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豪州の投資環境調査
（NT準州）

シドニー事務所

はじめに
高い鉱物資源ポテンシャルが指摘されている国／

地域の中には、鉱業制度の安定性、環境問題、先住
民・地域住民問題等の政治的・社会的リスクが顕在し
ているために、探鉱開発投資が停滞しているケースが
少なくない。こうした国／地域における投資阻害要因
を特定し、実際に投資を行う際の留意点を把握するた
め、当機構では投資環境調査を実施している。 

本報告書は、JOGMECシドニー事務所が現地コン
サルタント（クレイトン・ユッツ法律事務所）の協力
を得て、2015年10月時点での豪州北部準州（NT準
州）における投資環境に関して、実用的ガイドとして
作成したものである。

1. 鉱業関連一般概要
1.1 鉱業行政機関と鉱業関連団体等

豪州の連邦制は連邦政府、6つの州政府および2つ
の準州政府、そして地方自治体政府と大きく分けて3
つのレベルの統治機構から成り立っている。各レベル
の政府は異なる役割と責任を受け持っている。豪州の
法律では、鉱物や石油等の資源は連邦政府または州/
準州政府のいずれかが所有することになっている。探
鉱や採掘に関するライセンスの付与は州/準州政府が
行っている。

1.1.1 連邦政府の鉱業行政機関
豪州連邦政府の役割は国家財政予算、税制、外国

投資に関するガイドライン、移民政策、市場競争に関
する政策、貿易と関税制度、会社法、国際条約および
先住民の権利保護といった国家政策の制定である。

鉱業活動に関していえば、豪州連邦政府の法的管
轄権の範囲は主に海岸線から3海里圏外の領海内（「オ
フショア」）の資源に限られる。ただし、連邦政府は
採鉱活動による環境インパクトに対する管轄権の他、

輸出、国際貿易および外交に関する憲法上の権利を有
している。

鉱業を専門的にまたは部分的に管理する連邦政府
の省庁または代表機構はいくつかあり、関連情報を担
当大臣、業界関係者および一般社会に提供することで
個々のプロジェクトの透明性を担保している。

産業技術革新科学省 （Department of Industry, 
Innovation and Science; DIIS）1

産業技術革新科学省（DIIS）は産業、技術革新、科
学に関する事項を所管している。豪州の経済を成長さ
せるために、産業、資源、エネルギー、科学および技
術革新に関する分野の競争力および生産性を向上させ
るための各種施策を実施している。同省は科学研究と
その商業化支援、商業投資の促進と商業能力の向上、
規制の簡素化、行政機構の効率化を4つの最重要目標
として掲げている。2015年9月にターンブル新政権の
誕 生 に 伴 い、 技 術 革 新 を 重 視 す る 政 策 に よ り
Department of Industry and Science （DIS）から名称を
変更した。

環境省 （Department of the Environment; DoE）2

環境省（DoE）は豪州の自然環境、水資源、文化遺
産の保護に関する事項を所管している。また、気候変
動対策に関する政策を実施している。そのために同省
は「きれいな空気」、「きれいな土地」、「きれいな水」
および「国家遺産」を4つの柱として、豪州の各種産
業が環境へ与える影響を低減させるために、国内の産
業関連団体、地域社会、州・準州等政府、地方自治体
と連携して環境対策等を行っている。

同省は、1999年制定環境保護および生物多様性保全
法（Environment Protection and Biodiversity 
Conservation Act 1999）等の環境関連法令や、豪州が
加盟している国際環境条約を所管している。

同省は鉱業活動が「国家環境重要事項」に大きな影

おことわり：本報告書の内容は、必ずしも独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努
力を行っておりますが、本報告書の内容に誤りのある可能性もあります。本報告書に基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構およ
び執筆者は何ら責任を負いかねます。

1 産業技術革新科学省ウェブサイト http://www.industry.gov.au/AboutUs/Pages/default.aspx 
2 環境省ウェブサイト https://www.environment.gov.au/
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響を与える可能性が高い開発プロジェクトの提案者
（開発事業者）に対し、当該重要事項に係る環境影響
評価の実施を課し、EPBC法に則して個々の探鉱・開
発プロジェクトによる環境インパクト評価を行い、鉱
業権を付与する際の環境許認可プロセスの一部を担う

（詳しくは「2-4. 環境法」参照）。

外務貿易省 （Department of Foreign Affairs and 
Trade; DFAT）3

外務貿易省（DFAT）は外務および貿易政策を所管
しており、以下の施策を実施している。

･  豪州の安全保障強化
･  豪州経済、雇用の成長および生活水準向上への
寄与

･  豪州の国益を高めるグローバルな協力関係強化
･  海外の豪州人居住者、旅行者の支援
･  豪州の外務および貿易政策に対する国民への啓
蒙、国際的宣伝

外務貿易省は貿易相手国との良好関係の維持を通
じて有利な国際貿易環境を保つ役割を担っている。同
省はこれまで、世界各国（とりわけ主要輸出先である
アジア太平洋地域の国々）との自由貿易協定や一般貿
易協定の締結交渉を通じてその役割を果たしてきた。

移民・国境警備省 （Department of Immigration and 
Border Protection; DIBP）4

移民・国境警備省（DIBP）は豪州の移民政策や関
税・出入国管理政策に関する事項を所管している。旅
行者や移民が関連法規を遵守することを保障するため、
同省は豪州の国境を跨る人の動きを監督している。

同省は豪州で働く外国人への就業ビザの発行を管
理しているため、豪州での投資を検討する際に重要な
省庁であり、外国企業による投資は同省の審査が必要
になってくる可能性が高い。

外資審議委員会 （Foreign Investment Review Board; 
FIRB）5

外資審議委員会（FIRB）は財務省が管轄する外部
組織であり、外国企業等による豪州への投資案件の調
査および審査を行う。財務省に対し外国企業等による
投資案件が豪州の外資政策に整合するものであるか否
か等の提言を行っている。

これに加えて、投資を検討する外国資本に対して
上記法律に関する情報提供を行い、投資判断を助ける

事も同委員会の役割の1つである。

豪州統計局 （Australian Bureau of Statistics; ABS）6

豪州統計局（ABS）は豪州の公式統計機関であり、
独立した法定官庁である。同局の第一義的な役割は、
豪州社会の各分野に関する統計を取りまとめ、公衆に
提供することである。ABSが発表する統計は政府に
よる公共政策や経済政策制定のための指針とされてい
るため、豪州経済にとって重要なデータである。
ABSは高品質、客観的かつニーズに応えられる国家
統計サービスを政府や社会がアクセスしやすい形で提
供している。ABS発表の統計には、州別総生産にお
ける鉱業セクターの寄与度、雇用動向、生産動向、民
間投資動向、貿易動向、探鉱投資動向等がある。

豪州貿易促進庁 （Australian Trade Commission; 
AUSTRADE）7

豪州貿易促進庁（AUSTRADE）は外務貿易省の内局
である。国際市場の開拓、国際教育の促進、外国からの
投資の促進、豪州観光業界の強化に関する各種事業を実
施している。外国企業等による豪州への投資を支援する
他、輸出市場開発補助金（Export Market Development 
Grants; EMDG）スキームやTrade Start Programを通じ
て豪州産業の国際市場進出を支援している。

豪州地質調査所 （Geoscience Australia; GA）8

豪州地質調査所（GA）は産業科学省内の研究機関で
ある。豪州の地球科学、地下資源、自然災害等に関す
る研究を行う専門機関である。質の高い地球科学情報
の提供により豪州の経済成長と社会に貢献することを
目的としている。GAは豪州の陸域および沿岸海域（各
州所管沿岸域を除く経済水域）における地球科学情報を
管理しており、資源に関する地球科学的な研究および
データ収集を行うとともに、豪州の探鉱を効率的に実
施するための広域的な地球科学調査データ等の提供を
行っている。GAは、主に以下の事業を実施している。

･  豪州の資源に関する調査およびデータの提供
･  自然災害に対する調査およびデータの提供
･  豪州の水資源に関する調査およびデータの提供
･  豪州の海洋域に関する調査およびデータの提供
･  基礎地理情報の提供
･  豪州の地質に関する地球科学的な研究
GAは豪州全体の資源に関する情報を提供してい

る。経済性が実証された資源量に関する統計を取りま

3 外務貿易省ウェブサイト http://dfat.gov.au/pages/default.aspx 
4 移民・国境警備省ウェブサイト https://www.border.gov.au/ 
5 外資審議委員会ウェブサイト http://www.firb.gov.au/content/default.asp 
6 豪州統計局ウェブサイト http://www.abs.gov.au/ 
7 豪州貿易促進庁ウェブサイト http://www.austrade.gov.au/ 
8 豪主地質調査所ウェブサイト http://www.ga.gov.au/ 
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とめ、「豪州鉱物資源量報告書」9や「豪州鉱物資源探
鉱報告書」10を毎年公表している。

首席経済学者オフィス （Office of the Chief Economist）11

産業技術革新科学省の首席経済学者Mark Cully氏が
率いる首席経済学者オフィスは、連邦政府の大臣らに
対して経済政策に関する助言を行い、さらに各種統計
結果と予測、経済トピックに関する分析を行った報告
書を提供している。同オフィスは資源・エネルギーを
含む複数領域での専門知見を有するとともに、豪州の
貴重な資源の探鉱、採掘および輸出に関する各種統計
を取りまとめている。同オフィスが出す参考価値の高
い出版物の中には、四半期ごとに公表される「資源・
エネルギー統計」12や半期ごとに公表される「資源・エ
ネルギー主要プロジェクト」13等がある。以前は産業科
学省の資源エネルギー経済局（Bureau of Resources and 
Energy Economics; BREE）がこの役割を担っていた。

鉱業に関していえば同局は投資や各州の州民総生
産、そして雇用や探鉱支出などに関するデータを業界
に提供している。

連邦科学産業研究機構 （Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation; CSIRO）14

連邦科学産業研究機構（CSIRO）は、連邦政府が設
立した独立科学研究機構であり、同種機構の中では世
界最大規模を誇る。CSIROによる研究活動は多様な
テーマや分野にわたり、その中には鉱物資源の探鉱、
採掘、精製および金属生産に関するものも含まれる。
同機構は豪州や世界の産業界が直面する現実的な問題
に対するソリューションを提供する役割を担う。

CSIROは毎年の科学出版物、クライアントレポー
ト、メディアリリースに加えて、出向、産業別ワーク
ショップ、セミナーそして特別出版をといった形で対
象産業や公衆に対してアドバイスを行っている。

1.1.2 NT準州政府の鉱業行政機関
豪州での実際の鉱業生産活動に関する規制や規則

制定の権限は通常各州政府にある。州/準州政府は鉱
物資源に関する権利の管理と割り当てを行うととも

に、土地の管理、操業規制（環境規制や職場安全衛生
上の規制）、そして鉱産物にかかるロイヤルティーの
回収に関して第一義的な責任を持つ。各州/準州政府
の法的管轄権は、その領域内の土地または海外線から
3海里以内の領海内（「オンショア」）で発見された資
源に限られる。

環境保護、都市開発および先住民の土地権利の関
係上、どの州/準州内にも探鉱や採掘のためのアクセ
スが制限されるエリアがある。土地（沿岸3海里圏内
の領海を含む）へのアクセスや探鉱ライセンスを取得
しようとする企業は、管轄する州/準州政府（通常は
各政府の鉱業部門）と交渉する必要がある。

