAct,1948

従業員の病気、出産及び労働災害の場合の一定の
便益提供について規定している。本法の適用対象とる
事業所に勤務する全ての従業員は被保険者となり、雇
用主は所定の拠出を行わねばならない。これに加え
て、雇用主は本法の下で工場又は事業所を登録し、所
定の記録及び登録簿を維持することが義務付けられて
いる。月給15,000INRを受取る全ての従業員（臨時雇い
の場合を含む）は、直接雇用又は派遣業者を通じた間
接雇用を問わず、本法の保険に加入する資格がある。

2.4　1947年産業紛争法　The Industrial Disputes
Act,1947

産業紛争の調査及び解決に関する手続を規定して
いる。紛争が存在し又は紛争が認識された場合、紛争
の発生若しくは継続又は手続係属中にストライキや
ロックアウトが発生・継続することを防止するため
に、調停官による当該紛争の解決又は所管政府による
労働裁判所、労働審判所若しくは仲裁への紛争紛付託
が行われる。労働裁判所又は審判所は、雇用契約の修
正又は労働者の復職を命じる等の適切な救済を与える
ことができる。

2.5　1970年請負労働（規制及び廃止）法　The
Contract Labour（Regulation andAbolition）
Act,1970

20名以上の請負労働者を雇用する会社に対して登
録を義務付けるとともに、請負労働者の福祉及び健康
について一定の義務を課している。本法により、派遣
先である事業所及び派遣業者は、登録官の下に登録せ
ねばならない。本法は、派遣業者に対して、食堂、休
憩所、飲料水、トイレ、救急設備及びその他の設備の
提供並びに賃金の支払いについて一定の義務を課して
いる。但し、派遣業者がこれらの施設を提供できない
場合、主たる雇用主が所定期間内にこれらの施設を提
供せねばならない。

2.6　1996年建築及びその他の建設労働者（雇用及
び労働条件の規制）法　TheBuildings and
OtherConstructionWorkers（Regulation of
Employment andConditions of Service）Act,
1996（「建設労働者法」）

建築及びその他の建設労働者の雇用並びに安全及
び福祉措置を含めた労働条件について規制する法であ
り、10名以上を現在雇用している又は前年に雇用し
た全ての事業所に対して適用される。但し、工場法及
び鉱山法の規定が適用されるその他の活動に対しては
適用されない。本法の規定が適用される各事業所は、
作業開始から60日以内に本法の下で登録せねばなら
ない。さらに、雇用者は、建築又はその他の建設作業
の開始について、その30日前に通知を行わねばなら

ない。1998年建築及びその他の建設作業労働者（労働
及び労働条件の規制）中央規則（Building and Other 
Construction Workers （Regulation of Service and 
Conditions of Service） Central Rules, 1998）により、
建設労働者に対する包括的な健康及び安全措置が規定
されている。建設労働者法により、500名以上の労働
者を雇用する全ての事業所は、使用者及び労働者同数
から構成される安全委員会を設置する他、資格を持つ
安全管理者を置かねばならない。安全措置に関する規
定のいかなる違反も、罰金若しくは禁固刑又はその両
方が課されるおそれがある。違法行為が継続する場合
はさらに1日につき100INRの罰金が課される。本法
はまた、建築又はその他の建設作業の開始通知を怠っ
た場合及び検査や調査の妨害等に対しても罰則も規定
している。

2.7　1965年賞与支払い法　ThePaymentofBonus
Act,1965

会計年度中のいずれかの日に20名以上を雇用して
いる工場又は事業所に対して、その従業員に対して利
益又は生産／生産性をベースにして賞与を支払うこと
を義務付けている。本法は、賞与を支払うべき会計年
度中に配分可能な余剰利益があるかどうかを問わず、
最低賞与の支払いを保証している。 使用主は、全て
の従業員に対して、従業員が当該会計年度中に得た給
与又は賃金の8.33%又は100INRのいずれか高い方を
最低賞与として支払わねばならない。

2.8　1972年退職一時金支払い法　ThePayment of
GratuityAct,1972

全ての工場、鉱山、油田、プランテーション、港
湾、鉄道及び10名以上を雇用する又は直近12ヶ月の
いずれかの日において10名以上を雇用していた事業
所に対して適用される。本法は、従業員が5年以上継
続勤務した場合において、定年退職、退職若しくは辞
職又は事故若しくは病気による死亡若しくは障害（こ
の場合、最低継続勤務5年は適用されない）に基づき
雇用を終了する際、退職一時金を支払う制度について
規定している。従業員に対して支払い可能な退職一時
金の上限は、100万INRとされている。 

2.9　1923年 労 働 者 補 償 法　TheWorkmen’s
CompensationAct,1923

職務を原因とした又は職務遂行中の事故により負
傷（一定の職業病を含む）、死亡又は障害を負うに至っ
た場合の労働者に対する補償支払いについて規定して
いる。本法の規定は、本法に定めるいかなる地位の従
業員に対しても適用され、建物、道路若しくは電線設
置の建設、維持又は修繕に従事する労働者を含む。
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2.10　1948年最低賃金法　TheMinimumWages
Act,1948

本法に定める指定産業に従事する従業員に対して
支払うべき最低賃金率を定めている。指定産業には、
道路の建設若しくは建築工事の維持に従事する労働者
を含む。

2.11　1936年 賃 金 支 払 い 法　ThePayment of
WagesAct,1936

一定の指定された産業に雇用される一定の種別の
労働者に対する賃金の支払いについて規定している。
本法は、賃金支払いにおける違法な控除や不当な支払
い遅延に対する迅速かつ効果的な救済措置を確保する
ことを目的としている。本法は、特に、賃金支払責
任、賃金期間の決定、賃金支払日並びに登録簿及び記
録の維持等について規定している。本法は、工場、産
業及びその他の事業所に対して適用される。

2.12　1961年出産支援法　TheMaternity Benefit
Act,1961

一定の事業所における出産前後の一定期間中の女
性の雇用を規制することを目的としており、出産支援
金及びその他の便益の提供について規定している。本
法は、政府に帰属する事業所を含め、工場、鉱山又は
プランテーションを問わず全ての事業所及び馬術、ア
クロバティック若しくはその他のパフォーマンスを行
うために人が雇用されているような全ての施設に対し
て適用される。本法はまた、10名以上を雇用する又
は直近12ヶ月中のいずれかの時点で10名以上を雇用
していた全ての店舗及び施設に対しても適用される。
全ての女性にその資格があり、使用主は、出産日直前
期間、出産日及び出産日直後から6週間の期間を含め
た休職期間中につき、1日平均賃金率で出産支援金を
支払うことが義務付けられている。

2.13　1855年致命的事故法　TheFatal Accidents
Act,1855

違法行為、怠慢又は不履行により人が死亡した場
合及び当該行為により死亡に至らないまでも負傷した
場合に、負傷した個人は違法行為者に対して損害賠償
を請求する訴訟を提起することができ、また当該事故
により死亡した個人の配偶者、親又は子の利益のため
に故人を代表して訴訟を提起することができる。訴訟
は執行人、管理人又は故人の代表者によりその名前に
おいて提起されねばならず、裁判所は、適当と判断す
る損害賠償額をを認めることができる。 

2.14　炭 鉱 準 備 基 金 及 び 雑 則 法　CoalMines
P r o v i d en t Fund and M i sce l l a neous
ProvisionsAct

中央政府は、通達により、準備基金、年金、賞与
及び預金付帯保険に関する計画を策定し、当該計画が

適用されるべき炭鉱を指定することができる。本法は
「炭鉱」、「使用主」及び「従業員」を定義している。
中央政府が策定したこれらの計画は、全て国会両院に
提出せねばならず、両院の承認を得て初めて有効とな
る。 本法はまた、使用主が拠出するべき金額の決定
方法についても規定している。また、請負業者及び使
用主が支払うべき金銭の回収並びに本法違反行為に対
する損害賠償及び罰則についても規定されている。 

2.15　1957年炭鉱規則　CoalMinesRegulations,
1957

本規則は鉱山法第57条に基づき策定された。本規
則は、鉱山法が定める申告書、通知及び記録の提出／
作成様式及び手続について規定している。本規則はま
た、炭鉱においてマネージャー、安全管理者及び必要
な場合はアシスタント・マネージャーを任命すること
を義務付けている。さらに、測量技師、マネージャー
及び安全管理者に対して証明書を付与する機関とし
て、採炭審査委員会（Board of Mining Examinations）
の設置及び同機関による審査の実施方法についても規
定されている。本規則は、労働者、有資格者及び公務
員の義務及び責任についても規定し、また、採掘計
画、鉱山の運営、人や資材の運搬及びその他炭鉱の機
能に必要な側面についても取扱っている。 

2.16　1966年鉱山職業訓練規則　MinesVocational
TrainingRules,1966（“VocationalRules”）

本規則は鉱山法が管理する全ての鉱山に対して適
用される。本規則は、鉱山で作業する一定の労働者を
訓練する必要がある場合並びに提供する訓練の基準及
び方法について規定している。本規則はまた、訓練セ
ンターの設置、当該訓練の準備及び本規則に定める一
定のカテゴリーの従業員の訓練義務についても規定し
ている。

2.17　1996年 鉱 山 託 児 所 規 則　MinesCreche
Rules,1996

鉱山法に定める鉱山で働く女性に対する託児所の
提供について規定している。規則は、提供すべき託児
所の基準にも言及しており、また、洗面所、医療施設
及びバスルーム等のその他の衛生や健康に必要な施設
についても規定している。 

2.18　1956T年 賃 金 支 払 い（鉱 山）規 則　The
PaymentofWages（Mines）Rules,1956

本規則は、鉱山法が適用される鉱山の所有者又は
所有者が契約する請負業者により雇用される労働者へ
の支払いに適用される。賃金台帳の維持、損害に関す
る賃金控除及び損失等について規定している。また、
賃金支払い通知を表示すべき場所の手続、支払日の通
知、賃金支払い権限及び当該規則の違反に対する罰則
等についても規定する。
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2.19　1989年未払い賃金支払（鉱山）規則
鉱山法で定義される鉱山又は油田の所有者に雇用

される労働者に対する未払い賃金の支払いについて規
定している。本規則は、規則に従い当該従業員の未払
い賃金の支払いを受取る代表者を指名する手続及びこ
うした未払い賃金の取扱い方法について規定してい
る。

2.20　1946年雲母鉱山労働者福祉基金法　The
MicaMinesLabourWelfareFundAct,1946

本法は、雲母採掘産業で雇用される労働者の福祉
促進活動を資金援助するための基金を創設する法であ
る。中央政府は、雲母の輸出に租税を課し、これによ
り集められた資金は、中央政府が本法の定める目的の
ために利用することができる。 

