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企業再編の観点からみた新鉱業法
弁護士 紺野　博靖1

1. 出願又は申請段階の地位の承継の取扱い
旧鉱業法では全ての鉱物について鉱業権は出願手続

により設定されていた。しかし、新鉱業法は、鉱物の
うち、石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な
鉱物であってその合理的な開発が特に必要なものを「特
定鉱物」と定義し 2、特定鉱物については出願手続によ
る鉱業権の設定制度を採用しなかった。代わりに、経
済産業大臣が、特定鉱物の鉱床が存在し、又は存在す
る可能性がある区域で、且つ所定の必要性が認められ
たものを「特定区域」として指定し、特定区域の特定
鉱物の開発を最も適切に行うことができる「特定開発
者」を選任することで鉱業権を設定するものとした 3。
なお、新鉱業法は、特定区域の特定鉱物を目的とする
鉱業権の設定の申請（言い換えれば、特定開発者とし
て選任されることを求める申請）を「鉱業申請」と定
義し、鉱業申請した者を「鉱業申請人」と定義してい
る 4。そこで本稿でも以下同じ呼び方をする。

一方、新鉱業法は、特定鉱物以外の鉱物（本稿にお
いて「一般鉱物」という。）については、これまでと同
様に出願手続によって鉱業権を設定するものとした 5。
なお、新鉱業法は、一般鉱物を目的とする鉱業権の設
定の出願を「鉱業出願」と定義し、鉱業出願した者を「鉱
業出願人」と定義している 6。そこで本稿でも以下同じ

はじめに
昭和 25 年に制定された鉱業法が、「鉱業法の一部を改正する等の法律」（平成 23 年７月 22 日法律第 84 号）によっ

て初めて実質的に大改正された。
そこで、本稿では、企業再編の観点から新しい鉱業法の留意点のいくつかを見る。具体的には、新しい鉱業法のも

とで、鉱業権或いは鉱業権取得前の出願又は申請段階の地位が会社分割のような一般承継や事業譲渡のような特定承
継によって承継できるか、できるとした場合にどのような点に留意が必要か、といった事項について検討したい。なお、
ここでは改正前の鉱業法を「旧鉱業法」、改正後の鉱業法及び鉱業法施行規則を、それぞれ、「新鉱業法」及び「新鉱
業法施行規則」という。

呼び方をする。

（１）一般鉱物に関する鉱業出願人の地位の承継　─承
継に係る鉱業出願が必要─

新鉱業法 35 条は、一般鉱物に関する鉱業出願人の地
位は承継することができる旨定める。そして承継のた
めの手続きとして、事業譲渡のような特定承継の場合
には新鉱業法 36 条１項が、会社分割のような一般承継
の場合には同条２項が、「承継に係る鉱業出願」をしな
ければならないとそれぞれ定めている 7。

なお、一般鉱物に関する出願手続については旧鉱業
法と同様に新鉱業法でも先願主義が採用されている 8。
従って、出願が重複する場合には願書の発送の日時が
先である者が鉱業権の設定について優先権を有する。
そして、「承継に係る鉱業出願」を行った場合には、旧
鉱業出願人（被承継者）の願書の発送の日時に当該承
継人が当該承継に係る鉱業出願をしたものとみなすと
し 9、被承継者の先願主義上の優先権も承継できるよう

鉱物 鉱業権の設定の方法 鉱業権取得前の地位

一般鉱物
出願手続（旧鉱業法と
同じ）

鉱業出願人

特定鉱物
特定開発者の選任手続

（新鉱業法で新設）
鉱業申請人

1　西村あさひ法律事務所。現在、豪州クレイトンユッツ法律事務所（Clayton Utz）の資源エネルギー部門に出向中。本稿は筆者個人の見解である。
JOGMEC及び筆者が所属するいかなる組織の見解でもない。

2　新鉱業法６条の２
3　新鉱業法38条から42条
4　新鉱業法40条１項１号
5　新鉱業法21条
6　新鉱業法10条
7　条文文言上は、新鉱業法36条１項は、相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退の場合「以外」の場合における鉱業出願人の地位