これに加えてNT準州には、鉱業および資源産業に
特化したまたはこれらと密接に関係したいくつかの準
州政府設立の機関がある。これらの機関は1.1.1章で述
べた連邦政府の鉱業関連機関と定期的に連絡を取り合
うが、その活動範囲は基本的にNT準州の領域内に限
定される。鉱物資源の探鉱や採掘に関する規則の制定
と実施は準州政府レベルで行われるため、以下の各機
関はNT準州の鉱業にとって大変重要な役割を持つ。

NT準州鉱山エネルギー省 （Department of Mines and 
Energy - Northern Territory）15

NT準州鉱山エネルギー省は、NT準州の資源セク
ターに対する支援と発展促進に関する事項を所管して
いる。また、同準州内での鉱業活動に関係する多数の
企業と連携しながら、投資誘致（COREプログラムな
ど）、探鉱／採鉱実施者への最新の地球科学データの
提供、鉱業権許認可、先住民との交渉支援および土地
アクセスの取り計らいを通じて鉱業部門をサポートし
ている。さらに、同省はNT準州内での探鉱や採掘活
動を管理し、資源企業が関連法規を順守しているか監
督する役割も担っている。

NT準州環境保護機構 （Northern Territory Environment 
Protection Authority; NT EPA）16

NT準州環境保護機構（NT EPA）はNT準州の環境
に関する機関であり、同準州内の環境を保護に関する
事項を所管している。NT EPAは第1.1.1章で紹介した

9 Australia's Identified Mineral Resources 
10 Australian Mineral Exploration Review
11 Office of the Chief Economistウェブサイト http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Pages/

default.aspx 
12 Resources and Energy Quarterly http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/

Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx 
13 Resources and Energy Major Projects http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/

Pages/Resources-and-energy-major-projects.aspx 
14 CSIROウェブサイト http://www.csiro.au/en/About 
15 NT準州鉱山エネルギー省ウェブサイト http://www.nt.gov.au/d/Minerals_Energy/ 
16 NT準州環境保護機構ウェブサイト http://www.ntepa.nt.gov.au/ 
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連邦政府環境省のNT準州版に相当する。NT EPAは
生態系の保護、水資源保護、そして環境管理と環境イ
ンパクトの最小化を重視しており、準州内での開発に
伴う環境インパクトに関する勧告に加え、環境政策、
汚染問題、廃棄物管理や持続可能性関連政策に関する
助言を行う。NT EPAが行う助言や勧告は同準州の環
境保護の基礎法規である「NT準州環境評価法

（Northern Territory Environmental Assessment 
Act）」に依拠している。

鉱業および資源産業は環境に大きな影響を与えや
すいため、NT EPAは準州内のこれらの産業と密接
な関わりを有する。鉱業権申請プロセスにおいて、
NT EPAは全ての探鉱および新規開発プロジェクト
が環境リスクを十分に考慮して計画されているかを確
認して環境許認可を行う。さらに、現行生産プロジェ
クトについても環境リスクを十分に考慮して操業が実
施されているか監督する。

NT準州商務省 （Department of Business - Northern 
Territory）17

NT準州商務省は、国内外からの投資を促進および
経済成長に関する事項を所管している。同省は投資促
進と持続的な経済成長を実現するために、競争力を有
する信頼性の高いビジネス環境を形成に務めている。
また、同省は同準州内の商務、雇用、貿易に関する諸
政策を実施し、投資担当大臣に対して同準州の法改正
を支援、推進するための助言を行っている。

NT準州貿易投資オフィス（Investment - Northern 
Territory; investNT）18

NT準州貿易投資オフィスは、NT準州商務省が管轄
する公的組織であり、準州内の各種産業やインフラス
トラクチャーをアジア地域の国々に紹介し、NT準州へ
の投資を促進する役割を持つ。同オフィスは海外（特
にアジア太平洋地域）からの投資を促進するために、

「investNT」ウェブページ等を通じて準州内での投資機
会に関する資料を諸外国の紹介し、中国語、日本語、
韓国語での投資に関する情報提供も行っている。

NT準州地質調査所 （Northern Territory Geological 
Survey; NTGS）19

NT準州地質調査所（NTGS）は、NT準州鉱物エネル
ギー省に属し、NT準州における主要な地球科学分野の

研究所であり、NT準州内の各地質ブロックの成因を理
解するための地質調査プロジェクト、地化学データや
物理データの取得、共同研究プロジェクト等を実施し
ている。NTGSは各種調査により取得したデータの編集
と解読を行い、その成果を無料で提供している。NTGS
のウェブサイト中の地球科学・探鉱・鉱業情報提供シ
ス テ ム（The Geoscience and Exploration Mining 
Information System; GEMIS）から全ての成果物をダウン
ロードすることができる。また、NTGSが2013年に発行
した「NT準州の地質および鉱物資源」20は、NT準州の
地質全体の概要から準州内の各地質ブロックの岩層、
地質年代等に関する詳細な記述、鉱物資源について詳
しく取りまとめられている。

NTGSは地球科学データの取得および管理と提供に
加え、NT準州における資源企業の探鉱活動のサポー
トにも積極的に取り組んでいる。地球科学・探鉱セミ
ナー（The Annual Geoscience Exploration Seminar; 
AGES）を毎年開催し、NTGSが実施した調査や取得
した最新の地球科学データの紹介を行っている。

1.1.3 鉱業関連団体
･  豪州全国規模の鉱業関連団体

豪州鉱業評議会 （Minerals Council of Australia; 
MCA）21

豪州鉱業評議（MCA）は、豪州において鉱物資源
の探鉱、採掘、製錬等を実施している企業を代表する
鉱業に関する全国組織である。国際競争下にある豪州
の鉱業のため、鉱業政策と鉱山操業等に対し、安全
性、高収益性、革新性、環境保全および社会的責任の
重要性を提唱するとともに、政府の方針、制度、税制
に対する検証を行い、鉱業界を代表して政府に対しコ
メント等を発する役割を担っている。同評議会は鉱物
資源利用税（Minerals Resource Rent Tax; MRRT）
および炭素価格制度の廃止並びに探鉱促進支援策

（EDI）の設立等に関与した。
MCA会員企業は、豪州の鉱物生産量の約85％を占

めている。会員企業が関与する鉱種として、ベースメ
タル、軽金属、鉄鉱石、石炭等が挙げられる。また
MCAは毎年「Minerals Week」会議を開催してきた。
同会議はMCAが連邦政府の大臣や連邦議会議員に対
して鉱業に影響する諸問題や対応策を提起するための
場にもなっている。

17 NT準州商務省ウェブサイト http://www.dob.nt.gov.au/Pages/default.aspx 
18 NT準州貿易投資オフィスウェブサイト http://www.dob.nt.gov.au/industry-development/attract/Pages/default.

aspx 
19 NT準州地質調査所ウェブサイト http://www.nt.gov.au/d/Minerals_Energy/Geoscience/ 
20 NT準州地質調査所発刊Geology and mineral resources of the Northern Territory （2013）  http://www.

geoscience.nt.gov.au/gemis/ntgsjspui/handle/1/81446 
21 Minerals Council Australia ウェブサイト: http://www.minerals.org.au/
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鉱業探鉱企業協会 （Association of Mining and 
Exploration Companies; AMEC）22

鉱業探鉱企業協会（AMEC）は、豪州の中小企業の
探鉱・採掘活動を支援することを目的に1981年に設
立された会員組織である。会員の意見をAMECの方
針として政府の政策や経済対策に反映させる役割を
担っており、鉱物資源利用税（MRRT）導入時には
ジュニア企業の利益保全の観点から政府に積極的に働
きかけを行った。また、先般導入された探鉱開発奨励
措置（EDI）に関しても、政府に積極的に提言を行っ
た。AMECはパースとブリスベンの両都市にオフィ
スを持ち、全国規模で活動しており、産業界の専門家
や政府からの高い信頼を受けている。先住民関係、会
社管理と税務、環境と水資源、社会基盤、そして鉱業
関連法規と職場安全等の分野を所管している。

豪州地球科学学会 （Australian Institute of Geoscientists; 
AIG）23

豪州地質学者協会（AIG）は、豪州の地球科学分野
の研究者が参加している学会である。国内外に3,000
人以上の会員を有する。AIG は、資源業界と研究機
関の専門技術に関する情報伝達、ネットワーク作り、
専門知識の向上、雇用機会提供等の活動を実施してい
る。隔年でAusIMMと共同でInternational Mining 
Geology Conferenceを開催している。

大洋州鉱業冶金協会 （The Australasian Institue of 
Mining and Metallurgy; AusIMM）24

大洋州鉱業冶金協会（AusIMM）は、1893に設立さ
れた豪州の採鉱、探鉱、製錬に関する専門家を代表す
る鉱業分野の会員組織である。鉱業および製錬に関す
る各種会議（Uranium Conference, Iron Ore Conference, 
IMARC, International Mining Geology Conference等）を
開催している。豪州やアジア太平洋地域を拠点とする
専門家約14,000人の会員が所属している。豪州内外に
支部が設けられている。

職場安全機構 （Safe Work Australia）25

豪州職場安全機構は「2008年制定豪州職場安全法」の
制定と共に設立された政府組織である。同機構は職場
の安全に関する法案や諸政策の策定には関わっている
が、職場の安全に関する直接の監督は行わず、職場安
全関連の法的枠組みの適切な実施および監督は連邦政

府、各州政府および地方政府が各々のレベルで行って
いる。同機構は職場安全衛生関連規程（Occupational 
Health and Safety; OHS）を制定し、その普及に努めて
いる。

･ NT準州の鉱業関連団体

豪州鉱業評議会NT準州支部 （Minerals Council of 
Australia NT Division; MCA）26

豪州鉱業評議（MCA）は、豪州において鉱物資源
の探鉱、採掘、製錬等を実施している企業を代表する
鉱業に関する全国組織であり、MCAのNT準州支部
は準州内の鉱物ビジネスを促進するとともに、地域社
会が満足できるように事業者の環境的および社会的責
任の履行を監督している。

NT準州支部は会員間の商業関係を促進し、政府部
門とも良好な関係維持に努めており、採鉱・探鉱業者
のために規制当局者との意見交換の場として各種会議
やイベントを開催している。

NT準州職場安全機構27

NT準州職場安全機構は第1.1.1章で紹介したNT準
州商務省の一部門として職場安全に関する行政責任を
持ち、準州内の資源産業関連現場で安全対策がしっか
り実行されるように監督を行っている。準州内各鉱山
での操業が「鉱山管理法（Mine Management Act）」
と「職場安全衛生法（Work Health and Safety Act）」

（後者は連邦法）両方を遵守する事を保証するための
立ち入り検査も同機構の責務である。

同機構の監督対象となる産業は「豪州およびニュー
ジーランド標準産業分類（The Australian and New 
Zea land Standard Industr ia l C lass i f i cat ion ; 
ANZSIC）」によって「資源産業」と分類されたものの
一部を含む。豪州国内およびNT準州内の産業で
ANZSICによって統計上「資源産業」と分類されるの
は石油、天然ガス、鉱物、建築材料の採掘および探鉱
活動である。