2.21　1961年金属鉱山規則　TheMetalliferous
MinesRegulations,1961

本規則は、石炭又は石油鉱山以外の全ての鉱山に
対して適用され、鉱山法が定める申告書、通知及び記
録の提出・作成様式や手続について規定している。本
規則はまた、鉱山におけるマネージャー、安全管理官
及び必要な場合はアシスタントマネージャーの任命を
義務付けている。測量技師、マネージャー及び安全管
理官に対して証明書を付与する機関として採掘審査委
員会（Board of Mining Examinations）の設置や、同
機関による審査の実施方法についても規定がある。労
働者、有資格者及び公務員の義務や責任についても定
め規定、採掘計画、鉱山の運営、人や資材の運搬及び
その他鉱山の機能に必要な側面についても取扱ってい
る。

2.22　1972年石灰岩及びドロマイト鉱山労働者福祉
基金法　The Limesone andDromiteMines
LabourWelfareFundAct,1972

本法は、石灰岩及びドロマイト鉱山で雇用される
労働者の福祉促進活動を資金援助することを目的とし
て石灰岩及びドロマイトへの租税徴収について規定す
るための法である。中央政府は、いかなる鉱山で産出
され、いかなる工場所有者によって販売若しくは処分

され又は鉱山所有者により使用された石灰岩及びドロ
マイトについて租税を課すことができる。また、工場
の所有者に対して物品税が徴収され、集められた資金
は、中央政府が本法に定める目的のために利用するこ
とができる。本法を補完するものとして1973年石灰
岩及びドロマイト労働者福祉基金規則が制定されてい
る。

2.23　1976年鉄鉱石鉱山、マンガン石鉱山及びクロ
ム鉱石鉱山労働者福祉基金法The IronOre
Mines,ManganeseOreMines andChrome
OreMinesLabourWelfareFundAct,1976

本法は、鉄鉱石鉱山、マンガン鉱山及びクロム鉱
石鉱山で働く労働者の福祉促進活動の資金援助につい
て規定するための法である。同法に基づき設立された
基金は、中央政府がこれらの鉱山で雇用される労働者
の福祉促進に適切な又は必要な措置に関して生じる支
出を賄うために利用される。 

2.24　1988年鉱物保全開発規則
石油、天然ガス、石炭、亜炭及び充填用砂等を除

く全ての鉱物の予備調査、採掘作業及び探鉱作業を実
施する方法について規定している。本規則に定める
様々な作業を遂行する有資格者の雇用方法についても
定めている。 

2.25　1999年 花 崗 岩 保 全 開 発 規 則　Granite
ConservationandDevelopmentRules,1999

花崗岩の探査及び採取を目的として行われる予備
調査、採掘及び探鉱作業を実施する方法について定め
ている。本規則は、本規則に定める様々な作業を遂行
する有資格者の雇用方法についても定めている。

2.26　1999年 大 理 石 開 発 保 全 規 則　Marble
DevelopmentandConservationRules,1999

大理石の探査及び採取を目的として行われる予備
調査、採掘及び探鉱作業を実施する方法について定め
ている。本規則に定める様々な作業を遂行する有資格
者の雇用方法についても定めている。 
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C　外国直接投資
外国為替の流出入、外国為替による投資及び借入

れ 制 度 は、1999年 外 国 為 替 管 理 法（Foreign 
Exchange Management Act, 1999、以下「外為法」）
及びインド準備銀行（RBI）が出すその関連規則、規
制、回覧（Circular、以下「サーキュラー」）及び説明 
により規律されている。全ての外国為替取引は、当座
勘定取引又は資本勘定取引のいずれかにより行われ
る。資本勘定取引は、非居住者のインド資産又は負債
及び居住者の海外資産又は負債の変更にかかわるもの
である。その他の全ての取引は当座勘定に基づくもの
である。インドルピーは、RBI又は政府の承認が必要
とされる一定の場合を除き、当座勘定取引及び貿易目
的では完全に交換可能である。

資本勘定取引は、特別に許可されていない限り原
則として認められていない。当該許可は、様々な条件
又は制限付きでRBIが外為法の下で出した規則に従い
与えられている。特に認められている取引には、（i）
非居住者による対インド投資、（ii）非居住者によるイ
ンド居住者のための保証、（iii）紙幣の輸出入、及び

（iv）非居住者のインドに所在する資本資産の海外送
金が含まれる。

RBIが通達した2000年外国為替管理（海外居住者に
よ る 証 券 の 譲 渡 又 は 発 行）規 則（The Foreign 
Exchange Management （Transfer or Issue of 
Security by a Person Resident outside India） 
Regulations, 2000）は、インド証券への外国投資につい
て規律している。本規則は、対インド投資のルートで
ある外国直接投資ルート、外国ベンチャー・キャピタ
ル投資ルート及び外国ポートフォリオ投資ルートを規
律している。さらに、商工省の産業政策促進局（DIPP）
が出すFDI政策は、インドにおける外国投資の枠組
みを策定している。FDI政策は、DIPPにより毎年発
行・改定されている。さらに、中央政府はまた、適
宜、外国投資の枠組みを明確化又は修正するために
サーキュラーを発令している。これに加えて、RBIも
また毎年外国投資についてのマスター・サーキュラー

（Master Circular）を発令している。これは、インドに
おける外国投資を規律する枠組みの手引きともなるも
のであり、関連する全てのRBIの指示を包括している。

DIPPの一部である外国投資促進局（FIPB）は省庁
間組織であり、FDI申請を処理し、また政府承認のた
めに提言を行う責任を負っている。DIPPが策定した
既存のFDI政策、プレスノート及びその他の通達さ
れたガイドラインがFIPBによる決定の根拠となる。
FIPBは、提言を行う過程で、FDI政策の策定に著し
い影響を与えている。

外為法は、対外的な取引及び支払いを促進し、ま
たインドにおける外国為替市場の秩序立った発展及び
維持を促進することを目的とした、外国為替に関する
法を統合する法である。

「海外居住者」とは、インドに居住しない者であっ
て、「インド居住者」は以下のように定義されている。
（ i ）  前会計年度において180日を越えてインドに居

住している者。但し、以下の者を除く。
A.  以下のいずれかの場合により、インドを転出

した者又はインド国外に居住する者
a）  インド国外での雇用のため
b）  インド国外で事業又は職業を遂行するため
c）  その他のいかなる目的のためであって、

不確定期間インド国外に留まる意図を示
唆するような状況が存在する場合 

B.  以下のいずれかの場合を除き、インドに渡来
した者又はインドに滞在する者
a）  インドにおける雇用のため又は雇用を引

受けるため
b）  インドにおいて事業又は職業を遂行する

ため
c）  その他のいかなる目的のためであって、

不確定期間インド国外に留まる意図を示
唆するような状況が有る場合

（ ii ）  インドにおいて登録又は設立された者又は法人
（iii）  海外居住者が所有又は支配するインドに所在

する事務所、支店又は代理店
（iv）  インド居住者が所有又は支配する海外に所在

する事務所、支店又は代理店

C1.　自動承認ルートによる鉱山及び鉱物分野へのFDI 
鉱山及び鉱物分野（ダイヤモンド、金、銀及び貴金

属鉱石を含む金属並びに非金属鉱石の採掘及び探査を
含む）は、チタン含有鉱物及びその鉱石を除き、自動
承認ルートで100%のFDIが認められている。チタン
含有鉱物・鉱石の採掘及び鉱物分離、価値の付加並び
に統合的活動は、100%までFDIが可能であるが政府
承認が必要とされている。また、これらのFDIは、
鉱山鉱物法の諸規定に従うものとされている。電力事
業、鉄鋼及びセメント事業並びにその他の適格活動に
よる自家消費用の石炭及び亜炭の採掘については、自
動承認下で100%のFDIが認められているが、1973年
炭鉱（国有化）法の諸規定に従わねばならない。さら
に、洗炭所のような石炭処理工場の設立についても自
動承認で100%のFDIが認められているが、事業者は
採掘活動を行ってはならず、また公開市場において石
炭又はサイジングされた石炭をその選炭工場から販売
してはならず、さらに洗炭又はサイジングした石炭
は、これを目的として選炭工場に原炭を供給した事業
者に対してのみ提供せねばならないとされている。 

原子力エネルギー局が2006年1月18日付けで発令し
た通達（Notification No. S.O. 61（E））に列挙される「所
定の物質」の採掘については、FDIが禁止されている。 

次項では、インドにおける外国投資に適用される
規制枠組みの概観を示す。
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C2.　FDIルート
• 政府承認ルートによるFDI

上記に述べたうように、鉱業部門における外国投資
は、ほぼ自動承認下で外国投資に開放されているが、
同部門への投資構造によっては、外国投資にFIPB若し
くはRBI又はその双方の事前承認を必要とする場合が
ある。FIPBの承認が必要となる主要な要素は、（i）株
式交換による投資の場合、（ii）会社設立前支出又は資
本財、機械若しくは設備（中古設備を除く）の輸入を対
価とする株式の発行、（iii）他のインド企業の株式取得
事業にのみ従事する会社への投資である。同様に、
FDI取引にRBIの承認を必要とする要素は、（i）対価の
延払いを含む証券の譲渡及び（ii）一部の条件が充足さ
れず価格規制に従わない証券の譲渡の場合である。

• FDIの手段及び価格規制
FDIルートの下で非居住者に対して発行可能な資本

手段は、普通株式、強制転換型優先株式（CCPs）及
び強制転換型社債（CCDs）である。CCPs及びCCDs
は、所定期間満了後、強制的に普通株式に転換されね
ばならない。RBIは、所定の条件及び価格規制に従う
ことを条件に、オプション条項（プットオプション
等）付きの普通株式、転換型優先株式及び転換型社債
を非居住者に対して発行することも認めている。但
し、コール／プット行使価格は、当該オプション行使
時点で決定される公正価格に従わねばならない。

表2．FDIの手段及び価格規制
手段 普通株式

会社の所有権 有
議決権 有
リターンの性質 利益配当（剰余金への利益移転規則に従う）

価格規制（オプション付き又はオプ
ション無し）

上場株式：2009年インド証券取引委員会（資本の発行及び開示義務）規制
（SecuritiesExchangeBoardofIndia（IssueofCapitalandDisclosure
Requirements）Regulations,2009、以下、「SEBIガイドライン」）に従
う。
未上場株式：対等当事者間取引ベースで株式の価値に関する国際的に認
められた価格決定方法に基づき計算された価格以上