の承継を定め、同条２項は、相続その他の一般承継又は死亡による共同鉱業出願人の脱退による鉱業出願人の地位の承継の場合を定めている。本稿は、
会社分割における地位の承継は「その他の一般承継」に該当し、事業譲渡のような特定承継は、２項が定める場合に該当しないので、１項が定める
場合に該当するとの理解を前提にしている。

8　新鉱業法27条
9　新鉱業法36条４項
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になっている。
以上のように、新鉱業法は一般鉱物に関する鉱業出

願人の地位の承継を認めている。ただし、これは鉱業
出願人の地位の承継に過ぎないから、承継した出願が
許可されなければ、結局、承継人は鉱業権を取得でき
ない。従って、一般鉱物を目的とする鉱業権の取得を
期待して鉱業出願人の地位の承継を受ける場合には、
単に、先願主義上の優先権の有無の確認と承継に係る
鉱業出願を行うだけで安心はできず、承継に係る鉱業
出願が出願の許可基準を満たすことを確認する必要が
ある。この点については、後ほど「３. 新鉱業法が定め
る基準」において検討する。

（２）特定鉱物に関する鉱業申請人の地位の承継　─認
められていない─

鉱業出願人の地位の承継にかかる新鉱業法 35 条の場
合と異なり、新鉱業法は、特定鉱物に関する鉱業申請
人の地位が承継可能である旨定めていない 10。また、
実質的に見ても、新鉱業法で新設された特定鉱物に関
する特定開発者の選任による鉱業権の設定は、特定区
域における特定鉱物の開発を「最も適切に行うことが
できる者」を選任するための制度であり、一定の基準
を満たした者の中から先願の者に鉱業権を付与する制
度ではないから、鉱業申請人の地位に一身専属性を認
めるのが制度の趣旨にも合致する。

従って、新鉱業法施行後の実務運用や解釈を見極め
る必要があるものの、鉱業申請人の地位の承継は認め
られていないと考えておくことが無難である。よって、
もし企業再編に際してある特定区域のある特定鉱物に
関する鉱業申請人の地位を取得する必要がある場合に
は、譲受側で独自に鉱業申請を行うべきである。

2. 鉱業権の承継の取扱い
新鉱業法は、出願手続により設定された一般鉱物を

目的とする鉱業権であれ、鉱業申請人の中から特定開発

者を選任する手続により設定された特定鉱物を目的とす
る鉱業権であれ、設定された鉱業権の承継を認めている。

承継のための手続きについては、事業譲渡のような
特定承継の場合、新鉱業法 51 条の２が、事前に経済産
業大臣の許可を受けなければならないとした上で、許
可を受けるための基準を定めている 11。また、会社分
割のような一般承継の場合、新鉱業法 51 条の３が、承
継後３ヶ月以内に経済産業大臣へ届出をしなければな
らないとし、そして、当該届出の内容が所定の基準を
満たさない場合には、６ヶ月以内 12 に他者に鉱業権を
譲渡しなければならない旨の通知（本稿において「他
者譲渡勧告の通知」という。）を経済産業大臣が行う旨
定めている。そして、もし他者譲渡勧告の通知を受け
たにもかかわらず６ヶ月以内に他者に鉱業権を譲渡し
なければ経済産業大臣は当該鉱業権を取消すことがで
きることとした 13。

従って、特定承継の場合には事前許可の基準の充足
が重要に、一般承継の場合には他者譲渡勧告の通知が
なされないための基準の充足が重要になる。そこで次
に、新鉱業法が定める基準を検討する。

3. 新鉱業法が定める基準
これまで見てきたとおり、一般鉱物に関する鉱業出

願人の地位の承継については承継に係る鉱業出願が出
願の許可基準を満たしていることが、鉱業権の特定承
継については事前許可の基準を満たしていることが、
鉱業権の一般承継については他者譲渡勧告の通知がな
されないための基準を満たしていることが、それぞれ
重要になる。