1.2 鉱業政策
1.2.1 豪州連邦政府の鉱業政策

豪州連邦政府は投資奨励と許認可プロセス簡素化
のために複数の施策を行っている。連邦政府は鉱業権
申請時の環境許認可が連邦政府と州/準州政府でそれ

22 AMEC ウェブサイト: http://www.amec.org.au/ 
23 Australian Institute of Geoscientists ウェブサイト: https://www.aig.org.au/about-aig/ 
24 AUSIMM ウェブサイト: http://www.ausimm.com.au/ 
25 Safe Work Australia ウェブサイト: http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/mining/

pages/mining 
26 MCA NT division ウェブサイト: http://www.minerals.org.au/divisions/northern_territory 
27 Northern Territory Work Safe ウェブサイト: http://www.worksafe.nt.gov.au/Pages/default.aspx
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ぞれ実施されていて鉱業権取得まで多くの時間を要し
ていたため、連邦政府は州/準州政府に対して環境許
認可の実施を一元化する（ワンストップショップ化）
方針を打ち立てた。続いて連邦政府は2014年7月を
もって炭素価格制度（Carbon Tax）を、同年9月に鉱
物資源利用税（Mineral Resources Rent Tax; MRRT）
を撤廃するとともに、投資者が探鉱費用を課税所得か
ら 控 除 で き る よ う に 探 鉱 開 発 イ ン セ ン ティブ

（Exploration Development Incentive; EDI）を導入し
た。さらに、2015年6月に「北部豪州開発白書」を発
表し、同白書の中で豪州北部（南回帰線以北の地域）
の経済力強化のための方針が示された。

1）環境許認可のワンストップショップ化28

ワンストップショップ環境許認可制度では、1999年
制定環境保護および生物多様性保全法（Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act 1999）
の規定により、各州/準州政府に環境許認可の審査・
承認を行う権利を委譲する。これにより、連邦政府に
よる環境許認可プロセスがなくなり、各州/準州政府
による審査・承認だけで済むようになる。この政策の
狙いは、厳格な環境基準を堅持しながらも申請企業の
ために許認可プロセスを簡素化し、より迅速な意思決
定を通じて豪州の投資環境を改善することにある。連
邦政府は2013年10月16日にワンストップショップ実
現のための法的枠組みを承認した。連邦政府と州・準
州等政府との環境認可等のプロセスの簡素化は以下の
3つの段階の協議、合意形成によって進められている。

・ 第1段階：「環境認可プロセスの簡素化に関する
覚書（MOU）」の締結

・ 第2段階：「環境影響評価に関する協定」の締結
・ 第3段階：「環境認可に関する協定」の締結
このうち、第3段階はまだどの州も協定の締結が完

了していない。

2） 探鉱開発奨励措置（Exploration Development 
Incentive; EDI）29

EDIはジュニア探鉱企業に対する投資を促進し、
ジュニア探鉱企業によるグリーンフィールド探鉱の実
施を促進することを目的とした措置である。EDI関連
法案は2015年3月3日に議会で承認され、2014/15年
度～2016/17年度にかけてジュニア探鉱企業が支出し
た探鉱費が税控除の対象となる。

一般的に、鉱山操業企業は鉱物生産による定期的

な収益があるのに対して、探鉱を中心に実施している
ジュニア探鉱企業は定期的な収益はなく、多くのジュ
ニア探鉱企業は株式の発行により、市場から資金を調
達して探鉱を行っている。EDIは豪州のジュニア探鉱
企業に投資を行う在豪の投資者を対象とした税額控除
措置であり、ジュニア探鉱企業への投資を活発化さ
せ、ジュニア探鉱企業によるグリーンフィールド探鉱
を推進することを目的としている。EDIは年度ごとに
ジュニア探鉱企業がグリーンフィールド探鉱に支出し
た探鉱費に対して適用される。

EDIの対象となるジュニア探鉱企業の条件は、1）
豪州の企業であること、2）大企業の子会社ではない
企業であること、3）課税収入がないこと、4）鉱山を
操業していないこととされている。EDIの対象となる
グリーンフィールドの探鉱費は、鉱物の探鉱費であ
り、石油、ガス、シェールオイル、炭層ガス、地熱、
採石の探鉱費は対象とならない。

EDIの申請手続きは以下の手順で行われる。1）
ジュニア探鉱企業が年度内に支出した探鉱費を豪州国
税局（ATO）に申請を行う。2）ATOが税控除額を算
出してジュニア探鉱企業に提示する。3）ジュニア探
鉱企業はATOから提示された税控除額の範囲で投資
家に対し「税控除クレジット」を与える。4）投資家は

「税控除クレジット」を用いて次年度の収入に対する
課税額から「税控除クレジット」分の控除を受ける。
なお、ジュニア探鉱企業は投資を受けた全ての投資者
に税控除クレジットを与えることも可能であり、一
方、新規の投資家に対してのみ税控除クレジットを与
えることも可能である。これら判断はジュニア探鉱企
業がATOに探鉱費の額を申請する時点で決定するこ
とが求められている。

連邦政府はEDIに3年間で1億A$（2014/15年度は
25百万A$、2015/16年度は35百万A$、2016/17年度
は40百 万A$）の 予 算 を 措 置 す る 予 定 で あ る。
2014/15年度は84社のジュニア企業の申請が採択さ
れ、投資者が税控除を行うための2,100万A$分のクレ
ジットが発行された。初年度は予算2,500万A$のう
ち、約85％が支出された。

3）北部豪州開発白書30

連邦政府は南回帰線以北の北部豪州の地域経済の
活性化を行うための北部豪州開発白書を2015年6月に
発表した。NT準州だけは準州全ての範囲が白書の対
象とされている。同白書は北部豪州での先住民権利に

28 One-Stop Shop for environmental approvals ウェブサイト：https://www.environment.gov.au/epbc/one-stop-
shop 

29 Exploration Development Incentive ウェブサイト：https://www.ato.gov.au/Business/Exploration-Development-
Incentive/ 

30 White Paper on Developing Northern Australia ウェブサイト：http://industry.gov.au/ONA/WhitePaper/index.
html 
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1.4 NT準州で操業中の鉱山
前章で述べたNT準州からアジア太平洋地域に輸出

される鉱産物は準州内にある8箇所の主要鉱山（表1、
図8）から産出されている。現在準州内で最も多く採

掘されている鉱物はマンガン、金、ボーキサイト、
ベースメタル、ウラン等である。2013-14年度に上記
の鉱山から27億ドルを超える鉱産物が生産され、NT
準州経済に大きく貢献している。

図8 NT準州の主要鉱山の位置図（2015）41
（出典："Invest in Australia’s NT" November 2015）

表1 NT準州の主要鉱山（2015）
鉱山名 所有企業名 鉱種 年間生産量

Callie （Tanami） Newmont Mining （100％） Au 345,000oz
Cosmo Newmarket Gold Incorporated （100％） Au 63,255oz
Old Pirate ABM Resources （100％） Au 非公表
Gove Rio Tinto Aluminium （100％） Bauxite 820万t
Bootu Creek OM Holding Ltd （100％） Mn 85-90万t

Groote Eylandt （GEMCO） South32 （60％） Anglo American Plc （40％） Mn 478万t （FY2014）

McArthur River Glencore Plc （100％） Zn （Pb） 250万t
Ranger ERA （100％） U -

（出典：各社HP）

41 NT準州投資促進パンフレット "Invest in Australia’s NT" November 2015
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1.5 NT準州の投資ポテンシャル
NT準州は、フレイザー・インスティテュートが毎

年発行している鉱業レポート42中の世界における投資
魅力度ランキングで第7位にランクされている。第1
位はWA州であるが、豪州国内ではWA州に次ぐ高
い順位となっている。なお、SA州が10位、QLD州が
16位、TAS州が30位、NSW州が38位、VIC州が62
位となっていることから、NT準州の順位は際立って
高い。

NT準州には、世界最大級の鉱山や大きな資源量を
有する鉱床がいくつも胚胎している。現在、NT準州
で操業している鉱山としてGroote Eylandtマンガン
鉱山、Goveボーキサイト鉱山、McArthur River鉛-
亜鉛-銀ベースメタル鉱山、Tanami地域のCallie金鉱
山、そしてRangerウラン鉱山等が大規模で有名であ
る43。この他、現在まだ未開発であるものの探鉱が実
施されている鉱種として金、銅、亜鉛、ニッケル、コ
バルト、ボーキサイト、ウラン、ダイヤモンド、錫、
タンタル、マグネサイト、リン酸塩、カリウム、鉄鉱

石そして各種レアメタル等がある。
NT準州内でワールドクラスの鉱床がいくつも発見

されていることから、今後も探鉱によって新たな大型
鉱床が発見される可能性は高い。NTGSは既知鉱床に
関する情報や広域的に取得した物理データの提供を無
料で行っている。

NTGSが2013年に発行した「NT準州の地質および
鉱物資源」44によれば、現在準州内には790箇所もの
既知の金鉱徴地が確認されている。これらの金鉱徴地
のかなりの部分はDarwinの南東にあるPine Creek地
域に集中している。同地域は他にもベースメタル、ウ
ラン、鉄鉱石などの鉱徴地が確認されている。また、
現在NT準州で確認されている各種鉱種の既知鉱徴地
数は3112箇所に上っている（表2）。

最近はPine Creek地域の金やMcArthur地域や
Arunta地域のベースメタルの探鉱が活発になってい
ることがNT準州地質調査所の主催する鉱業大会
AGES2016で紹介されている45。

42 Fraser institute annual Survey of Mining Companies 2015: https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-
survey-of-mining-companies-2015 

43 NTGS Commodities overview and fact sheets: http://www.nt.gov.au/d/Minerals_Energy/Geoscience/index.
cfm?header=Commodities 

44 NT準州地質調査所発刊Geology and mineral resources of the Northern Territory （2013）  http://www.
geoscience.nt.gov.au/gemis/ntgsjspui/handle/1/81446

45 Overview of mineral and petroleum exploration and production in 2015; http://geoscience.nt.gov.au/gemis/
ntgsjspui/handle/1/82746 

表2 NT準州内の鉱種別の鉱徴地数
 Au Cu Pb Zn U Fe Mn Al P Sn-Ta W Ba Fl REE HMS その他 合計
鉱徴
地数 790 490 166 62 361 153 153 26 41 364 102 48 21 9 28 298 3112

（出典：Geology and mineral resources of the NT （2013））
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表3 グラスルーツ探鉱ステージのプロジェクト一覧
鉱山名 所有企業名 位置 鉱種 資源量

1 Neutral Junction
Bowgan Minerals 
（50％） Mega 
Uranium （50％）

195km NNE of Alice 
Springs Au, Cu, Ag -

2 Bowgan Bowgan Minerals 300km NE of Tennant 
Creek U, Au, base metals -

3 Mount Stafford Crossland Strategic 
Metals REE, U -

4 Irindina Red Metal 260km E of Alice 
Springs Cu, Au, Ni -

5 Tennant Creek Red Metal 66km ESE of Tennant 
Creek Cu, Au -

6 Calvert Spectrum Rare Earths 500km NE of Tennant Creek Base metals, Au -

7 Kirkimbie Daylight Jack Diamonds and base 
metals -

8 Compass Creek Ismins 135km SE of Darwin Au, Ag, Cu, Sn -
（出典：Northern Territory Mineral Investment Opportunities October 2014）