会社清算時の優先順位（担保債権者
が存在しない場合） 3番

手段 CCPs
会社の所有権 有
議決権 無（一定の例外を除く）
リターンの性質 優先配当可能。配当率は財務省が定めた上限を超えない。

価格規制（オプション付き又はオプ
ション無し）

上場株式 :SEBIガイドライン
未上場株式：対等当事者間取引ベースで株式の価値に関する国際的に認
められた価格決定方法に基づき計算された価格以上

会社清算時の優先順位（担保債権者
が存在しない場合） 2番

手段 CCDs
会社の所有権 無
議決権 無
リターンの性質 利子

価格規制（オプション付き又はオプ
ション無し）

上場株式 :SEBIガイドライン
未上場株式：対等当事者間取引ベースで株式の価値に関する国際的に認
められた価格決定方法に基づき計算された価格以上

会社清算時の優先順位（担保債権者
が存在しない場合） 1番
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• 下流FDI
FDI政策により、インド企業への直接及び間接的な

外国投資の双方が規律されている。非居住者が所有又
は支配するインド投資会社による他のインド企業への
投資は、間接的外国投資とみなされる。インド投資会社
は、その資本が非居住者により受益的に所有されてい
る場合に所有されているとみなされ、またその取締役
会の過半数を指名する権利又は株主間契約若しくは議
決権行使契約等により経営又は政策決定を支配する権
利を非居住者が持つ場合に支配されているとみなされ
る。このようなインド会社による下流投資は、外国投資
に適用される規制枠組みを遵守する必要がある。但し、
インド投資会社の資本の50%超がインド居住者によ
り所有されており、かつその取締役会の過半数がインド
居住者により支配されている場合、このようなインド
投資会社による下流投資は外国投資とはみなされず、
外国投資に適用される規制枠組みは適用されない。

C3.　FPIルート
FPIルートは、インドの上場証券にポートフォリオ

投資を行うことを希望する非居住者が利用できる。 
FPIルートで投資を行う非居住者は、2014年SEBI

（外国ポートフォリオ投資）規制に基づきSEBIが認可
した預託機構参加者（depository participant）から登
録証明を得なければならない。

• FPIとして登録するメリット
SEBIに 登 録 さ れ たFPIは、 本 国 送 還 ベース で、

SEBI及びRBIが適宜指定する諸条件に従い、証券発行
人から直接又はインドの証券取引所において認可された
証券仲介人を通じて、以下の証券を買うことができる。

- 期限付き政府証券・短期国債
-  インド企業が発行した上場非転換型の無担保債及
び担保付債

-  資産再建会社が発行した証券受取証。但し、全て
の適格投資家が保有する証券の合計保有率は、資
産再建会社が発行した証券受取証のスキームの各
トランシェの支払い価値の74%を超えない。

-  現行ECBガイドラインに定義されるインドの
「インフラストラクチャー」分野に従事する企業
の上場又は未上場非転換証券。

-  RBIにより「インフラ金融会社」として分類され
るノンバンク金融機関が発行した非転換型の無担
保債及び担保付債

-  インフラ債務基金（Infrastructure Debt Funds）
が発行するルピー建ての債務又はユニット

-  発行市場における非転換型の無担保債及び担保付
債。但し、当該証券は当該投資の15日以内に上
場することが約束されている場合。

-  信用補完社債

上記のように、FPIとして登録された投資家は、イ

ンドのインフラ会社の上場証券又はインフラ分野に従
事する会社の未上場の非転換型の無担保債及び担保付
債への投資に適している。

• 投資制限
各FPIによる保有率は、インド会社が発行した各シ

リーズの転換社債の払込資本の10%を超えないもの
とされ、かつ全てのFPIの持分を合わせたFPI総保有
率は、払込普通株式資本の24%又は各シリーズの転
換社債の払込価値の24%を超えないものとされてい
る。当該24%上限は、対象インド会社が取締役会決
議で承認し、さらに特別決議（出席株主の75%の賛成
票）により承認した場合、分野別投資条件又は法定上
の上限まで引上げることが認められている。上記のよ
うに、ほとんどの分野において分野別投資上限は
100%とされている。

但し、当該条件は、FPIによる非転換社債への投資
には適用されない。FPIは、満期まで最低3年の残余
期間がある社債に対してのみ投資が認められている。
但し、FPIは、満期までの残余期間が3年未満の場合
であっても、証券を国内投資家に自由に譲渡すること
が認められている。FPIはコマーシャル・ペーパー、
流動性及び短期金融資産投資信託（MMMF）スキー
ムに投資することは認められていない。

FPIは、インドにおけるその保有証券の国内保管人
を任命しなければならない。

C4.　FVCIルート 
FVCIは、インド国外で設立された法人であって、

インドにおいてベンチャー・キャピタル投資を行うこ
とを提案する者である。FVCIは、FVCI規制に従い、
インドの資本市場の規制当局であるSEBIに登録する
ことが義務付けられている。FVCIとして登録すれば
一定のメリットを受けられるため、外国投資家にとっ
てFVCIは魅力のある投資ルートとなっている。年金
基金、ミューチュアルファンド、投資トラスト、投資
会社、 投資組合、資産管理会社、投資管理会社、寄付
基金、大学基金、慈善機関又はその他のインド国外で
設立された投資法人は、FVCI規制に規定された条件
及び基準を満たす場合、SEBIの下にFVCIとして登
録を求めることができる。

SEBIは、いかなる申請者に対してもFVCIとして
の登録を認める前に、当該申請をRBIに委ねその承認
を求める点に注意せねばならない。また重要な点とし
て、申請が検討されるためには、申請者は、SEBIに
対して、100万US$以上の拠出を約束する投資家から
のコミットメントレターを提出せねばならない。2007
年以降、RBIは、FVCIに対して承認を与える一方、
FVCIルートによる投資は、インフラ分野等の特定分
野についてのみ認めるとの条件を課し始めた。

FVCIは、インドにおける保有証券の国内保管人を
任命することが義務付けられている。
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• 認められる投資
FVCI規制第11条により、FVCIは、ベンチャー・

キャピタル事業の普通株式、普通株式リンク証券153

又は社債への投資が認められる。重要な点として、
FVCIは、一定種類のノンバンク金融会社、ゴール
ド・ファイナンス、及びインド政府の産業政策により
認められていない活動等に従事する企業への投資は認
められていない。但し、インフラ分野に該当する活動
を行うために特別目的会社を設置する持株会社への投
資は、このような持株会社は現行のRBI規制により対
外商業借入れ（ECB）を受入れることが認められてい
ることに鑑み、FVCIによる投資が認められているも
のと考えられる。

FVCIはその資金の全部を単一のベンチャー・キャ
ピタル事業に投資することが認められている。但し、
FVCI投資には以下の制限が適用される。

-  投資可能資金のうち少なくとも66.67% は、非上
場株式又はベンチャー・キャピタル事業の株式転
換証券に投資せねばならない

-   以下の投資については、投資可能な資金全体の
33.33%を超えてはならない。

（ i ）  上場を予定しているベンチャー・キャピタ
ル事業の新規公開株の取得

（ ii ）  FVCIが既に普通株取得により出資している
ベンチャー・キャピタル事業の債務又は債務
証券

（iii）  1年間のロックイン期間が定められた上場企
業株式の優先割当

（iv）  FVCI規制に基づき、投資の円滑化や促進を
目 的 と し て 設 立 さ れ た 特 別 目 的 事 業 体

（SPV）

• FVCIとして登録する利点
FVCIが享受する主な利点として、（i）FVCIについて

は、エントリーやエグジットに際してRBIの価格基準
に従う必要がないため、当事者が交渉により合意した
価格で証券の売買取引を行うことが可能、（ii）FVCI
が上場企業の株式を当該企業の発起人（プロモー
ター）に対して譲渡する場合、当該発起人に対して、
2011年SEBI（株式大量取得と買収）規制に定める公
開買付け義務が免除される、（iii）一定の場合、新規
株式公開（IPO）に伴う株式割当に関して1年間の
ロックイン期間が適用されない、及び（iv）FVCIは、

「1996年SEBI（ベンチャーキャピタルファンド）規
則」及びその後の2012年SEBI（代替的投資ファンド）

規制の下でで登録されたベンチャーキャピタルファン
ドに投資することができる、といった点が挙げられる。

ベ ン チャーキャピ タ ル ファン ド は、2012年SEBI
（代替的投資ファンド）規制の下でカテゴリーI代替的
投資ファンドに分類されているが、RBIは、これに対
応する規制を未だ改正していないことに注意せねばな
らない。

C5.　 対外商業借入れ（ECB：External Commercial 
Borrowings）による投資

ECBは、非居住者である貸出人から調達する銀行
借入れ、担保付証券（変動金利債権、固定金利債、非
転換型・選択的転換型・部分的転換型優先株式等）、
バイヤーズ・クレジット、サプライヤーズ・クレジッ
トの形式による商業貸付であって最低平均満期が3年
以上の貸付を指す。借入人としての適格性を満たす場
合、政府承認ルート又は自動承認ルートのいずれかに
より、US$、英lb、ユーロ及び日本円を含めた自由に
交換可能な通貨でECBを調達することが認められて
いる。外貨取扱い認可銀行は、自動承認又は政府承認
ルートで調達したECBの借入れ通貨の変更を、自由
に交換可能な通貨である限り認めることができる。近
年、RBIは、一定の条件を充足する場合には、貸出人
としての適格を有する全ての貸出人に対して、インド
ルピー建でECBを提供することを認めた。

インフラ分野へのECBについては、当該借入れが
借入人適格、貸付人適格、及び調達資金を許容されて
いる用途に利用するといった一定の条件を満たす限
り、追加的に政府の承認を必要としない。さらに、持
株会社又はRBIの規制枠組に置かれる中核投資会社

（コア・インベストメント・カンパニー）は、特別目
的会社のプロジェクトのためにECBを調達すること
ができる。但し、当該特別目的会社の事業活動がイン
フラ部門であること、当該特別目的会社がプロジェク
トの開発・実施を唯一の目的として設立されたこと及
びその他一定の条件を満たさねばならない。中核投資
会社に分類される持株会社の場合、中核投資会社に適
用される RBIの規制枠組みを遵守する等の他の条件
を遵守しなければならない。

• 認可された貸付人
借入人は、認可された貸付人とされる国際的に認

められた資金源からECBを調達することができる。
これには、外国普通株主も含まれるが、以下に示すよ
うな借入人の最低払込普通株式を維持することが条件
である。

153 「普通株式リンク証券」とは、普通株式に転換可能な金融商品又は強制的に若しくはオプションとして普通株式に
転換可能なワラント、優先株式又は社債を指す。
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-  500万US$までのECB– 貸付人が払込普通株式の
最低25%を直接保有している場合（提案されてい
るECBを含むECB総残高）。