上記の各基準について新鉱業法は共通の項目を定め
ている 14。これらの項目は、旧鉱業法の下では問題と
されてこなかった項目である。旧鉱業法の下では開発
能力に欠ける者による鉱業権設定や具体的な開発計画
のない者からの大量出願などが行われ、いわゆる休眠
鉱業権が問題となっていた。そこで新鉱業法はかかる

10　むしろ、鉱業申請について鉱業出願の規定の一部を準用する旨定めている新鉱業法39条４項及び41条４項は、鉱業出願人の地位の承継に関する規定
を準用対象から外している。更に、鉱業法の規定によって行った行為が承継人に対しても効力を生じる旨定めている新鉱業法10条の承継人の例示の
中には、鉱業申請人は含まれていない。なお、新鉱業法10条の承継人の例示の中には「鉱業権の設定を受けようとする者」も掲げられている。これ
を広く解釈すれば、鉱業申請人も含まれて、新鉱業法10条が鉱業申請人の承継を前提としているかのようにも読める。ただし、新鉱業法10条は、承
継人の例示として「鉱業権の設定を受けようとする者」と並列して「鉱業出願人」も掲げている。このことを踏まえると、「鉱業権の設定を受けよ
うとする者」の範囲は「鉱業出願人」や「鉱業申請人」を含まない狭い範囲を念頭に置いていると考えられる。

11　条文文言上は、新鉱業法51条の２は「鉱業権の移転をしようとするとき」を定めており、新鉱業法51条の３は「相続その他の一般承継によって鉱業
権を取得した」場合を定めている。本稿は、会社分割における鉱業権の承継は、後者の「その他の一般承継」に該当し、事業譲渡のような特定承継
は前者の「鉱業権の移転」に該当するとの理解を前提にしている。

12　新鉱業法施行規則14条の４
13　新鉱業法55条４号
14　なお、当該項目は、特定鉱物を目的とする鉱業権の設定に関する特定開発者の選定の審査基準（新鉱業法40条１項）、特定開発者である試掘権者に

よる採掘権の設定の申請の許可基準（新鉱業法41条３項）にも含まれている。

承継の対象
特定承継（例：事業譲渡）か
一般承継（例：会社分割）か

手続き 基準

鉱業出願人の地位
（一般鉱物）

特定承継 承継に係る鉱業出願（法36条１項、
２項）

出願の許可の基準（法29条１項）
一般承継

鉱業権
（一般鉱物か特定鉱
物かを問わない）

特定承継
事前の許可の取得（法51条の２第
１項）

事前の許可の基準（法51条の２
第３項）

一般承継
３ヶ月以内の事後の届出（ただし、
後に他者譲渡勧告の通知を受ける
可能性有り）（法51条の３第１項）

他者譲渡勧告の通知がなされな
いための基準（法51条の３第２
項）
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問題等を解消するために鉱業権を取得するための基準
に、以下の項目を追加した。

①　鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる
経理的基礎及び技術的能力を有すること。

②　十分な社会的信用を有すること。
③　鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らし

て著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障
を及ぼす恐れがあるものでないこと。

とすると、事業譲渡や会社分割を通じてある会社の
鉱業事業を承継しようとした場合、仮に被承継会社の
下では上記の要件が満たされていたとしても、承継会
社の下では上記の要件を満たさないことになれば、結
局当該鉱業事業に関する鉱業権は取得できないことに
なる。そのようにしなければ、休眠鉱業権の問題等を
解消しようとした新鉱業法の仕組みが事業譲渡や会社
分割を通じて骨抜きになってしまうからである。よっ
て、一般鉱物に関する鉱業出願人の地位の承継の場合、
地位を承継したとしても出願の許可基準を満たさない
として鉱業権は設定されず、鉱業権の特定承継の場合、
事前の許可基準を満たさないとして鉱業権は承継されな
い。そして、鉱業権の一般承継の場合、他者譲渡勧告
の通知がなされ、他者に譲渡するか、譲渡しなければ鉱
業権が取消されることになる。

次に、上記の項目の内容をより具体的に考えるため
に、これらの項目の充足を疎明するために提出しなけ
ればならない資料をみてみると、以下のものが含まれ
ている 15。

・事業計画書
・事業に要する資金の額及びその調達方法を記載した

書類並びにこの資金の調達方法を確認すべき書類
・直前３年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算