表4 初期探鉱ステージのプロジェクト一覧
鉱山名 所有企業名 位置 鉱種 資源量

1 Chilling Crossland Strategic 
Metals 120km S of Darwin U, Au, base metals -

2 Maranboy/ Yeuralba Outback Metals 315km SE of Darwin Sn, W, Au, Ag, Cu -

3 Mt Wells Outback Metals 145km SE of Darwin SN （Cu, Au） -

4 Stromberg and 
Skyfall HREE District Spectrum Rare earths 

60km W of Pine 
Creek REE -

5 Quantum Spectrum Rare earths 150km SSE of Darwin REE, U -

6 Ngalia Basin Thundelarra 
Exploration

250km NW of Alice 
Springs U -

7 Mount Hardy TNG ltd 38km NW of 
Yuendumu Cu -

8 Nabarlek Uranium Equities 270km E of Darwin U, PGE, Au -
（出典：Northern Territory Mineral Investment Opportunities October 2014）

表5 アドバンスド探鉱ステージのプロジェクト一覧
鉱山名 所有企業名 位置 鉱種 資源量

1 Tin Camp Creek Alligator Energy 275km E of Darwin U 943,905t （0.31％）

2 Charley Creek Crossland Strategic 
Metals

150km NW of Alice 
Springs REE -

3 Napperby Deep Yellow 150km NW of Alice 
Springs U 9.34Mt （200ppm）

4 Jervois KGL Resources 280km NE of Alice 
Springs Cu, Zn, Ag, Pb Cu 26.7Mt （1.12％Cu）

Pb, Zn 3.8Mt （3.7％ Pb and 1.2% Zn）

5 Wanarah Minemakers 300km SE of Darwin P （P2O5） 542Mt （10％）933Mt 
（5％）

6 Karinga Lakes Rum Jungle 
Resources

245km SW of Alice 
Springs Potash 8.4Mt （70％）

7 Ammaroo Rum Jungle 
Resources

225km SSE of 
Tennant Creek P （P2O5） 1145Mt （10％ phosphate）

8 Spring Hill Thor Mining 160km SE of Darwin Au 289Koz
（出典：Northern Territory Mineral Investment Opportunities October 2014）
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2．NT準州の鉱業に関する法規制
本章では、NT準州の鉱業に関する法規制、特に探

鉱を中心に、下記の事項について概要を述べる。
（a） 豪州の法律および司法制度
（b） 探鉱活動に関する法規制
（c） 鉱業法:

（i） 鉱物の所有権
（ii） 申請手続きおよび費用
（iii） 採掘権の種類
（iv） 優先順位原則
（v） 権利取得に対する制限
（vi） 主な義務
（vii） 鉱物権の取引（移転または譲渡）
（viii） 鉱物の種類
（ix） 権利の取り消しまたは喪失
（x） ロイヤルティーおよび税金

（d） 環境法
（e） 先住民または地域社会に関する事項
（f） 水利法
（g） ウラン

2-1．豪州の法律および司法制度 
豪州連邦は6つの州（QLD州、NSW州、VIC州、

WA州、SA州およびTAS州）および2つの準州（NT
準州および豪州首都特別地域）から成る連邦制をとっ
ている。豪州は、議会制民主主義に基づく立憲君主制
連邦国家である。豪州の法制度はコモン・ロー制度を
とっている。裁判官は、コモン・ローならびに連邦議
会および関連する州・準州の議会が制定した成文法に
基づき事案の判断を行う。

豪州連邦最高裁判所（High Court of Australia）は、
豪州国内で最上位の裁判所であり、首都キャンベラに
存在する。同裁判所は上告裁判所であるが、州政府間
の紛争や連邦政府が当事者となる紛争等、特定の種類
の事案に関しては一審裁判所として審理を行う管轄権
も限定的に有している。州および準州にはそれぞれ一
審審理および控訴審理を行う最高裁判所（supreme 
court）および階層に分かれた下級裁判所が存在する。

2-2．鉱業活動に関する法および規制
2-2-1．立法権

豪州の法律の制定権は、豪州連邦憲法によって定
められている。すなわち、連邦議会に立法権があると
連邦憲法に明示的に規定されている事項は連邦法で定
められ、その他の事項は州および準州法で定められ
る。

例えば、豪州連邦憲法は、オンショアの鉱物につ
いては連邦議会が立法権を有する分野として定めてい

ないため、州または準州の境界内に存在する鉱物につ
いての立法権は州または準州が有することになる。

各州および準州には様々な鉱業法令が存在するが、
連邦憲法は、鉱業の運営に関連する多くの事項につい
て連邦議会に立法権を与えている。これらの権限に基
づく連邦法が州法や準州法と矛盾する場合、連邦法が
州法や準州法に優先する。

2-2-2．連邦法
鉱物の所有権は州および準州が有しており、また、

連邦議会はオンショアの鉱物に関して憲法に基づく立
法権を有していないことから、鉱業に関するほとんど
の法律は州法または準州法であって連邦法ではない。

しかし、鉱山がオンショアに存在し、特定の州・
準州の境界内にある場合であっても、例えば鉱業に関
連する下記のような事項は連邦法によって規制されて
いる。
（a）環境
（b）先住権
会社法（Corporations Act 2001 （Cth））は、豪州で

事業を行う会社に対し一定の報告義務を課している。
会社法は、豪州で事業を行う法人を連邦レベルで規律
している。

2-2-3．NT準州法
上述のとおり、州および準州はそれぞれ鉱物の探

鉱および生産を規制するための独自の法律を制定して
いる。NT準州では、鉱物権法（Mineral Titles Act 
2010）および鉱物権規則（Mineral Titles Regulations 
2010）が、鉱物資源の探鉱、開発および利用について
規制を行っている。鉱物権法は2011年に施行され、
それまで長年運用されてきた鉱業法（Mining Act）に
取って代わった。

NT準州では、鉱物を探鉱する者は、鉱物権を取得
することなく土地への立入りおよび「準備的探鉱活
動」を行うことができる。「準備的探鉱活動」以外の
探鉱活動に関しては、鉱物探鉱ライセンス（Mineral 
Exploration Licence）がNT準州によって付与される
主要な権利であり、この保有者には、鉱物権法、鉱物
権規則、およびライセンスの付帯条件に従い、鉱物抽
出物以外の全ての鉱物を探鉱する権利が与えられる。
鉱物探鉱ライセンスは、現在の鉱業権（鉱物クレー
ム、 保 留 リース、 採 掘 リース）お よ び、 保 護 区

（reserved land）のような探鉱を行えない区域には適
用されない51。

51 鉱物権法s65（3） 
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2-3．鉱業に関連する法律
2-3-1．鉱物の所有権

コモン・ローの下では、土地の所有者がその土地
上または地下に存在するものを全て所有しているとの
推定が無制限に働き、土地上または地下に存在する全
ての鉱物もこれに含まれる（金や銀等の貴金属は除
く）。しかし、この推定は、NT準州を含む豪州では
事実上廃止された。

NT準州は、その他の州および準州と同様、鉱物が
公有であるとの制定法を定めている。限られた例外を
除き、私有地か公有地かにかかわらず、全ての鉱物

（ウラン等の一定の物質を除く）は、採掘が行われる
までは州・準州が所有する。この結果、豪州における
鉱物の探鉱および生産に関する規制の管理者は州およ
び準州となっており、土地の所有者ではない。

豪州において、採掘前の鉱物の所有権が土地の所
有者に帰属する唯一のケースは、州・準州による鉱物
の所有権を定めた法律が導入される前に鉱物を含む土
地を付与された場合である。但し、州・準州に鉱物が
帰属することを定めずに土地が付与されることは稀で
ある。

通常、鉱物が土地から採掘されない限り、州・準
州から採掘者に対して鉱物所有権は引き渡されない。

2-3-2．申請手続および費用
上記のとおり、鉱物探鉱ライセンスは、NT準州に

おける探鉱のために付与される主要な権利であり、鉱
物権法、規則およびライセンスの付帯条件に従い、抽
出鉱物以外の全ての鉱物に関し、鉱物探鉱ライセンス
の対象区域を占有し、鉱物探鉱を行うための排他的な
権利をライセンス保有者に付与するものである。鉱物
探鉱ライセンスは、現行の鉱業権（鉱物クレーム、保
留リースおよび採掘リース）および、保護区など探鉱
を行えない区域を除外している52。付属Cは、NT準
州鉱山エネルギー省により作成された、アボリジニ土
地権対象地（Aboriginal land rights land）および先住
権対象地（native title land）に関する、鉱物探鉱ライ
センスおよび鉱物リース取得手続のフローチャートで
ある。

鉱物探鉱ライセンスの申請
鉱物探鉱ライセンスの申請は鉱物権法27条に基づ

き、一次産業・漁業・資源大臣（Minister for Primary 
Industries, Fisheries and Resources）（以下「大臣」）に
対して行う。 

申請は所定の書式で行い、以下を記載する必要が
ある53。

•  探鉱される鉱物を含む探鉱の理由
•  有効な先住権契約
•  当該申請にかかる鉱物探鉱ライセンスの対象区
画の記述

•  影響を受ける土地の所有者/占有者の氏名および
住所

•  技術的および資金的リソースの詳細
•  最初の2操業年度の技術労働プログラム
原則として、鉱物探鉱ライセンスの対象区画は（隣

接する）4区画から250区画の範囲内でなければなら
ないが、正当な理由がある場合、大臣は4区画未満の
土地に対して鉱物探鉱ライセンスを付与することがで
きる54。鉱物権法上の1区画は、約3.43 km2である55。

他の（以前の）鉱物探鉱ライセンスの対象となって
いた土地については、以前の鉱物探鉱ライセンスの終
了、解約または失効から30日が経過するまで、大臣
に対し鉱物探鉱ライセンス付与の申請を行うことはで
きない56。

権限を与えられていれば、他者が本人の代理とし
て鉱物探鉱ライセンスを申請することができる。 

鉱物探鉱ライセンス付与の申請手数料は350レベ
ニュー・ユニットである57。また、鉱物探鉱ライセン
スの年間管理手数料として250レベニュー・ユニット
が必要である58。

鉱物探鉱ライセンスの放棄
鉱物探鉱ライセンスの対象区域は、鉱物探鉱ライ

センスの有効期間および更新期間中、2操業年度ごと
に削減される59。ライセンス保有者は、鉱物探鉱ライ
センスの対象区域内で削減される区画の数を、最低
50％（区画数が奇数となる場合には1区画を追加し
て）指定しなければならない60。

鉱物探鉱ライセンス保有者は、大臣に対し、放棄
義務の免除を申請することができる。これが認められ

52 鉱物権法s65（3） 
53 鉱物権法s27；所定書式（Approved Form）1 - 申請 - 探鉱ライセンス
54 鉱物権法s28 
55 鉱物権法s16 
56 鉱物権法s65（2） 
57 鉱物権規則Schedule 1 。レべニュー・ユニットについての説明は、付属Bを参照のこと。
58 鉱物権規則Schedule 1
59 鉱物権法s29（2） 
60 鉱物権法 s29（3） 

（188）



レ
ポ
ー
ト

豪
州
の
投
資
環
境
調
査
（
Ｎ
Ｔ
準
州
）

2016.7 金属資源レポート 21

た場合、大臣は放棄を延期するか放棄対象を減少させ
るか、またはライセンス保有者の放棄義務を免除する
ことができる61。

期間の更新
鉱物探鉱ライセンスは当初期間を最長6年として付

与される。鉱物探鉱ライセンスはさらに2年間延長す
ることができ、2回以上更新することができる62。鉱
物探鉱ライセンスを更新するためには、所定の書式を
用いて鉱物探鉱ライセンスの失効前に大臣に対して申
請を行う必要があり、これを行わなかった場合ライセ
ンスは失効する。   