-  500万US$を越えるECB -貸付人が払込普通株式
の最低25%を直接保有し、かつECB債務資本比
率が4対1を超えない場合（提案されているECB
を含むECB総残高）。

-  間接的な普通株主によるECBは、当該間接普通
株主によるインド企業の間接持分が少なくとも
51%である場合に認められる。

-  グループ企業によるECBは、借入人及び外国貸
付人の双方が同じ親会社の子会社である場合に認
められる。

• 金額及び満期
2,000万US$ま で のECBの 最 低 平 均 満 期 は3年、

2,000万US$を超えるECBについては5年間とされて
いる。但し、外国株主から会社の一般事業目的に調達
したECBについては、最低平均満期は7年とされてい
る。ホテル、病院、ソフトウェア産業及び様々なサー
ビス産業による場合を除き、調達可能なECBの最大
額は、1会計年度に7億5千万 US$までとされている。

ECBのコスト総額上限は表3のように定められてい
る。

コスト総額には、利子率並びにその他の外貨建て
の料金及び費用を含むが、コミットメント・フィー、
前払いフィー及びインドルピーで支払われるフィーは
含まれない。コスト総額の計算には、インドルピー建
ての源泉徴収税の支払いは除外されている。

最終用途規制及び調達資金の保管：ECB調達資金は、
再融資（ECB調達資金をインフラセクターへの再融資
に利用することが認められているインフラ・ファイナ
ンス会社等特定の借入人を除く）、資本市場への投
資、企業買収、運転資金、既存のルピー建て融資の返
済及び不動産に利用することは禁じられている。但
し、最近になって、一定の条件に従う場合、自動承認
により、外国普通株主から運転資金目的を含めた一般
事業目的のためにECBを調達することが認められる
ようになった。さらに、総事業費用が25億INR（約4
千万 US$）以上のインフラ分野、製造業及びホテル事
業に従事する会社については、RBIが定めた一定の条
件を遵守する場合、政府承認ルートの下で、ルピー建

て債務の返済にECB資金を充てることが認められた。 
借入人は、ECB調達資金を認められた外貨支出や

ルピー支出に使用することができる。ECB調達資金
は、インド国外において保管するか又は利用するまで
の間ルピー建口座で保管することもできる。以前は、
インドにおけるルピー支出のために海外で調達した
ECB資金については、インドの認可銀行に開設した
借入人のルピー口座に直ちに送金する必要があった
が、借入人に対してより柔軟性を認めるため、適格
ECB借入人がECB調達資金を認められた使途に利用
するまでの間、最長6か月間、定期預金の形でインド
の認可銀行に預けておくことが認められた。また、外
貨支出のために調達されたECB資金は、利用するま
で海外に預けておくことが認められている。借入人
は、RBIから融資登録番号を取得する時点において、
ECB調達資金を外貨建て支出とルピー建て支出に区
別することが義務付けられている。ECB調達資金の
使途を報告するため、RBIに対して、毎月認可銀行が
証明したECB-2申告書を提出せねばならない。

表3. ECBのコスト総額上限
平均満期 6ヶ月LIBORに対するコスト総額上限*

3年以上5年以下 350ベーシスポイント
5年超 500ベーシスポイント

*各借入の通貨又は適用ベンチマーク
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C6.　投資方法に関する規制枠組み
対インド外国投資の主要なルートは、（i）FDIルー

ト、（ii）FVCIルート及び（iii）FPIルートである。上
記に加えて、RBIはまた、一定の制限及び条件の下

で、適格貸付人からECBを調達することも認めてい
る。表4に、FDI、FPI、FVCI及びECBによる外国
投資の登録及び承認義務の概要を纏めている。

表4. 投資ルート別・外国投資の手続き上義務一覧
投資ルート FDI

登録義務 無
規制当局 RBI（認可銀行）、FIPB、DIPP

承認義務

・自動承認ルートにより鉱業分野への100%のFDI可能。電力取引所へ
の投資は自動承認ルートで49%までのFDIが認められている。

・株式交換による投資にはFIPBの承認が必要。
・会社設立前支出及び資本財/機械/設備（中古設備を除く）の輸入の対
価としての普通株式発行にはFIPBの承認が必要。

・投資が対価の延払いを伴う場合又は投資価格が価格規制に従わない場
合には、RBIの承認が必要。

提出義務

・被投資会社は、FDI証券発行の対価受領から30日以内に対価受取りに
ついて報告。
・被投資会社はまた、認可銀行を通じて、RBIに対してFDI証券の発行か
ら30日以内に、様式FormFC-GPRにより発行の詳細について報告。

・発行済み株式への投資の場合、インド居住者である譲渡人は、譲渡対
価の受領から60日以内に認可銀行に様式FormFC-TRSを提出。

・被投資会社は、RBIに対して、毎年7月15日までに、外国負債及び資
産について申告書を提出。

投資ルート FPI
登録義務 有。2014年SEBI（外国ポートフォリオ投資家）規制
規制当局 SEBI

承認義務 自動承認ルートにより鉱業分野への100%FPIが可能。電力取引所への
投資は自動承認ルートにより49%までの投資が可能。

提出義務 FPIによる投資証券の保管人は、証券預託機関及びSEBIに対し、FPIが
行う取引について日々所定様式により報告。

投資ルート FVCI
登録義務 FVCI規制による登録義務有り
規制当局 SEBI及びRBI
承認義務 SEBI及びRBIによる登録時の承認を除いては、特に無し。
提出義務 保管人を通じた定期的報告義務。

投資ルート ECB
登録義務 無
規制当局 RBI

承認義務 自動承認ルートによるECBの場合政府承認の必要なし。但し、承認ルー
トが適用されるECBの場合、RBIによる事前承認が必要。

提出義務

・ECBについて認可銀行を通じてRBIに定期的な申告義務。
・借入人は、会社秘書役又は公認会計士により適切に証明されたECBの
詳細を、所定様式により、認可銀行を通じて、RBIに提出。

・借入人は、融資の引出し、ECB残高、債務返済及び元本返済スケ
ジュール等について、ECB-2申告書により、認可銀行による証明を受
け、毎月月末から7日以内にRBIに届くよう報告する。
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投資家又は取引先企業によるプロジェクトへの共
同投資は、合弁会社として構成することができる。その
場合、外国及び国内合弁パートナーの双方が合弁会社
に投資する。外国パートナーによるインド合弁会社への
投資は、上記で述べたものと同様の条件が適用される。

外国投資家は、会社設立を通じて、又は支店、連
絡事務所若しくはプロジェクト事務所をインドに構え
ることにより活動を行うことができる。以下、上記そ
れぞれの場合の規制枠組みについて説明する。

RBIが策定した2000年外国為替管理（インドにおけ
る支店、事務所又はその他の事業所の設立）規制

（Foreign Exchange Management （Establishment in 
India of a Branch or Office or other Place of 
Business） Regulations, 2000）により、海外居住者に
よるインドにおける支店、事務所又はその他の事業所
の設立禁止、制限及び規制が行われている。当該規制
により、いかなる海外居住者も、RBIの事前承認を得
ずにインドに支店、連絡事務所、プロジェクト事務所
又は名称を問わずその他の事業所を設立することはで
きない。自動承認ルートで100%のFDIが認められて
いる分野における連絡事務所の設置は、RBIの事前承
認を必要とする。その他の分野については、RBIは財
務省と協議の上、承認を与える。 

RBIは、インドに支店、連絡事務所又はプロジェク
ト事務所を設立する事業者に対して、報告義務を課し
ている。さらに、申請者は、支店又は連絡事務所の開
設についてRBIが規定する過去の業績及び純資産基準
を満たさねばならない。インドにおいてプロジェクト
を実行する外国企業は、インドにおいてプロジェクト
を遂行するためにインド企業から契約を取り付けた場
合、RBIが認めた一般許可の下でプロジェクト事務所
を設置することができる。

（a）��連絡事務所
連絡事務所（又は代表事務所）は、連絡活動のみ、

つまり海外の本店とインドの当事者との連絡を取持つ
窓口として活動することのみが認められている。連絡
事務所は、インドにおいていかなる事業活動も行うこ
とは認められておらず、インドで収入を得ることはで
きない。事務所の費用は全て海外本店からの外貨送金
により賄わなければならない。そのため、当該事務所
の役割は、市場機会についての情報収集及びインドの
見込み客への会社情報及び製品情報の提供等に限定さ
れる。事務所設立許可は当初3年間有効であり、認可銀
行（カテゴリーI）により適宜延長することができる。

連絡事務所はインドで以下の活動に従事できる。
（ i ）  親会社／グループ会社をインドで代表する。
（ ii ）  インドからの輸出又はインドへの輸入を促進

する。
（iii）  親会社／グループ会社とインド企業との技術

的／財務的提携を促進する。
（iv）  親会社とインド企業との連絡窓口を務める。

連絡事務所の設置を希望する外国会社は、本国に
おいて直近3会計年度において業績が黒字であり、か
つ純資産が少なくとも5万US$あることが必要であ
る。

（b）��支店
海外で設立された企業であって製造業又は商取引

に従事する会社は、RBIの承認によりインドに支店を
開設することができる。支店は、親会社又はグループ
会社を代表し、以下の活動を行うことが認められてい
る。
（  i ）  商品の輸出入
（ ii ）  専門職業的又はコンサルティングサービスの

提供
（ iii ）  親会社が従事する分野において研究活動を実

施
（ iv ）  インド親会社と会社又は海外グループ会社と

の技術的又は財務的提携を促進
（ v ）  インドにおいて親会社を代表し、インドにお

ける売買代理人として機能する
（ vi ）  インドにおいて情報技術及びソフトウェア開

発サービスを提供する
（ vii ）  親会社又はグループ会社が供給した製品の技

術サポートを提供する
（viii）  外国航空会社又は外国運送会社

通常、支店は親会社が従事する活動に従事するも
のとされる。
（ i ）  いかなる性質の小売取引も支店に対して認め

られていない。
（ ii ）  支店は、直接又は間接的に、インドにおいて

製造又は加工作業を遂行することはできない。
（iii）  支店が得た利益は、適用される税金支払い後、

インドから自由に送金可能である。

支店の設置を希望する外国会社は、本国において
直近5会計年度において業績が黒字であり、かつ純資
産が少なくとも10万ドルなければならない。

（c）プロジェクト事務所
外国会社は、自動承認ルートの下でプロジェクト

オフィスを設置することができる。但し、インド企業
との間でプロジェクトの遂行契約を取付けていること
を含め、一定の条件を満たさねばならない。プロジェ
クト事務所はインドで銀行口座を開設することが認め
られており、プロジェクトからの余剰収益を外国親会
社に送金することができる。