書、定款並びに役員の履歴書
・主たる技術者の履歴書
・鉱物の掘採に係る体制を記載した書面
従って、例えば、ある会社の鉱業部門の一部を事業

譲渡や会社分割により承継する際に、承継後はこれま
での資金調達方法がそのまま使えない場合には、別途
承継後の資金調達方法を独自に構築・疎明しなければ、
経理的基礎を欠くとして基準を満たさないことになろ
う。また、被承継会社の主要な技術者や掘採のための
組織体制が事業譲渡や会社分割の承継対象に含まれな
い場合には、別途承継後の技術者や組織体制を独自に
構築・疎明しなければ、技術的能力を欠くとして基準
を満たさない可能性がある。事業計画についても、そ
のまま承継先で遂行できる事業計画か否かを見極めな
ければならない。

そのため、事業譲渡や会社分割に先立つ法務監査の
段階で、被承継会社がどういった体制・実態を根拠に
経理的基礎、技術的能力、社会的信用を説明したのか

を把握し、それらの体制・実態をも承継するのか、そ
れとも承継しない場合に、その補完をどのように構築・
疎明するのかを検討・確認する必要が出てくる。

また、鉱業法改正に関する国会審議では、上記項目
③の「内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適
切」なものの趣旨について、国内の需要が見込まれる
にもかかわらず、開発した鉱物をすべて海外に売却す
ることを目的として鉱物を開発する場合 16 や、国内に
おいて需給逼迫という中で、資源の価格の値上がりを
予想して開発と売却を予定し、意図的に開発を遅らせ
るような場合を想定している旨立案者側から説明され
ている 17。したがって、これらの場合を念頭において
会社分割や事業譲渡により鉱業権を取得しようとして
も、基準を満たさないとして認められず、目的を達成
できない可能性が高いことに留意が必要である。

4. 特定鉱物を目的とする鉱業権の承継の場合
また、特定鉱物については、鉱業申請人の中から開

発を「最も適切に行うことができる者」を特定開発者
として選定し、鉱業権が設定されることから、鉱業申
請人が提出しなければならない書類には以下のものも
含まれている 18。

・目的とする特定鉱物又はそれと類似のものに関す
る掘採の実績

・鉱業権の設定を受けようとする区域における探査の
実績及び探査で得られた情報を踏まえた鉱床の評価

・採掘権の設定を受けようとする区域における試掘
の実績及び試掘で得られた情報を踏まえた鉱床の
評価（採掘権の申請の場合）

・特定鉱物の販路（採掘権の申請の場合）
よって、特定鉱物を目的とする鉱業権を承継する場

合、承継後も基準を満たすために、当該鉱物の掘採の
実績、当該特定区域での探査の実績、試掘の実績（採
掘権の申請の場合）、当該鉱物の販路（採掘権の申請の
場合）について、どのように疎明するのかについても
留意しておく必要がある。事業としての実態は承継せ
ず、単に鉱業権という権利だけ承継することを意図し
た取引の場合、承継先での独自の事業実態・実績が相
当なものでなければ、基準を満たさないとして結局鉱
業権が取得できない可能性がある。

5. おわりに
以上、非常に大枠ではあるが、組織再編の観点から、

特に、鉱業権或いは鉱業権取得前の出願又は申請段階
の地位の承継について検討した。

いずれにしても、新鉱業法による新しい法枠組みは
始まったばかりであるから、今後の実務の運用及び解
釈を注視して行く必要がある。

（2012.1.23）

15　新鉱業法施行規則４条３項、８条４項、14条の３第２項、22条の２第２項
16　なお、新鉱業法17条は、「日本国民又は日本国法人でなければ、鉱業権者となることができない。」と定めていた旧鉱業法17条をそのまま踏襲してい

る。そして、旧鉱業法においては、外国企業であっても、日本国法人である子会社を通じた実質的な鉱業権の間接保有が認められてきた。
17　平成23年５月13日衆議院経済産業委員会大臣政務官発言
18　新鉱業法39条３項６号、新鉱業法施行規則22条の３
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