•  更新の申請には、以下の事項を記載する必要が
ある63。

•  以前の期間中の活動の詳細
•  提案する活動プログラムおよび次年度の支出
•  更新を求める理由
•  また、更新申請の際、更新後最初の操業年度の
所定の賃料および管理手数料の支払いを行う必要
がある。

•  NT準州で鉱物権の更新を行おうとする場合は、
更新ガイドライン（Renewal Guideline）の内容を
精査する必要がある64。ガイドラインは、鉱物権
の取得申請の要件は更新についても同様に適用さ
れることを強調している65。

支出要件
鉱物探鉱ライセンス保有者は、ライセンスに記載

される支出要件を遵守し、大臣に対し以下の情報を記
載した支出報告を毎年提出する必要がある66。

•  ライセンス保有者が技術作業に関して当該操業
年度に支出した額、および

•  次の操業年度のライセンス保有者による支出予
定額

鉱物権規則は、これらの報告の提出期限および期
限に遅れた場合の延滞料を定めている。

鉱物探鉱ライセンス保有者が、区画が削減される
べき操業年度の鉱物権に関する支出要件に違反した場
合、大臣は、全部または一部の区画削減要件の放棄に
関する申請を検討しなくてもよい。

鉱物探鉱ライセンス保有者が、支出要件に2年連続
で違反した場合、鉱物権法105条（2）（e）に従い、大

臣は鉱物探鉱ライセンスを取り消すことができる。
複数の鉱物探鉱ライセンスの保有者は、大臣に対

し、2つ以上の鉱物探鉱ライセンスについて「支出対
象プロジェクト区域（expenditure project area）」の
設定許可を申請することができる67。これにより、鉱
物探鉱ライセンスの保有者は、複数の鉱物探鉱ライセ
ンスの対象区域について、まとめて支出および報告を
行うことができる。支出対象プロジェクト区域の支出
条件を遵守しなかった場合、支出対象プロジェクト地
域の承認が取り消される可能性がある。68

保証金および担保
鉱物権法106条に基づき、大臣は、鉱物権の付与・

更新・移転申請の検討前、またはその検討中、または
鉱物権の有効期間中いつでも鉱物探鉱ライセンスの申
請者または保有者に対し担保を提供するよう要求する
ことができる。

賃料
鉱物権法および鉱物権規則に基づき、NT準州の鉱

物探鉱についての所定の書式の申請または提出の際、
所定の手数料および賃料を支払う必要がある。また、
他の探鉱および生産に関する権利についての年間賃料
も支払う必要がある。これらの賃料については付属B
に記載している。手数料および賃料は、鉱物権規則の
付則1に定められている。

61 鉱物権法s29（4） 
62 鉱物権法s30（2） 
63 所定書式（Approved Form）7 - 更新の申請 - 探鉱ライセンス
64 ガイドライン4 - 鉱物権の更新、鉱山エネルギー省（Department of Mines and Energy）、NT準州政府
65 これらの基準は鉱物権法 s58および鉱物権規則s44に記載されている。
66 鉱物権規則r81；所定書式（Approved Form）17 - 鉱物探鉱および採掘費用報告
67 鉱物権規則r80（1） 
68 鉱物権規則r80（3） 
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2-3-3．鉱業権の種類
各鉱業権の各クラスの性質についての一般的な概要は

表7のとおりである。詳細な概要は付属Aを参照のこと。 

2-3-4．優先順位原則
•  鉱物権の申請の優先順位は提出された営業日に
よって決定される。また、鉱物権規則が別途定め
る場合を除き、既存の鉱物権または申請の対象と
なる区域について申請を行うことはできない。

•  一つの鉱物権の対象地域に関して、2つ以上の鉱
物権付与の申請が同日に行われる場合、いずれの
申請にも法定の優先権はなく、大臣は鉱物権法の
規定に従い、両方の申請を検討する69。大臣は、
各申請についてその是非を検討し、裁量により申
請者に対し権利付与を行う。

2-3-5．権利取得に対する制限
除外地（Exempt Land）

大臣は、官報による通知により、探鉱、採掘または鉱
物権法に規定されたその他の目的から、土地を留保（つま
り除外）することができる70。例えば、特定の鉱物の探鉱
または採掘が行われないようにすることができる。除外地
は、鉱物権または申請の対象区域とすることができない。

特別保護地（Special reserved land）
大臣は特定の土地を特別保護地（special reserved 

land）として留保することができ、このような土地は探
鉱、抽出および採掘活動から完全に除外される71。特別

保護地については、鉱物権の申請を行うことはできな
い。特別保護地は、特別な保護ができるよう大臣が指
定する公園または保護地を含む場合があり、また、採
掘が現実的ではないような土地も含まれる場合がある。

大臣は、取消しの提案の通知を行い、一般公衆か
らの意見を受領し、かつ取消しが準州の利益にかなう
ものであることが認められた場合にのみ、特別保護地
としての土地留保を取消すことができる。この決定は
大臣によって行われ、委譲することはできない。

一般留保地（General reserved land）
大臣はこれに代わり、特定の土地を「一般留保地」

として留保することもできる72。通常、このような土
地では、鉱物全般または特定の鉱物の探鉱、抽出また
は採掘といった活動ができない。

土地留保の目的を考慮し、変更または取消しが準
州の利益にかなうと大臣が判断した場合にのみ、大臣
は一般留保地の留保を変更または取消すことができ
る。特別保護地と異なり、一般留保地の取消権限は大
臣から他の者に委譲することができる。

大臣は、留保地の探鉱および採掘活動の実行を可
能にする鉱物権を付与することができる。

鉱物探鉱ライセンスの区域
鉱物探鉱ライセンスの区域は250区画を超えてはな

らず、また、より小さい区域に対する権利付与が正当
化される状況があると大臣が認めない限り、隣接する
4区画を下回ることはできない73。

表7 鉱業権の種類 概要
探鉱権（Exploratory Titles） 生産権（Production Titles） 付属する権利（Ancillary Titles）
許可済予備的探鉱（Authorised 
Preliminary Exploration）: 
土地の予備的探鉱の許可（権利ではな
い）

鉱物リース（Mineral Lease）: 
鉱物の採掘および加工に関する一般的採
掘権

立入許可（Access Authority）: 
採掘および探鉱活動に関連するインフラ
の建設、維持および使用に関する許可

鉱物探鉱ライセンス（Mineral 
Exploration Licence）:  
鉱物探鉱についての一般探鉱権

抽出鉱物許可（Extractive Mineral 
Permit）: 
 抽出鉱物の表面抽出に関するもの

保留鉱物探鉱ライセンス（Mineral 
Exploration Licence in Retention）:  
土地の経済性を検討する間、保有者が活
動を継続することを可能にする探鉱権

抽出鉱物リース（Extractive Mineral 
Lease）:  
抽出鉱物の採掘に関するもの

抽出鉱物探鉱ライセンス（Extractive 
Mineral Exploration Licence）:  
抽出鉱物の探鉱に関するもの

鉱物許可（Mineral Authority）: 
鉱物権（Mineral Title）に相当する権
利（例：鉱物リースまたは鉱物探鉱
権）を付与する、「一般保護区（general 
reserved land）」における探鉱および採
掘活動に関するもの。

69 鉱物権法s65 
70 鉱物権法s113（2） 
71 鉱物権法s112 
72 鉱物権法s113 
73 鉱物権法s28 
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2-3-6．主な義務
鉱物権法は、準州における鉱物および抽出鉱物の

探鉱、抽出および加工を規制することを目的としてい
る。一定の限られた状況を除き、土地の表面上または
地下に存在する全ての鉱物は準州が所有している。準
州は、鉱物所有者として、リースやライセンスの保有
者に対し、鉱物の探鉱を可能とする鉱物探鉱ライセン
ス等の鉱業権を付与する権限を有している。

これらの権利の付与にあたっては、準州は通常、
付帯条件を課す。鉱物権法は、特定の鉱物権の付帯条
件を規定している。鉱物権法第4部パート5に規定さ
れる全ての鉱物権に対して一般的に課せられる付帯条
件には以下のようなものがある（但し、これらに限ら
れない。）：

•  適用される法律の遵守
•  承諾なしに土地の建造物を損傷することの禁止
•  土地所有者が所有する、または土地所有者の支
配下にある動物の保護

•  ドリルコア、切断または地質サンプル回収の際
の大臣への通知義務

•  鉱物権に関して行われた活動および支出に関す
る大臣への報告書提出義務

大臣は、権利保有者が特定の活動を行う前に大臣
による許可を取得すること等、大臣が適切と考える付
帯条件を鉱物権に付すことができる74。鉱物権の付帯
条件は変更、停止または削除されることがある。これ
は大臣の主導で行われるか、または鉱物権保有者によ
る申請により行われる75。

鉱物探鉱ライセンスに課せられる付帯条件に従い、
権利保有者は以下を行わなければならない76。

•  権利の対象区域の土地所有者または占有者（該当
する場合）に対する、鉱物探鉱ライセンスに基づ
く活動開始14日前の通知。この通知は鉱物権規
則に従い、鉱物探鉱ライセンス保有者により活動
を行う意思および、当該活動を行うために対象区
域に立ち入る旨を記載しなければならない。

•  関連する技術作業プログラムに従った、鉱物の
探鉱および価値の査定に必要な作業の実行

•  最低支出要件の遵守
•  以下のものの発見につき、発見の日から28日以

内に大臣に対する通知
（i）経済的または科学的利益のある鉱物
（ii） 地下水（要請があった場合にはサンプルお

よびデータの提出）
•  抽出または摘出が許可された物質のみの抽出ま
たは摘出 

•  売却が大臣により承認された場合、権利対象区
域で発見された鉱物のみの売却 

権利の付帯条件が遵守されない場合、権利が没収
される可能性がある。

2-3-7．鉱物権の取引（移転または譲渡）
鉱業権またはその申請についての法律上または衡

平 法 上 の 権 利（以 下「鉱 物 権 益（Mineral Rights 
Interest）」）は、書面によらない限り発効、移転、譲
渡、抵当権設定、担保設定、継承、その他の処分を行
うことができない77。

鉱物権益の全部または一部の移転、または継承は、
大臣が承認しなければならず、権利が登録されるまで
効力を有しない。これは鉱業権保有者が鉱物権に関す
る法律上または衡平法上の権利を移転するための唯一
の方法である。申請は所定の書式で行われなければな
らず、移転の詳細を記載の上、全ての当事者により署
名がなされる必要がある78。大臣は、当該申請を却下
する状況があると認める場合でない限り、移転または
継承79を登録しなければならない80。

移転および継承は登録される必要があるが、鉱物
権法122条（2）は、鉱物権益を登録することによっ
て、コモン・ロー上効力を持たないような鉱物権益の
取引が有効化されるものではない旨を定めている。し
たがって、登録が移転またはその他の取引を有効にす
るのではなく、法的強制力を持たせるには、実際の移
転または取引そのものが有効である必要がある。