C7.　各投資手段の登録、報告及び提出義務
• FDI

FDI取引が承認ルートによる場合、FIPBに対して
申請を提出せねばならない。FIPBへの申請提出には、
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申請手数料は課されない。
FDI制度下で、株式、転換型社債又は優先株式を発

行し海外からの投資を受けるインド会社は、対価の受
領から30日以内に、RBIの地域事務所に対して、対
価金額の詳細について所定の報告様式により報告せね
ばならない。さらに、公認会計士による株式の公正価
格計算方法についての証明も併せて提出せねばならな
い。

インド企業は、証券発行後30日以内に、RBIに対
して Form FC-GPRを提出せねばならない。外国企業
への株式譲渡の場合には、インド企業は、認可銀行

（カテゴリーI）に対して、対価受領から60日以内に
Form FC-TRSを提出せねばならない。

インド会社による下流投資は、DIPP及びFIPBに
対して当該投資の30日以内に所定様式により通知せ
ねばならない。

• FPI
カテゴリーIのFPIは登録料を免除されているが、

カテゴリーII及びIIIに該当するFPIは、それぞれ
3,000 US$及び300 US$又はSEBIが適宜指定する金額
を、登録有効期間中3年ごとに納めねばならない。

FPIの保管人は、証券預託機関及びSEBIに対して、
FPIによる取引について日々所定様式により報告せね
ばならない。

• FVCI
SEBIに対して登録申請を行う。申請費用は2,500

US$であり、登録後は登録費用として10,000 US$を納
めねばならない。 

FVCIは、その投資活動について四半期ごとに
SEBIに対して報告する継続的な義務がある。 

• ECB
インフラ分野へのECBは自動承認ルートで認めら

れている。
借入人は、会社秘書役又は公認会計士による証明

を受けた融資の詳細を、所定様式により認可銀行に提
出せねばならない。認可銀行は当該書類をRBIに転送
する。借入人は、融資の引出し、ECB残高、債務の
返済、元本返済スケジュール等について認可銀行の証
明を受けたECB-2申告書を毎月月末から7日以内に
RBIに届くように提出せねばならない。

• 支店／連絡事務所
支店又は連絡事務所の設立申請は、認可銀行（カテ

ゴリー I）に提出し、そこからRBIに申請書類が転送
される。認可銀行は、申請に関して追加情報や明確化
を求めることができる。 

支店又は連絡事務所を設立する新規組織は、支店
又は連絡事務所を設立した地域を所管する州の警察署
署長に対して、支店又は連絡事務所の活動開始から5
営業日以内に、所定様式により報告しなければならな
い。

支店又は連絡事務所は、年度末3月31日付けで公認
会計士に作成させた年間活動証明書（Annual Activity 
Certificate）を監査済み貸借対照表とともに、9月30
日までに認可銀行（カテゴリー I）に対して提出せね
ばならない。

C8.　インド非居住者に対して適用される税金
インドにおける支店、連絡事務所又はプロジェク

ト事務所は、外国企業のインドにおける「ビジネスコ
ネクション」を創設することにつながり（所得税法上
の目的上）、このためインドにおける事業拠点に帰属
する当該企業の利益は、インドにおいて純利益に対し
40%の税金（加えて適用される追加税及び教育目的
税154）が課される。外国企業がインドとの二重課税防
止条約を締結している国に所在する場合、当該企業の
イ ン ド 事 務 所 は、 当 該 企 業 の「恒 常 的 施 設（PE:
Permanent Establishment）」として取扱われる可能性
があり、その場合ビジネスコネクションに対して適用
される上記と同様の税リスクがある。恒常的施設の概
念はビジネスコネクションと似ているが、その対象範
囲はより狭いものとなっている。

他方、子会社をインドに設立する場合は、それ自
体ではインドにおけるビジネスコネクション又はPE
の創設にはつながらない。但し、PEリスクを評価す
るためには、インド子会社の運営及び当該外国会社と
の取引関係を検討する必要がある。インドに設立され
た子会社の所得は、インドの法人税30%（加えて適用
される追加税及び教育目的税155）が適用される。配当
は、株主に対しては課税されないが（インド居住者で
あるか否かにかかわらず）、配当を宣言するインド会
社に対して、配当額に対して「配当分配税」として実
効税率約20%（追加税及び教育目的税含む）が追加的
に徴収される。

154 外国企業の場合、追加税は2％（総収入が1千万INR超1億INR以下の場合）又は5％（総収入が1億INR超の場
合）が課される。

155 インド企業の場合、追加税は7%（総収入が1千万INR超1億INR以下の場合）又は12%（総収入が1億INR超の場
合）が適用される。
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C9.　利益の海外送金 
配当、利益、料金及びその他の金額を送金する場

合、下記の制限が適用される。

• FDI
普通株式に対する配当の送金については何らの上

限も課されていない。但し、FDIルートの下で発行さ
れた優先株式に対する配当は、当該株式の発行を推薦
する取締役会議開催日時点のステート・バンク・オ
ブ・インディアが定めたプライムレートに対して300
ベーシス・ポイントを超えてはならないとされてい
る。さらに、価格規制に基づき計算された価格は、当
該証券がインド居住者に譲渡される場合の上限価格と
される。

• FVCI
制限無し。

• FPI
制限無し。

• ECB
全てのECBは、最低平均満期及びコスト総額上限

を遵守せねばならない。 

• プロジェクトコンサルティング料
インフラ事業に関して海外から提供されたいかな

るコンサルティングサービスについてプロジェクト1
件につき1千万US$を超過する送金、又はそれ以外の
海外から提供されたコンサルティングサービスについ
てプロジェクト1件につき100万US$を超過する送金
には、RBによる事前承認を必要とする。

C10.　鉱山及び鉱物の財政制度
インドにおける鉱業に対して適用される主要な税

及び課金は、法人税又はMATの形式による直接税、
関税による間接税、サービス税及び追加税並びに確定
採掘料、ロイヤルティ、土地使用料、申請料及び義務
的拠出といった採掘にかかる課金である。

1. 直接税
（a）所得税（又はMAT）

1961年所得税法により、インドに設立された全て
の会社又はその運営及び支配がインドにある会社に対
して所得税が適用される。鉱業権はインド企業に対し
てのみ付与されることに鑑み、外国企業は、そのイン
ド事業からインドで得た収入を限度として課税され
る。

現在、所得税は、基本税（30%）、追加税（基本税
の7%又は12%）及び税額 （追加税を含む基本税を使
用して計算した税）の3%の教育目的税を基本として
計算される。

課税額は、MAT又は通常税率のいずれか高い方で
ある。MATは18.5%の税率に追加税及び3%の教育
目的税を加えた額である。

2. 間接税
（a）関税及び輸出税

関税は、1962年インド関税法（Customs Act, 1962）
に基づきインドへの商品輸入に対して徴収される。税
率は、1975年関税率法（Customs Tariff Act, 1975）
の第一付表及び第二付表に規定されており、輸入品の
価値に基づき計算される。輸入関税の根本要素は、基
本関税、物品税／販売税／付加価値税に代わる追加関
税及び教育目的税である。 

鉱物には物品税が適用されないことに鑑みると、
鉱物の輸入には一般的により低い関税が適用される。
さらに、鉱物の輸出については原則として関税が免除
されている。但し、国内の供給不足が生じた場合に
は、政府は輸出関税の賦課により鉱物の輸出を規制す
ることができる。

（b）サービス税
1994年／2005年財政法により課されるサービス税

は、インドのサービス提供者により提供された一定の
サービスについて14%が適用される。そのため、鉱
業会社が利用した探鉱、鉱物生産、処理、輸送等にお
けるサービスについても適用される。サービス提供者
は、材料に対して支払われたサービス税の還付を請求
できるが、当該クレジットは課税対象となるサービス
の提供者及び課税商品の製造者に限定されているた
め、サービス提供者又は製造者のいずれにも該当しな
い鉱山経営者のような一次生産者は利用することがで
きない。

（c）付加価値税
付加価値税（VAT）の適用は州政府の権限であり、

州内における商品の売買について徴収される。現在、
ほとんどの州において鉱物にVATが課され、税率は
4～20%である。但し、金や銀のような貴金属は、低
減された1%の税率が適用されている。鉱山の産出量
にはVATが課されるため、鉱山事業者は、材料に支
払われたVATの還付を請求することが認められてい
る。VATコストは、鉱業会社から製造者に流れ、そ
の後流通業者及び転売人に転嫁される。

3. その他の課金
鉱山鉱物法に基づく課金及び上記に列挙した一般

的な税金に加え、コンセッショネアは、一定の状況に
応じて、採掘事業の過程で、その他の特定の課金及び
税の支払いを求められることがある。

（a）入域税（EntryTax）
当該税は、地域内での消費、使用又は販売を目的
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としてある地域に指定された商品を持込む際に徴収さ
れる。税率は、州政府が当該商品の購入価格の12%
を超えない範囲で決定する率が適用される。販売税の
支払い義務は、入域税の支払分、減額される。

（b）森林税
森林地帯から取除かれた森林産物について徴収さ

れる。

（c）植林補償金（CompensatoryAfforestationCharges）
植林を促進し、リースされた森林地域における森

林伐採及び植物の損失を補償するために徴収される。

（d）採掘に転用された森林地の純現在価値（Net
Present Value of Forest Land Diverted for
Mining）

探鉱又は採掘作業遂行のために転用された土地の
部分について徴収される。料金は森林密度により異なる。

（e）印紙税
1899年インド印紙税法（Indian Stamp Act, 1899）

及びその施行規則の規定に基づき文書に対して賦課さ
れる。

（f）水利用税（WaterTax）
憲法第246条及び262条の権限に基づき徴収される。

（g）目的税（Cess）
様々な法規に基づき鉱石に対して徴収される。例

えば、鉄鉱石、マンガン鉱石及びクロム鉱石に対して
徴収される目的税は、1976年鉄鉱石鉱山、マンガン
鉱石鉱山及びクロム鉱石鉱山労働者福祉目的税法

（Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome 
Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1976）に基づき
徴収される。

本調査について
本調査報告書は、Khaitan & Co.ムンバイ事務所へ

の委託調査により作成されました。本報告書の内容に
関し、出版物への掲載及び放送等での利用にあたって
は事前にJOGMECにお問い合わせください。
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D　その他
鉱業コンサルタントのリスト
Ⅰ.　DMT�Consulting�Limited