移転または継承以外の、鉱物権益に関する合意、取
決め、担保設定または取引（以下「一般取引（general 
dealing）」）も登録される必要があるが、一般取引には
大臣の事前承認は必要ない。当該申請を却下する理由
があると認められる場合でない限り、大臣は一般取引
を登録しなければならない81。

鉱物権益の移転および契約は、登録のために鉱山

74 鉱物権法s85（2） 
75 鉱物権法s100 
76 鉱物権法s32 
77 鉱物権法s122 
78 鉱物権法 s123（2）
79 「継承」とは、鉱物権または申請を有している人の死亡または破産、もしくはまたは会社のレシーバーシップまた

は清算により結果的に資産が移転する場合のことをいう。鉱物権または申請は受託者または代表者に対して「継
承」される。

80 鉱物権法ss123 および124 
81 鉱物権法s125 
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エネルギー省に提出する前に、準州の印紙税の査定を
受けなければならない。

2-3-8．鉱物の種類
鉱物権法は、所定の物質以外の全ての鉱物全般に

対して適用される。鉱物権法は、非抽出鉱物および抽
出鉱物を区別しており、両者を別に取り扱っている。
これは道路の建設、維持およびその他のインフラのた
めに必要な抽出物質を保護するために必要なものとさ
れている。

非抽出鉱物
鉱物探鉱ライセンスは、非抽出鉱物の探鉱活動実

施の目的で付与される。非抽出鉱物には以下の物質が
含まれる。

•  無機元素または化合物、もしくはまたは有機炭
酸化合物の採掘によって得られる自然物質

•  石炭、亜炭、オイルシェールまたは塩
•  規則上、鉱物であると定められるその他の物質
但し、抽出鉱物、石油（独立して規定されている）、

水またはその他規則で規定される物質は含まれな
い82。

抽出鉱物
これに対し、鉱物探鉱ライセンスは、抽出物質に

対しては付与されない。抽出物質の探鉱のためには、
探鉱を行う者は抽出鉱物探鉱ライセンス（Extractive 
Mineral Exploration Licence）を保有している必要が
ある。抽出鉱物には、土、砂、砂利、石または泥炭お
よびその他鉱物権規則に規定される物質が含まれ
る83。これらの抽出鉱物から作られる主要な鉱物は微
粒砂および粗砂、自然砂利、建築用石、砕石、磁器用
石、粘土、土および規格石材である。

2-3-9．権利の取消しまたは喪失
取消し

大臣は、権利保有者が以下のいずれかに該当する
と認める場合、鉱物権または権利の対象地の一部を取
り消すことができる84。

•  鉱物権の付帯条件に違反した場合
•  鉱物権法に基づき支払義務を負う金銭を3か月間

滞納した場合
•  活動の実施の際、適切な業務プラクティスが用
いられなかった場合

•  鉱物探鉱ライセンスに関する技術作業プログラ
ムを実行するための財源がなくなった場合

•  許可された活動について、鉱物または抽出鉱物
の真正な探鉱、採掘または加工とされる程度の活
動を2年間に渡り行わなかった場合

大臣は鉱物権保有者に対し、取消しの意思の通知
を行い、取消しに対して異議提出の機会を与えなけれ
ばならない。

鉱物探鉱ライセンスの放棄
鉱物権保有者は大臣に対し、特定の日から鉱物権

の対象区域の全部または一部の放棄を申請することが
できる85。放棄により、権利対象区域内の分断された
土地（少なくとも隣接する4区画から成る）が3つ以下
となる場合、鉱物探鉱ライセンスを放棄することがで
きない86。

放棄の申請が承認されるどうかは大臣の裁量に
よって決まる87。放棄は、放棄が提案された権利対象
地の復旧が完了していない場合には、拒絶される可能
性がある。

区域の縮小
鉱物探鉱ライセンスの対象区域は、鉱物探鉱ライ

センスの期間中2操業年度ごとおよびライセンスの更
新ごとに削減されなければならない88。ライセンス保
有者は権利対象区域から削減される区画数を少なくと
も50％（区画数が奇数になる場合には1区画追加し
て）指定しなければならない89。

鉱物探鉱ライセンス保有者は大臣に削減義務の免
除を申請することができる。もし認められた場合に
は、大臣は削減を延期するか、または削減の規模を縮
小するか、もしくは削減義務を免除する旨を指示する
ことができる90。

2-3-10．ロイヤルティーおよび税
法定ロイヤルティー

NT準州は、鉱物ロイヤルティー法（Mineral Royalty 
Act）を通じて、鉱物摘出のためのロイヤルティーを課

82 鉱物権法s9 
83 鉱物権法s10 
84 鉱物権法s105（1） 
85 鉱物権法103（1） 
86 鉱物権法s103（2） 
87 鉱物権法s103（5）
88 鉱物権法s29（2）
89 鉱物権法s29（3） 
90 鉱物権法s29（4） 
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している。この法律では、利益を基準としたロイヤル
ティーの制度を定めている。これは鉱山の生産物の正
味価値をロイヤルティーの計算に用いるものであり、
生産価値または生産されたトン数を基準にするもので
はない。

連邦政府は、ウラン・ロイヤルティー（NT準州）
法（Uranium Royalty （Northern Territory） Act 

（Cth））に 基 づ き、NT準 州（但 しRanger River 
Projectは除く）で採掘されたウランおよび所定の物
質に関する権限のいくつかを委任し、連邦政府に代わ
りNT準州がロイヤルティー制度を管理することを認
めている。

すべての鉱物について支払うべきロイヤルティー
のレートは、「生産ユニット」（つまり採掘プロジェク
ト）から売却、または採掘された鉱物の正味価値の
20％である。正味価値のうち、最初の5万A$につい
てはロイヤルティー計算の対象とならない91。

ロイヤルティー年度における正味価値は以下の計
算式にしたがって計算される92。 

•  GR ‒ （OC + CRD + EEE + AD） 
•  GRとは、ロイヤルティー年度内に生産ユニット
からの収入総額のことをいう。 

•  OCとは、ロイヤルティー年度内の生産ユニット
の運営コストのことをいう。

•  CRDとは資本承認控除のことをいう。 
•  EEEとは、適格探鉱支出のことをいう（適用ある
場合）。

•  ADは鉱物ロイヤルティー法4CA条に基づく追加
控除のことをいう（適用ある場合）。 

鉱物権保有者は、各6か月間の最終日から30日以内
に、当該6か月の期間内に売却された、または売却さ
れずに生産ユニットから採掘された売却可能な鉱物の
正味価値に基づいて見積もられたロイヤルティーを支
払う必要がある93。申告については後の段階で提出さ
れるが、「見積もられた」支払額が「実際の」支払額
の80％未満である場合、ペナルティー手数料が課せ
られる場合がある。

私的ロイヤルティー（Private royalties）
第三者との間の契約上の合意に従って、私的ロイ

ヤルティーが支払われる場合がある。

税金
2012年7月1日に開始された炭素価格制度（様々な

産業セクター、とりわけ資源会社により実質的に二酸
化炭素排出の価格を設定するもの）および鉱物資源使
用税（Mineral Resources Rent Tax） は、いずれも廃
止された。

印紙税
豪州のすべての州および準州で、不動産の譲渡な

どの資産譲渡に対して印紙税が課せられている。NT
準州の印紙税法上、鉱業権（鉱物権法に基づいて付与
された鉱物探鉱ライセンスに基づくものを含む）は課
税対象不動産であるとみなされる。税率は法域によっ
て異なり、課税対象不動産の価値に基づく累進課税方
式となっている。平均的な最高税率は約5.5％である。

探鉱開発インセンティブ
グリーンフィールドの探鉱を行うジュニア企業が

利用可能な探鉱開発インセンティブが存在しており、
これによって、欠損金を株主のキャッシュクレジット
に転換することができる。

2-3-11．土地のアクセス
私有地

鉱物権の申請には、土地所有者のリスト（もしあれ
ば）を含める必要があり、申請者は、申請の日から14
日以内に土地所有者に対して申請の通知を行う必要が
あり94、また、通知の日から14日以内に、通知したこ
との証拠を大臣に提出しなければならない95。

鉱物権の申請
鉱物権の申請者は、探鉱開始のために土地に立ち

入る日の14日前までに、土地所有者に対し予備的探
鉱の通知を行った上で、権利の申請地について予備的
探鉱を行うことができる96。予備的探鉱を行う場合
は、鉱物権の申請者は以下を行う必要がある。

•  土地所有者の合理的な要求に従うこと
•  土地所有者によってまたは土地所有者のために
人工的に保護された水を使用する際、土地所有者
の同意を得ること

•  一晩滞在する必要がある場合、土地所有者に適
宜通知すること

•  当該者の特定に関する書面および探鉱の通知を
行おうとしていることの証明に関する書面等、規
則により必要とされる書面の所持

91 鉱物ロイヤルティー法s10 
92 鉱物ロイヤルティー法s10 
93 鉱物ロイヤルティー法s40（1） 
94 鉱物権法s66 
95 鉱物権法 s66（4） 
96 鉱物権規則r16（2） 
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補償
土地に関し権利を有する者（登録された土地所有

者、国家土地法（Crown Lands Act （NT））に基づく
ライセンス保有者、または公園または保護地に関する
土地所有者を含む）は、鉱物権に基づき行われた活動
により土地または土地上の価値が損なわれた場合、鉱
物権保有者から補償を受ける権利を有する97。補償の
支払いを確実にするため、担保が要求される場合があ
る。

鉱物権保有者および補償を受ける権利を有する者
は、支払われる補償に関して、書面により合意を行う
ことができる。補償について合意に至らない場合、請
求者は、審判所に対し決定を求めることができる98。

2-4．環境法
2-4-1． 環境保護および生物多様性保護法

（Environment Protection and Biodiversity 
Conservation Act 1999）

（a）承認の必要性
豪州の主要な環境法制である環境保護および生物

多様性保護法（以下「EPBC法」）に基づき、採掘プロ
ジェクトには連邦環境大臣（以下「大臣」）の承認が必
要となる場合がある。

以下の場合には、プロジェクトは、EPBC法に基づ
く査定および承認が必要とされる「管理対象活動」に
なる。

•  プロジェクトが国家環境重要事項（matter of 
national environmental significance）に重大な影
響を与えるか、将来的に与えるか、またはその可
能性が高い場合。

•  プロジェクトが連邦政府の土地上で行われてお
り、かつ環境に重大な影響を与えるか、将来的に
与えるか、またはその可能性が高い場合。

•  プロジェクトが連邦政府の土地以外の場所で行
われているが、連邦政府の土地の環境に重大な影
響を与えるか、将来的に与えるか、またはその可
能性が高い場合。

採掘プロジェクトに最も関連性のある国家的環境
重要事項には、以下のものが含まれる。

•  世界遺産地域
•  国家遺産
•  指定絶滅危惧種および生態学的共同体
•  指定移住種
•  国際的に重要な湿地（ラムサール湿地）
•  グレートバリアリーフ・マリンパーク（Great 
Barrier Reef Marine Park）

•  水資源（炭層ガスおよび大規模石炭採掘プロジェ
クトに関するもの）

EPBC法に基づく規則により、追加の国家的環境重
要事項が含まれる可能性がある。

（b）照会、査定および承認手続
国家重要事項または連邦政府の土地の環境に対し

（または、連邦政府の土地上のプロジェクトに関し、
当該土地上またはその外の環境に）、重大な影響を与
える可能性のある採掘プロジェクトを実行しようとす
る者は、大臣に対し、それが管理対象行為に該当する
かどうか、EPBC法に基づく査定および承認を必要と
するかについて、プロジェクトを照会にかけなければ
ならない。

大臣が、照会にかかる活動は管理対象行為である
と判断した場合、査定手続が指定される。EPBC法に
基づき管理対象行為であるとされる多くのプロジェク
トは、通常、州または準州の法律による査定および承
認も必要となる。

管理対象行為は、EPBC法に規定される査定方法の
一つによって査定される必要がある。これには、照会
情報による査定、予備的書類による査定、環境影響ス
テートメント若しくは公的調査による査定、または州
または準州の認定査定手続による査定が含まれる。

承認がなされた場合、承認を取得した者や、その
者から承諾または同意を得た者は、当該承認に従って
活動を行うことができる。

（c）州および準州－具体的な取り決め
EPBC法は、連邦政府および州・準州の承認手続が

重複する可能性を認めている。EPBC法は、連邦政府
および州または準州との政府間合意につき、二種類を
定めている。

•  査定に関する政府間合意に基づき認定された州
または準州による査定手続によりプロジェクトが
査定される場合、当該合意により、連邦政府によ
るプロジェクト査定は不要となる。

•  査定に関する政府間合意に基づき認定されたプ
ロジェクトが州または準州の査定および承認手続
により承認された場合、当該合意により、連邦政
府によるプロジェクト承認は不要となる。

環境査定の重複を最小限にするため、NT準州は、連
邦政府との間で査定に関する政府間合意を締結してお
り、これによりNT準州の様々な査定手続がEPBC法に
基づく事項の査定において採られることが認められてい
る。これには環境査定法（Environmental Assessment 
Act （以下「EA法」））に基づく環境影響ステートメント

（Environment Impact Statement）および公開環境レポー
ト（Public Environment Report）手続が含まれる。政府
間合意の下でも、準州および連邦政府の個別の承認は必

97 鉱物権法s107（1） 
98 鉱物権法ss109-111 
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要となる。
連邦政府はEPBC法に基づく承認について、類似の

事項についてのEPBC法承認条件の包摂を最小化する
ために、連邦政府が州の承認条件に頼る度合いを高
め、合理化を提案する政策草案を発表した。政策草案
は、現在はニューサウスウェールズ州のみに適用され
ているが、連邦政府は、環境査定スキームのレビュー
次第で、他の州および準州に対しても同様の方針を提
案することを示している。

2-4-2．NT準州の環境法
採掘プロジェクトに適用されるNT準州の主要な環

境法令は、EA法およびこれに従属する環境査定管理
手続（以下「環境手続」）であり、NT準州環境保護局

（Northern Territory Environment Protection 
Authority（以下「NT EPA」）によって管理されてい
る。

EA法および環境手続は、環境に重大な影響を与え
る可能性がある採掘活動を行う場合に適用される。環
境に対する重大なリスクの可能性がある場合、鉱業管
理法に基づく許可の前に、またはEA法に基づくアセ
スメントのための照会または意向通知（Notice of 
Intent（以下「NOI」））が必要である。EA法に基づく
採掘活動のアセスメントは次のいずれかの後に行われ
る。

（a） 採掘活動を行おうとする者がNOIをNT EPAに
対して直接提出した場合

（b） 担当大臣（この場合、鉱山およびエネルギー大
臣）がNT EPAに対し、予定される採掘活動の
通知を行った場合

（c） 担当大臣との協議後、NT EPAが予定される採掘
活動の通知を求めた場合

予定される採掘活動が通知された場合、NT EPA
は、この活動にEA法および環境手続に基づく環境影
響アセスメント（environment impact assessment、
以下「EIA」）が必要かどうか、必要な場合には、ど
のEIA手続を経る必要があるかについて決定を行う。 

NT準州には、3つのEIA手続が存在する。
（a）EA法に基づくEIA手続
（b）EA法に基づく公開環境レポート手続 
（c）調査法（Inquiries Act  （NT））に基づく聴取

NT EPAが予定される採掘活動についてのNOIを
受領した場合、NT EPAは、予定される活動が、環
境アセスメントを必要とするほど重大な環境的影響を
与える可能性があるかどうかについて判断しなければ
ならない。NT EPAは、NT準州におけるEIA手続の
ガイドを公表しており、予定される活動（採掘活動を
含む）を検証する際は、以下の事項を考慮しなければ
ならないと定めている。

（a） 潜在的な重大な環境上の影響、特に影響の種類、
重大さ、期間、頻度および範囲

（b） 周囲の生物物理学的環境の重要性および変化の受

け易さ
（c） 予定される活動に固有の手続、並びにおよび関連

する流入および流出/排出物
（d） 現場または現場外の環境への潜在的な影響
（e） 法定の計画、遺産、公衆衛生、水資源、水質およ

び資源管理などの事項
予定される採掘活動にEIAが必要と判断された場

合、NT EPAは諮問機関と協議を行わなければなら
ず、担当大臣はアセスメントの水準を決定する（つま
り、環境影響ステートメントまたは公開環境レポー
ト）。

EIAガイドラインは、アセスメントの対象となる
環境影響が重大であるが限定的とされる場合、公開環
境レポート手続が採られる旨を定めており、公開環境
レポート手続は以下のような活動に適切であると考え
られる。
（a） 環境に関する懸念点が1つまたは限られた数で

あるもの
（b） 影響の重大さ、期間、頻度および範囲が限定的

なもの
EIAガイドラインは、アセスメントの対象となる

環境影響が、特定地域における懸念点、現場外におけ
る懸念点、および保存価値または予定される活動の性
質のいずれかの点で重大であるとされる場合には、環
境影響ステートメント手続が採られる旨を定めてい
る。ガイドラインによれば、環境影響ステートメント
手続は、以下のような活動に適切であると考えられ
る。
（a） 環境に関する懸念点が多数含まれているもの
（b） 影響の重大さ、期間、頻度および範囲が大きい

もの
（c） 自然の生息環境、植物相、動物相の保護に関す

る国際的、国家または州・準州の法律、あるい
は条約に関連して潜在的な影響があるもの

（d） 重大な環境リスクまたは隣接する利用者または
利用への危険の可能性があるもの

（e） 環境に対する重大な影響が生じる可能性がある
もの

EIA手続の完了後、担当大臣は、NT EPAにより
作成されたアセスメント報告書を考慮し、プロジェク
トについて、鉱業管理法に基づく許可を出すかどうか
の決定を行う。許可決定がなされる場合、条件が付さ
れる場合がある。

大臣は許可にあたり、鉱業管理法に基づき、特に
以下の事項について条件を課すことができる。
（a） 環境保護
（b） EA法に基づき行われた採掘活動に関する環境

査定の結果
（c） オペレーターに対し、所定の期間ごとに環境採

掘報告書を公開するよう義務付けること
さらに、鉱業管理法上、許可に基づき採掘活動を実

施する事業者は、当該許可に課せられた条件に従い、
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大臣に対して活動に関する保証を提供しなければなら
ない。この保証は、様々なものを保証することを目的
としているが、環境に関するものには以下がある。
（a） 以下のいずれかの採掘活動から生じた環境破壊

を防止、最小化または是正するために大臣が
行った行為に関する費用および経費の支払い。

（i） 許可に関連する採掘現場における採掘活動
（ii） 環境破壊が当該現場で行われた採掘活動に

起因し、または起因する可能性がある、採
掘現場外における採掘活動

（b） 採掘現場の完全な復旧のために大臣が行った行

為に関連する費用および経費の支払い。
予定される活動の性質および範囲に関する事情等、

様々な要因によって、採掘プロジェクトに必要とされ
る二次的許可も多く存在する。

NT準州の環境および計画関連法に関連して必要と
なる可能性がある二次的許可の例は、下記表8に挙げ
ている。

なお、本書は、採掘プロジェクトに必要とされる
可能性のある全ての環境および計画関連許可の網羅的
なリストを提供することを目的とするものではない。

表8 二次的環境許可
No. 法令 許可 担当機関 許可のトリガー事由およびコメント
1. 牧畜用地法

（Pastoral Lands 
Act）

牧畜用地上の原生植
物の除去の許可

土地資源管理省
（Department of 
Land Resource 
Management）

鉱業管理法に基づき許可された採掘活動について
は、牧畜用地法に基づく原生植物の除去は例外的
に不要である。しかしながら、許可された採掘活
動区域の外で、牧畜以外の利用のための追加開発
が提案される場合には、許可が必要となる可能性
がある。

2. 計画法
（Planning Act）
NT準州計画プログ
ラム
（Northern Territory 
Planning Scheme）

私有地、政府または
先住民保有地上の原
生植物の除去の許可

土地計画環境省
（Department of 
Lands, Planning and 
Environment）

鉱業管理法に基づき許可された採掘活動について
は、計画法に基づく原生植物の除去は例外的に不
要である。しかし、許可された採掘活動区域外の
私有地、国家保有地および先住民保有地上の原生
植物の除去は、計画法により管理されている。計
画法はNT準州計画プログラムを制定しており、
許可手続の開発について定めている。

3. 計画法NT準州計画
プログラム

土地の使用または開
発のための開発許可

土地計画環境省 計画法および計画プログラムは以下には適用がな
い。
•  鉱業権に基づく採掘活動の実行、または
•  採掘活動が提案される可能性があるとの区分
がされていない土地の利用または開発（関連
性のある再分割または統合等の限定的な状況
は除く）。 

したがって、鉱業権の付与に再分割または統合が
必要な場合、開発許可が必要となる場合がある。 

4. 準州公園および野生
生物保護法
（Territory Parks 
and Wildlife 
Conservation Act ）

保護対象植物または
動物の搾得あるいは
またはこれに対する
干渉の許可

NT準州・公園およ
び野生生物委員会
（Parks and Wildlife 
Commission of the 
Northern Territory）

採掘活動が、保護対象の植物または動物を採取
し、あるいはまたはこれに干渉する結果となる場
合には、許可が必要となる。

5. 廃棄物管理および汚
濁法
（Waste 
Management and 
Pollution Act （WMP 
法））

環境保護許可または
ライセンス

NT EPA WMP法は、活動実施対象地での採掘活動の実施
により直接または間接的に発生する汚染物質ま
たは廃棄物に関するものには適用されない。した
がって、採掘活動による汚染物質または廃棄物
が、当該活動が実施される土地以外の上にある場
合には、環境保護許可またはライセンスが要求さ
れる場合がある。

6. 遺産法
（Heritage Act）

活動許可
（Work approval）

土地計画環境省チー
フ・エグゼクティ
ブ・オフィサー
（Chief Executive 
Officer of 
Department of  
Lands, Planning and 
Environment）

または考古学的地域または物が採掘活動によって
害される場合、土地計画環境省チーフ・エグゼク
ティブ・オフィサーによる許可を得る必要があ
る。
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2-4-3．復旧および鉱山の閉鎖
（a） 鉱山閉鎖に関する法律
（i） 鉱山閉鎖の資金または保証のために必要な負担金

採掘活動実行許可の申請は大臣により要求され
る99。鉱物権に関して提出される採掘管理計画には、
閉鎖活動の計画およびコスト見積もりを盛り込む必要
がある100。この申請においては、申請者が引き受ける
可能性のある復旧費用をまかなうため、保証の提供を
要求される場合がある101。