業務: 国際鉱業コンサルティング
連絡先：  +91 33 2324 7826/0096; 

imcindia@imcgcl.com

Ⅱ.　Indian�Mining�Consultancy�Private�Limited
業務: 鉱業
担当者: Dibeyendu Mazumdar
連絡先:   0343-2542097, +91 81009 18378; 

info@indianmining.in

Ⅲ.　Tata�Consulting�Engineers�Limited
業務: 鉱業
連絡先: + 91 22 6662 4743; mail@tce.co.in

Ⅳ.　SRK�Mining�Services�India�Private�Limited
業務: 地質調査、鉱業及び資源
担当者: Sumit Kumar Adhya
連絡先:   +91 33 6548 8317, +91 33 4062 1003; 

sghosh@srk.com, sadhya@srk.co.in

Ⅴ.　SGS�India
業務: 鉱業及び鉱物分野
担当者: ムンバイ地域支店マネージャー 
連絡先:   +91 22 6640 8888, +91 98 67 01 9105; 

http://www.sgsgroup.in/en-GB/Mining.
aspx

Ⅵ.　�Golder� Associates�Consulting�（India）�Private�
Limited

業務: 地球、環境及びエネルギー
担当者: Hitesh Kaushik
連絡先: +91 124 4728 700; hkaushik@golder.com.au

Ⅶ.　Kratin�Solutions�Private�Limited
業務: 鉱業コンサルティング
担当者: S V Joshi/ S N Katiyar
連絡先: 07103-281291; info@kratinsolutions.com

Ⅷ.　Mine�Map
業務: 鉱業コンサルティング
担当者: Seldon Mart
連絡先:   +61 8 6468 1976 （Australia）; 

smart@minemap.com.au, 
sales@minemap.com.au

鉱業分野に専門性を持つ法律事務所のリスト
Ⅰ.　Khaitan�&�Co.

住所:   One Indiabulls Centre, 13th Floor, Tower 1, 
841 Senapati Bapat Marg, Mumbai – 400013

電話番号: +91 22 66365000
Ⅱ.　AZB�&�Partners

住所:   AZB House, Peninsula Corporate Tower, 
Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam 
Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013

電話番号: +91 22 66396880

Ⅲ.　Cyril�Amarchand�Mangaldas
住所:   Peninsula Chambers, Peninsula Corporate 

Park, Lower Parel, Mumbai – 400013
電話番号: +91 22 24964455

Ⅳ.　J�Sagar�Associates
住所:   Vakil’s House, 18 Sprott Road, Ballard 

Estate, Mumbai – 400001
電話番号: +91 22 43418617

Ⅴ.　Shardul�Amarchand�Mangaldas
住所:   Amarchand Towers, 216 Okhla Industrial 

Estate, Phase III, New Delhi – 110020
電話番号:  +91 11 41590700

Ⅵ.　HSA�Advocates�&�Solicitors
住所:   81/1, Adchini, Sri Aurobindo Marg, New 

Delhi – 110017
電話番号: +91 11 66387000

Ⅶ.　Brus�Chambers
住所:   8 Rajabhadur Mansion, 3rd Floor, Ambalal 

Doshi Marg, Fort, Mumbai – 400001
電話番号: +91 22 22659969

Ⅷ.　Kachwaha�and�Partners�
住所:   1/6 Shanti Niketan, New Delhi – 110021
電話番号: +91 11 41661333
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インドにおける鉱山・鉱物分野に従事する主要な会社

No. 会社名 本店所在地

1.
20 Microns Limited
1987に設立され、白色鉱物及び微粉末化された鉱物の
製造、供給及び輸出に従事。

347,GIDC IndustrialEstate,Waghodiya391760,
DistrictVadodara,Gujarat,India

2.
Ashapura Minechem Limited
ベントナイト、ボーキサイト、バライト及びカオリンを
主に生産。ベントナイトの輸出業者としても知られる。

JeevanUdyogBuilding3rdFloor,278,DNRoad
Mumbai-400001

3.
Coal India Limited
石炭の生産及び販売に従事し、82の採掘地区を運営。
特に鉄鋼及び電力部門を取引先とする。

CoalBhawan,PremiseNo-04MAR,
PlotNo-AF-III,ActionArea-1A,
Newtown,Rajarhat,Kolkata-700156

4.

Gujarat Mineral Development Corporation 
Limited.
1963に設立され、ベースメタル及び産業鉱物の中で
も、特に鉱物亜炭、ボーキサイト、ホタル石及びマンガ
ン鉱石の製品範囲を持つ。

KHANIJBHAVANNEARGUJARATUNIVERSITY
GROUND
132feet-RingRoad,
Vastrapur,Ahmedabad-380052

5.

Gujurat NRE Coke Limited.
冶金コークスの生産者としてよく知られ、石炭、コーク
ス及び鉄鋼分野で操業する。インド全土で複数の冶金
コークス工場、選炭所及び製鉄所を所有する。

22,CamacStreet,Block-C,5thFloor,Kolkata-700
016

6.
Hindalco Industries Limited.
アルミニウム圧延事業を運営し、アルミニウム及び銅を
生産し、様々な新規及び既存事業に従事している。

CenturyBhavan,3rdFloor,Dr.AnnieBesantRoad,
Worli,Mumbai,Maharashtra400030

7.

Hindustan Copper Limited
精錬銅金属の製造及び販売に従事。主な製品は、連続鋳
造銅棒、陰極銅及び銅選鉱。採掘活動に加え、選鉱、溶
解及び鋳造活動にも従事。

TamraBhawan,
1,AshutoshChowdhuryAvenue,Kolkata–700019

8.

Hindustan Zinc Limited
亜鉛、鉛及び銀の採掘及び精錬に従事。また風力発電も
手がける。VedantaResourcesの子会社であり、亜鉛の
最大の生産者。

YashadBhawan,Yashadgarh,Udaipur -313004,
Rajasthan,India

9.

Jindal Steel and Power Limited
電力及びインフラ事業に加え、鉄鋼及び採掘事業にも従
事。採掘容量20MTPAのを超える石炭及び鉄鉱石の採
掘事業に従事。

O.P.JindalMarg,Hisar-125005,Haryana,India

10.
Kudremukh Iron Ore Company Limited
1976に設立され、現在、鋳物用銑鉄に加え、酸化鉄の
製造及び輸出事業に従事。

KIOCLMain Bldg. Block No. I I , Koramangala,
SarjapuraRoad,Bangalore560034

11.

National Aluminium Company Limited
アルミニウム錯体の会社としてよく知られている。ボー
キサイトの採掘、アルミナ製造・鋳造を手がけ、アルミ
ナ及びアルミニウムの生産及び輸出に従事。

NalcoBhawan,P/1,Nayapalli,
Bhubaneswar-751013,India

12.

National Mineral Development Corporation 
Limited
鉱物の中でも、特に鉄鉱石、ベントナイト、銅及びドロ
マイトの探鉱を手がけ、特に鉄鉱石の輸出事業に従事。

KhanijBhavan,10-3-311/A,CASTLEHILLSMasab
Tank,Hyderabad-500028,India

13. Neyveli Lignite Corporation Limited
採掘及び電力事業を手がけ、亜炭鉱山を運営する。

NeyveliHouse,No135,PeriyarEVRHighRoad,
KilpaukChennai（Madras）

14.

Resurgere Mines and Minerals India Limited
ボーキサイト、鉄鉱石及び石けん石の採掘及び加工に
従事。また一定範囲の鉄鋼石製品にも事業を拡大し、国
内及び輸出市場で事業を行う。

15,MorviHouse,28/30GoaStreet,BallardEstate,
Mumbai-400038,Maharashtra,India

15.

Rohit Ferro-Tech Limited
クロム及び合金鉄（マンガン鉱石ベース）の製造工程に
従事するフェロクロム会社。主にインドの東部一帯を中
心に活動し、インドネシアにおいて石炭火力鉱山を運営
する。

35,ChittaranjanAvenue,4thFloor,Kolkata,700012

16.

Sarda Energy and Minerals
合金鉄の製造及び輸出に従事し、合金鉄、鉄鋼及び電力
事業を手がける。一貫製鉄所において一連の製品を生産
するため鉄鉱石の採掘も行う。

73A,CentralAvenue,Nagpur,Maharashtra
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No. 会社名 本店所在地

17.

Sesa Industries Limited
SesaGoaの子会社でありVedantaグループのグループ
会社。複数の品位の銑鉄の製造及び販売分野で良く知ら
れ、これらはまた輸出されている。

20,SesaGhor,EDCComplex,Patto,Panjim,Goa
403001,India

18.

Tata Steel Limited
鋼及び鋼製品の生産で世界的に知られた会社。鋼、合金
及び鉱物を含め幅広い分野に従事。製造部門はインド東
部に所在するが、加えてヨーロッパ及びアジア太平洋地
域においても国際的な生産能力を持つ。

BombayHouse,24,HomiModyStreet
Mumbai-400001

19.

VBC Ferro Alloys limited
合金の製造に従事し、フェロシリコン、シリコマンガン
等の製品構成を持つ。とりわけヨーロッパへの輸出市場
において強い存在感を持つ。

6-2-913/914,3rdFloor,ProgressiveTowers,
Khairtabad,HyderabadAndhraPradesh500004

20.

Vedanta Resources  Limited
鉱物及び石油ガスの双方において輸出、採掘及び加工分
野で良く知られている。中でも、亜鉛（インド及び国際
グレード）、鉄鉱石、銅、銀及びアルミニウムの分野で
世界的に強い商業的地位を築いている。

Gulmohar6C.MiddletonStreet,Kolkata,700071
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E　付属資料Ⅰ
主要鉱物
1957年鉱山鉱物（規制開発）法の第一付表に列挙される鉱物
PART�A.　�炭化水素エネルギー鉱物

1. Coal and Lignite

PART�B.�　原子力鉱物

1.  Beryl and other beryllium-bearing minerals
2.  Lithium-bearing minerals
3.  Minerals of the “rare earths” group containing

Uranium and Thorium
4.  Niobium-bearing minerals
5.  Phosphor i tes and other phosphat ic ores

containing Uranium
6. Pitchblende and other Uranium ores

7.  Titanium bearing minerals and ores （ilmenite,
rutile and leucoxene）

8. Tantalum-bearing minerals
9.  Uraniferous allanite, monazite and other

thorium minerals
10.  Uranium bearing tailings left over from ores

after extraction of copper and gold, ilmenite and
other titanium ores

11.  Zirconium bearing minerals and ores including
zircon

PART�C.�　金属鉱物及び非金属鉱物
1. Asbestos
2. Chrome Ore
3. Copper ore
4. Gold

5. Lead
6. Precious stones （Diamond, Ruby）
7. Zinc

鉱山鉱物法の第二付表に列挙される金属鉱物及び非金属鉱物
1. Apatite & Rock Phosphate 2. Wollostonite
3. Garnet 4. Cadmium
5. Graphite 6. Colmbite – Tantalite
7. Kyanite 8. Nickel
9. Limestone 10. Perlite
11. Lime shell 12. Pyrite
13. Magnesite 14. Rock Salt
15. Selenite 16. Silver
17. SIllimanite 18. Tungsten
19. Tin 20. Vanadium
21. Vermiculite

鉱山鉱物法の第四付表の下で指定された鉱物
1. Bauxite
3. Iron ore

2. Limestone
4. Manganese ore
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非主要鉱物
鉱物鉱業権規則第70条

1. Building Stone
2. Gravel
3. Ordinary clay

4.   Ordinary sand other than sand used for
prescribed purpose

（ i ）  Purposes of refractory and manufacture of 
ceramic

（ ii ）Metallurgical purposes
（ iii ）for manufacture of silvicrete cement
（ iv ）optical purposes
（ v ）purposes of stowing in coal mines
（ vi ）for manufacture of sodium silicate
（vii）for manufacture of sodium silicate

1958年6月1日付け通達（Notification�No�General�Statutory�Rule�GSR）
5. Boulder
6. Shingle
7.  Chalcedony pebbles used for ball mill purposes

only
8.  Limeshell, kankar and Limestone

（used in kilns for manufacture of lime used as
building material Notification No M II-169（40）
/58 dated 20.09.1961）

9. Murrum
10. Brick-earth
11. Fuller’s earth
12. Bentonite
13. Road metal
14. Reh-matti
15.  Slate and shale when used for building material

1959年9月3日付け通達（Notification�No�GSR�1041）
16. Marble

1965年2月25日付け通達（Notification�No�GSR�341�dated�25.02.1965）

17. Stone used for making household Utensils 18.  Quartzite and sandstone when used for purposes
of building or for making road metal and household
utensils

1967年1月28日付け通達（Notification�No�GSR�124�dated�28.01.1967）
19. Salpetre

2000年2月3日付け通達（Notification�No�GSR�95�E�dated�03.02.2000）
20.  Ordinary earth （used for filling or levelling purposes in construction or embankments, roads, railways,

building）
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2015年2月10日付け通達（Notification�No�GSR�333�dated�10.02.2015）
21. Agate
22. Ball clay
23. Barytes
24. Calcareous Sand
25. Calcite
26. Chalk
27. China clay
28. Clay （others）
29. Corumdum
30. Diaspore
31. Dolomite
32. Dunite or Pyroxenite
33. Felsite
34. Felspar
35. Fireclay
36. Fuschite - Quartzite

37. Gypsum
38. Jasper
39. Kaolin
40. Laterite
41. Limekankar
42. Mica
43. Ochre
44. Pyrophyllite
45. Quartz
46. Quartzite
47. Sand （Others）
48. Shale
49. Silica Sand
50. Slate
51. Stealite or Talc or Soapstone
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F　付属資料 Ⅱ

2010-11年度から2014-15年年度までの主要鉱物の生産量
（単位：1千万INR）

2010-11（R） 2011-12（R） 2012-13（R） 2013-14（P） 2014-15（E）

All Minerals
Value Value Value Value Value

267,032.39 284,570.33 285,811.62 278,150.17 267,636.51
Fuel 168,581.27 178,921.99 182,689.23 176,081.29 171,013.82
Coal 62,021.04 70,171.91 74,718.66 73,523.04 71,001.54
Lignite 4,330.72 5,337.65 5,511.41 5,434.66 4,977.50
NaturalGas（Utilised） 33,425.38 34,210.70 33,642.05 28,459.15 27,037.65
Petroleum（crude） 68,804.13 69,201.73 68,817.11 68,664.44 67,997.12
Metallic Minerals 47,638.79 47,032.02 43,167.30 42,653.97 36,772.60
Bauxite 512.22 612.60 799.46 951.39 950.42
Chromite 2,596.42 2,424.50 2,262.76 2,317.59 1,472.53
CopperConc. 473.35 538.58 628.90 679.81 586.63
Gold 434.52 531.16 517.25 422.53 338.06
IronOre 39,614.17 38,357.03 32,824.44 32,031.50 27,921.09
LeadConc 200.04 245.45 330.09 430.31 486.51
Manganeseore 1,468.40 1,177.70 1,283.62 1,498.54 1,284.15
ZincConc. 1,793.02 1,986.22 2,394.87 2,742.16 2,816.91
Othermet.Minerals 546.65 1,158.78 2,125.91 1,580.14 916.30
Non-Met. Minerals 5,398.31 6,125.83 7,464.60 6,924.42 7,359.60
BallClay 39.02 69.37 78.07 90.26 95.98
Barytes 269.83 168.60 531.41 360.49 440.15
Diamond 10.68 19.82 36.65 61.41 61.31
Dolomite 187.00 173.70 261.89 257.69 288.23
Fireclay* 13.67 15.80 18.27 15.99 14.50
GarnetAbrasive 127.49 98.16 92.47 95.88 71.46
Gypsum 147.55 168.60 169.98 138.55 141.48
Kaolin 73.71 65.24 115.74 115.91 142.17
Laterite 14.79 39.55 70.27 65.17 82.04
Limeshell 3.22 4.08 4.19 3.49 3.55
Limestone 3,634.96 4,076.83 4,797.32 4,689.96 5,008.17
Magnesite 37.82 35.50 45.92 39.76 69.49
Phosphorite 501.47 749.63 680.72 438.90 267.36
Pyroxenite 12.62 3.31 1.80 0.08 -
Sand（Others） 10.97 16.30 20.18 25.35 28.50
SilicaSand 44.47 71.41 100.20 86.41 102.93
Sillimanite 40.74 52.27 35.21 37.35 54.87
Steatite 61.83 87.86 88.84 90.52 99.54
Wollastonite 14.60 16.00 12.75 15.70 16.26
OtherNon-Met.Min. 151.89 193.80 302.72 295.54 371.62
Minor Minerals 45,414.01 52,490.49 52,490.49 52,490.49 52,490.49

M.Tonnes-Milliontonnes　th.tonnes-Thousandtonnes　M.C.M.-Millioncubicmetre　Kg-Kilogram
（P）ProvisionalandbasedonmonthlyreturnstotheextentavailablewithIBM.
*Excludestheproductionoffireclay,ifanyrecoveredincidentaltocoalmining
（R）-Revisedfigures（E）Estimatedfigures

NOTE:    
1　Thevaluefigurespertaintopitheadvalue.
2　DatabasedonthereturnsreceivedunderMCDR,1988exceptcoal,Lignite,petroleum（crude）,NaturalGa
（utilised）andminorminerals.（3）ValueofPetroleum（crude）andNaturalGason thebasisof theprice
receivedfromtheNAD,CSO.

出典:AnnualReport2014-15,MinistryofMines,GovernmentofIndia
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G　付属資料 Ⅲ

2009-10年度から2013-14年度までの鉱石及び鉱物の輸出データ
（単位：1千万INR）

All Minerals
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13（R ） 2013-14（P）

Value Value Value Value Value
127,831.00 174,370.00 175,310.00 160,101.00 194,783.00

Abrasive（Natural） 141.00 119.00 50.00 43.00 24.00
Alumina 958.00 4,187.00 1,644.00 1,883.00 2,542.00
Barytes 335.00 315.00 541.00 1,192.00 870.00
Bauxite 73.00 30.00 92.00 676.00 673.00
Bentonite 125.00 180.00 270.00 316.00 386.00
BuildingAnd
MonumentalStonesNes 296.00 436.00 631.00 581.00 627.00

Chromite 801.00 286.00 489.00 311.00 346.00
Coal（Excl.Lignite） 521.00 1,152.00 587.00 900.00 1,083.00
CopperOres&Conc. 29.00 139.00 ++ ++ 335.00
Corundum（Natural） 3.00 ++ … … …
Diamond（MostlyCut） 85,126.00 134,064.00 133,881.00 126,568.00 158,005.00
Emerald（Cut&Uncut） 483.00 363.00 545.00 2,679.00 2,157.00
Felspar（Cut&Uncut） 5.00 1.00 6.00 4.00 2.00
Felspar（Natural） 107.00 119.00 152.00 189.00 223.00
Flint ++ 1.00 ++ ++ 2.00
Garnet（Abrasive） 147.00 173.00 350.00 511.00 606.00
Granite 4,994.00 5,593.00 6,382.00 7,942.00 9,869.00
Gypsum 11.00 14.00 8.00 10.00 11.00
Ileminite 251.00 545.00 1,150.00 1,416.00 873.00
IronOre 28,366.00 21,416.00 22,184.00 8,985.00 9,480.00
Kaolin 49.00 42.00 58.00 74.00 105.00
LeadOres&Conc. 243.00 389.00 139.00 ++ ++
Limestone 154.00 68.00 254.00 270.00 343.00
ManganeseOre 117.00 80.00 44.00 27.00 19.00
Marble 305.00 327.00 386.00 544.00 571.00
Mica 162.00 226.00 289.00 345.00 375.00
NaturalGas 38.00 119.00 138.00 162.00 28.00
NickelOres&Conc. ++ … 13.00 ++ ++
RedOxide 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00
Rutitle 1.00 14.00 51.00 25.00 168.00
Precious&Semi-
PreciousStones（Cut&
Uncut）:

966.00 1,005.00 1,164.00 1,156.00 1,696.00

QuartzAndQuartzite 109.00 121.00 151.00 161.00 223.00
Salt（OtherThan
CommonSalt） 196.00 208.00 260.00 528.00 656.00

Sand（Excl.Metal
Bearing） 9.00 21.00 38.00 46.00 37.00

Sandstone 439.00 321.00 387.00 516.00 758.00
SilicaSand 3.00 16.00 8.00 4.00 3.00
Slate 198.00 153.00 153.00 147.00 169.00
Steatite 62.00 84.00 91.00 122.00 202.00
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All Minerals
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13（R ） 2013-14（P）

Value Value Value Value Value
127,831.00 174,370.00 175,310.00 160,101.00 194,783.00

Sulphur（Exc.Sublimed
Precipited&Colloidal） 50.00 98.00 167.00 337.00 395.00

Wollastonite 15.00 21.00 30.00 28.00 31.00
ZincOres&Conc. 617.00 285.00 1.00 296.00 162.00
OtherMinerals 1,324.00 1,636.00 2,521.00 1,104.00 725.00

P:Provisional,R:Revised
++:Negligible
**:Quantitynotgivenduetopartialcoverage,Valuefigureshoweverhavefullcoverage.

出典:AnnualReport2014-15,MinistryofMines,GovernmentofIndia
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2009-10年度から2013-14までの鉱石及び鉱物の輸入データ
（単位：1千万INR）

All Minerals
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13（R ） 2013-14（P）

Value Value Value Value Value
524,830.00 669,010.00 944,430.00 1,100,800.00 1,215,721.00

Abrasive（Natural） 15.00 14.00 9.00 8.00 6.00
Alumina 679.00 692.00 1,322.00 2,459.00 2,754.00
Asbestos 938.00 1,003.00 1,199.00 1,901.00 1,329.00
BailClay 67.00 64.00 102.00 104.00 92.00
Bauxite 115.00 120.00 160.00 150.00 366.00
Borax 187.00 243.00 262.00 298.00 249.00
BuildingAnd
MonumentalStones
Nes

147.00 153.00 132.00 126.00 115.00

Coal（Excl.Lignite） 39,180.00 41,549.00 78.827.00 86,850.00 92,336.00
Coke 3,331.00 3,120.00 4,758.00 5,687.00 6,795.00
CopperOres&Conc. 18,968.00 20,023.00 26,451.00 30,970.00 33,227.00
Diamond（MostlyCut） 74,299.00 152,657.00 132,181.00 117,568.00 134,117.00
Emerald（Cut&Uncut） 390.00 496.00 1,063.00 3,746.00 2,233.00
Felspar（Natural） 3.00 6.00 17.00 25.00 21.00
Fluorspar 197.00 233.00 464.00 224.00 241.00
Granite 102.00 116.00 160.00 186.00 240.00
Graphite（Natural） 40.00 46.00 94.00 119.00 124.00
Gypsum 221.00 221.00 398.00 501.00 525.00
IronOre 468.00 1,028.00 689.00 2577.00 342.00
Kaolin 56.00 64.00 108.00 110.00 142.00
Kieselgurh 1.00 1.00 ++ ++ ++
Limestone 619.00 704.00 1,189.00 1,667.00 2,158.00
Magnesite 206.00 159.00 228.00 278.00 222.00
ManganeseOre 747.00 1,781.00 2,063.00 2,562.00 2,831.00
Marble 842.00 1,032.00 1,447.00 2,032.00 2,211.00
Mica 42.00 41.00 60.00 55.00 56.00
NaturalGas 11,067.00 14,648.00 32,874.00 41,142.00 51,699.00
NickelOres&Conc. 8.00 14.00 201.00 81.00 121.00
Petroleum（Crude） 365,901.00 421,616.00 643,689.00 785,602.00 869,657.00
Precious&Semi-
PreciousStones
（Cut&Uncut）:

580.00 705.00 830.00 827.00 1,258.00

RedOchre 11.00 12.00 5.00 4.00 2.00
RockPhosphate 3,275.00 3,211.00 8,315.00 7,310.00 5,518.00
SilicaSand 29.00 41.00 60.00 58.00 94.00
Sulphur（Exc.Sublimed
Precipited&Colloidal） 681.00 1,098.00 2,283.00 1,736.00 1,100.00

TungstenOres&Conc. ++ ++ 1.00 3.00 3.00
VanadiumOres&Conc. 1.00 ++ 1.00 ++ 1.00
ZincOres&Conc. 191.00 342.00 240.00 500.00 156.00
OtherMinerals 1,226.00 1,757,00 2,548.00 3,334.00 3,380.00

P:Provisional
R:Revised
**:Quantitynotgivenduetopartialcoverage;Valuefigureshoweverhavefullcoverage.
++Negligible

出典:AnnualReport2014-15,MinistryofMines,GovernmentofIndia
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略語一覧

2015年法 2015年炭鉱（特別規定）法
CoalMines（SpecialProvisions）Act,2015

事業割当て規則 1961年インド政府（事業割当て）規則
GovernmentofIndia（AllocationofBusiness）Rules,1961

ASSOCHAM インド商工会議所協議会
AssociatedChambersofCommerceandIndustryofIndia

入札規則 2015年鉱物（入札）規則　Mineral（Auction）Rules,2015
政府当局

（Authority） 2015年法により任命された政府機関

落札者 2015年法で定義される落札者

事業規則
1961年インド政府（事業割当て）規則及び1961年インド政府（事業取引）規則
TheGovernment of India（AllocationofBusiness）Rules,1961and theGovernment of India
（TransactionofBusiness）Rules,1961

CCO 石炭コントローラ機構　CoalControllers’Organisation
憲法 インド国憲法　ConstitutionofIndia

建設労働者法
1996年建築及びその他建設労働者（雇用及び労働条件規制）法
TheBuildingsandOtherConstructionWorkers（RegulationofEmployment andConditionsof
Service）Act,1996

CIL インド石炭公社　CoalIndiaLimited
炭鉱法 1973年炭鉱（国有化）法　CoalMines（Nationalisation）Act,1973
炭鉱規則 1957年炭鉱規則　CoalMinesRegulation,1957

委員会 鉄鉱石及びマンガン鉱石の違法採掘に関するMBShah裁判官員審議委員会
ShriJusticeMBShahCommissionofInquiryforIllegalMiningofIronOreandManganese

CSIR 科学産業研究委員会　CouncilforScientificandIndustrialResearch
DIPP 産業政策推進局　DepartmentofIndustrialPolicyandPromotion
DMF 地区鉱物基金　DistrictMineralsFoundation
ECB 対外商業借入れ　ExternalCommercialBorrowings
EPA 1986年環境（保護）法　Environment（Protection）Act,1986
工場法 1948年工場法　FactoriesAct,1948

森林保全法 1980年森林（保全）法　Forest（Conservation）Act,1980
FDI 外国直接投資ForeignDirectInvestment
外為法 1999年外国為替管理法　ForeignExchangeManagementAct,1999

FICCI インド商工会議所連合会
FederationofIndianChambersofCommerceandIndustry

FIMI インド鉱業連盟　FederationofIndianMineralIndustries
FMCP 最終鉱山閉山計画　FinalMineClosurePlan
FIPB 外国投資促進局　ForeignInvestmentPromotionBoard
森林法 1927年インド森林法　IndianForestAct,1927

森林権法 2006年指定部族及びその他の伝統的森林居住者（森林権の承認）法　
TheScheduledTribesandotherTraditionalForestDwellers（RecognitionofForestRights）Act,2006

FPI 外国ポートフォリオ投資　ForeignPortfolioInvestment

FVCI 外国ベンチャーキャピタル投資家
ForeignVentureCapitalInvestor

GDP 国内総生産　GrossDomesticProduct
GoI インド中央政府　GovernmentofIndia
GSI インド地質調査所　GeologicalSurveyofIndia
HCL ヒンドスタン銅会社　HindustanCopperLimited
IBM インド鉱山局　IndianBureauofMines
INR インドルピー

JNARDDC ジャワハルラル・ネルー・アルミニウム研究開発デザインセンター
JawaharlalNehruAluminiumResearchDevelopmentandDesignCentre

鉱山鉱物法 1958年鉱山鉱物（規制開発）法
MinesandMinerals（RegulationandDevelopment）Act,1957

MAT 最低代替税　MinimumAlternateTax
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鉱業権規則 1960年鉱業権規則　MineralConcessionRules,1960

保全開発規則 1988年鉱物保全開発規則
MineralConservationandDevelopmentRules,1988

MECL MineralExplorationCorporationLimited
鉱山法 1952年鉱山法　TheMinesAct,1952
鉱山規則 1955年鉱山規則　MinesRules,1955
鉱物方針 2008年国家鉱物方針　NationalMineralPolicy,2008
NALCO 国家アルミニウム公社　NationalAluminiumCompanyLimited
NERP 非排他的予備調査許可　NonExclusiveReconnaissancePermit
NLCL NeyveliLigniteCorporationLimited
NIMH 国立鉱山労働者の健康研究所　NationalInstituteofMinersHealth
NIRM 国立岩石力学研究所　NationalInstituteofRockMechanics
SPCB 汚染管理局　PollutionControlBoard
PL 探鉱権　ProspectingLicense
PMCP 漸進的鉱山閉山計画　ProgressiveMineClosurePlan
RBI インド準備銀行　ReserveBankofIndia
RP 予備調査許可　ReconnaissancePermit
SCCL シンガレニ炭鉱会社　SingareniCollieryCompaniesLimited
州政府 インド各州の政府
最高裁 インド最高裁判所　SupremeCourtofIndia

水質法 1974年水質（汚染防止管理）法
Water（PreventionandControlofPollution）Act,1974

野生生物法 1972年野生生物（保護）法　Wildlife（Protection）Act,1972
SAIL インド鉄鋼公社　SteelAuthorityofIndiaLimited
RINL RashtriyaIspatNigamLimited

NMDCL 国家鉱物開発公社
NationalMineralDevelopmentCorporationLimited

MOIL マンガン鉱石会社　ManganeseOre（India）Limited
MECON MetallurgicalandEngineeringConsultants（India）Limited
KIOCL KudremukhIronOreCompanyLimited
HSCL HindustanSteelworksConstructionLimited
MSTC 金属屑取引会社　MetalScrapTradeCorporation
FSNL 鉄鋼屑ニガム会社　FerroScrapNigamLimited
BGC バード・グループ・カンパニー　BirdGroupofCompanies
ICVL 国際石炭ベンチャー会社　InternationalCoalVenturesLimited
BPNSI BijuPatnaik国家鉄鋼研究所BijuPatnaikNationalSteelInstitute

NISST 二次鉄鋼技術国家研究所
NationalInstituteofSecondarySteelTechnology

JPC 共同計画委員会　JointPlanCommittee
ERU 経済調査局　EconomicResearchUnit
INSDAG 鉄鋼開発成長研究所　InstituteforSteelDevelopmentandGrowth
SCMS 鉱業部門技術委員会　SkillCouncilforMiningSector
MEAI インド鉱業技師協会　MiningEngineersAssociationofIndia
CPSI インド選炭協会　CoalPreparationSocietyofIndia
CCAI インド石炭消費者協会　CoalConsumers’AssociationofIndia

ISSDA インドステンレス鋼開発協会
IndianStainlessSteelDevelopmentAssociation　

SIMA 海綿鉄製造者協会　SpongeIronManufacturersAssociation
ILZDA インド鉛亜鉛開発協会　IndianLeadZincDevelopmentAssociation

CIMFR 鉱業・燃料中央研究所
CentralInstituteofMiningandFuelResearch
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