（ii） 鉱山閉鎖/復旧計画および承認手続
採掘地の採掘管理計画について、事業者は、標準

レベル、または事業者によって定められたパフォーマ
ンスレベルの採掘地閉鎖基準を満たす必要がある102。
事業者が採掘地閉鎖基準を満たしており、現場の復旧
を行った場合、当該事業者は大臣に閉鎖証明を申請す
ることができる103。事業者が閉鎖基準を満たしている
場合、大臣は証明書を発行し、残っている保証金を事
業者に返還しなければならない104。

（iii）必要とされる期間
NT準州の鉱業法に基づく採掘復旧のための期間は

定められていない。

2-5．先住民または地域社会に関する事項
2-5-1．ALRAランド

アボリジニ・ランド権利（NT準州）法（Aboriginal 
Land Rights （Northern Territory） Act 1976（以下

「ALRA」）上、 ア ボ リ ジ ニ・ ラ ン ド（Aboriginal 
Land）とは、土地信託（Land Trust）が信託財産とし
て保有する私有地、または、ALRAに基づき設立され
た土地審議会（Land Council）によってエスクローで
保有される譲渡証書の対象地のことをいう。アボリジ
ニ・ランドには、特定の鉱物に関する権利を含む、土
地の所有権が与えられる。NT準州の約半分はアボリ
ジニ・ランドである。

アボリジニ・ランドにおける探鉱権（鉱物権法に基
づく鉱物探鉱ライセンスを含む）の申請手続には、以
下のようなものがある。
（a） 鉱山エネルギー大臣の承認を受けた申請者は、

土地審議会に対し、探鉱権付与の申請を行う。
（b） 土地審議会は、直後の1月1日から開始する

22ヶ月間を決定までの期間（この期間は申請者
の同意を得て2年間に延長することができる）

として先住民と協議を行う。
（c） 探鉱を開始するためには、土地審議会と申請者

は、権利付与に関する契約を締結しなければな
らず、また、連邦政府の先住民大臣も当該権利
付与を承諾しなければならない。

（d） 土地審議会が探鉱の提案を承諾しなかったもの
の、土地審議会と申請者の双方が合意した場
合、事案を鉱業委員（Mining Commissioner）
による仲裁に付することができる。

（e） 但し、土地審議会が提案を却下した場合には、
申請者およびその他の会社は、その後5年間再
申請を行うことができない（大臣が申請を承諾
しない限り）。このため、権利付与または仲裁
への付託のいずれの合意にも至らなかった場
合、土地審議会は事実上、探鉱の提案を5年間
拒否する権利を有しているといえる。

2-5-2．先住権（Native Title）
先住権の定義
「先住権（Native Title）」という用語は、地域社会、

グループまたは個人であるかを問わず、先住民（すな
わち、アボリジニまたはトレス諸島民）により認めら
れた伝統的な法律および先住民が従っている伝統的な
慣習に基づき保有されている、土地および水利に関す
る先住民の利益と権利を便宜的に説明するものであ
る。豪州のコモン・ローは、先住権を認めているが、
先住権はコモン・ローから生じたものではなく、先住
民の法律および慣習に従い、先住民の土地および水利
に対する関係性から発生している。

先住権の歴史的取扱い
1992年に連邦最高裁判所判決が出される前は、豪州

政府は（ヨーロッパ人による）入植にあたり、先住権
の概念に対し、伝統的に「無主の地（terra nullius）」
原則（誰にも属していない土地）を適用し、先住民と
の協議や合意、または先住民に対する補償の支払いを
行うことなく、入植者に伝統的な土地の付与を行って
おり、先住権の概念は無視されてきた。

マボ（No 2）連邦最高裁判所判決
1992年、連邦最高裁判所は、Mabo v Queensland 

（No 2） （1992） の判決（以下「マボ判決」）において、
コモン・ローに基づく先住民の土地に関する権利を初
めて認めた。

99 鉱業管理法s 35、37
100 鉱業管理法s 40
101 鉱業管理法ss 35、37  
102 鉱業管理法s 46（3）
103 鉱業管理法s 46（1） 
104 鉱業管理法s 46（2） 
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マボ判決で裁判所は、イギリスからの入植時に豪
州は「無主の地」であったとの見解を否定した。

同判決では、ドーソン判事を除く全ての裁判官が
下記のとおり判断した。
（a）コモン・ローには先住権の概念が存在する。
（b） 先住権は、土地との伝統的な関連性または土地

の占有に基づくものである。
（c） 先住権の性質および内容は、伝統的な法律また

は慣習に基づく関連性または占有の態様により
決まる。

（d） 先住権は、政府による有効な権限行使によって
消滅する場合がある。但し、それを行う明確な
意図が明らかにされている場合に限る。

本判決およびその後出された多くの他の判決にお
いて、連邦最高裁判所は、先住権について、伝統的な
法律および慣習の内容により地域社会または個人によ
り保有が可能であり、国家に対し明け渡された場合を
除き不可分であり（つまり、そうでなければ売却また
は譲渡することができない）、かつ、立入権および利
用権から排他的占有権にまで及ぶものと性質づけた。

マボ判決は、人種差別対策法（Racial Discrimination 
Act 1975 （Cth））が実施され、これにより人種差別が
違法となった1975年10月31日以来、政府機関により行
われた一定の行為（鉱物リースまたは不動産に関する
権利の付与等）は、上記法律により影響を受ける先住
権について考慮せずに行われたために、無効となる可
能性があることを示していた。以来これらの行為は、
以下に記す連邦政府および州の法律により有効とされ
た。

先住権法の導入
大きな転機となったマボ判決を受けて、豪州政府

は先住権法（Native Title Act 1993 （Cth））を施行し
た。これは先住権の保護および認知の枠組みを定める
ものである。様々な州および準州で可決された関連法
案と同様、先住権法でも、連邦政府、州および準州政
府によって過去に行われた無効となる可能性のあった
行為の有効性を確認するための条項が制定された。先
住権法は1994年1月1日に施行された。

先住権法の運用は下記で概括するとおりである。

先住権法の機能
先住権法223条上、豪州では以下の場合に先住権が

認められる。
（a） 関連するアボリジニまたはトレス諸島民により

継続的に認知および遵守されている伝統的な法
律および慣習に基づき、権利および利益が保有
されている場合

（b） これら法律および慣習により、先住民またはト
レス諸島民が当該土地および/または水利に

「関係性」を有している場合
（c） 先住権の権利とおよび利益が豪州のコモン・

ローによって認められている場合。
先住権法（および関連する州および準州の法律）

は、4つの主要な機能を有している。
（a） 先住民族が土地および水利に関し先住権を主張

すること、および裁判所が権利を有する者が誰
か、先住権および利益が何かを決定することの
手続的枠組みについて定めている。

（b） 先住権の存在により無効となっていたであろう
連邦政府、州および準州政府により行われた過
去の行為を有効にする。

（c） 連邦政府、州および準州政府が、先住権に影響
を与える可能性のある将来の活動を行うことが
できる枠組みについて定めている。

（d） 先住権に影響を与える方法により行われた行為
に対する補償について先住民が請求し、決定す
るためのメカニズムについて定めている。

先住権法は、特定の土地または水利に関する先住
権および利益を有する、または有している可能性のあ
るアボリジニおよびトレス諸島民に対し（特にこれら
の者が先住権の請求を行った場合）、および当該土地
または水利にて行われる活動についての判断について
相談を受ける、または参加する権利を与える。これに
より、アボリジニおよびトレス諸島民は、雇用機会、
遺産保護および/または金銭的補償等、当該地域社会
に関する利益について交渉することができる。

請求
先住権法によれば、先住民の団体または社会（総称

して「先住民請求団体」という）は、そのメンバーの
一名または複数名（合わせて「申請者」と呼ばれる）
に対し、先住民請求団体を代表して、伝統的な土地お
よび水利に関する先住権に関する請求を行う権限を与
えることができる。先住権法は先住権の判断の申請を
行う場合に必要な手続を定めている。この手続では、
連邦裁判所は国家先住権審判所（National Native 
Title Tribunal、以下「NNTT」）の先住権登録官

（Native Title Registrar ）に対し、先住権の請求につ
いて照会しなければならず、NNTTは先住権法に規
定される登録に必要な要件を適用させなければならな
い。先住権登録官が、当該請求が登録に必要な要件を
満たしていると判断する場合、当該請求はNNTTが
管理する先住権請求登録簿（Register of Native Title 
Claims）に登録される（また、請求の「申請者」は

「登録済先住権請求者」となる）。登録の後、登録済先
住権請求者は、先住民請求団体の先住権が認められる
よう、連邦裁判所でその請求について証明しなければ
ならない。

先住権が認められた場合、先住権保有者は、先住
権に対して影響を与えた過去の行為についてどのよう
な補償が行われるかという判断を仰ぐため、連邦裁判
所に対し追加の申請を行うことができる。

一定の権利は、連邦裁判所にて先住権が証明され
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なくとも、先住権申請の登録により発生する。

過去の行為（Past Acts）
上述のとおり、連邦政府、州および準州政府によ

り1975年10月31日から1994年1月1日の間になされた
行為（鉱業権の付与を含む）は、人種差別対策法と矛
盾している可能性があったため、これらの行為の有効
性を確認する必要があった。

先住権法はこれらの過去の行為を有効化し、また
は州および準州に対し、有効化する権限を与えてい
る。また、および過去の行為が先住権に与える影響
は、当該過去の行為が含まれるカテゴリーによって決
まる。例えば、カテゴリーAと分類される過去の行為

（所有権の付与および公的事業の実施を含む）は、対
象地に関する先住権を消滅させる。

上述のとおり、多くの州および準州政府は、当該
州および準州政府により行われた、無効とされる可能
性のあった過去の行為の有効性を確認するための法律
を制定している。

中間期の行為（Intermediate Period Acts）
中間期の行為は、1994年1月1日から1996年12月23

日の間に行われた行為であり、先住権の存在により無
効とされていたであろう行為のことをいう。

連邦裁判所によるWik Peoples v The State of 
Queensland & Ors （1996） 187 CLR 1 の判決（以下

「ウィク判決」）以前は、リースが付与された場合には、
先住権は常に消滅すると広く考えられていた。これを
理由に、先住権法の施行日である1994年1月1日から
ウィク判決が出された1996年12月23日までの間、政府
は先住権法に規定された手続を経ずに、リース対象地
に関する権利の付与（鉱業権の付与等）を行っていた。

ウィク判決では、国家保有地上の牧畜リースの付
与は必ずしも先住権を消滅させるものではないと判示
した。この判決の影響で、1994年1月1日から1996年
12月23日までに連邦政府、州および準州政府により
付与された牧畜リースおよびその他の政府付与リース
および、ならびに同じ期間中に既存の牧畜リースおよ
びその他の政府付与リース対象地に対して付与された
鉱業権およびその他の権利は、無効となる可能性が
あった。この問題を解消するため、先住権法は、先住
権改正法（Native Title Amendment Act 1998）に
よって大幅に改正され、これにより、1994年1月1日
から1996年12月23日の間に行われた特定の行為（中
間期の行為と呼ばれる）が有効とされた（または州お
よび準州によって有効とされた）。

過去の行為と同様、中間期の行為が先住権に与え
る影響は、これらの行為がどのカテゴリーに含まれる
かによって異なる。

将来の行為（Future Acts）及び交渉権（Right to 
Negotiate）

「将来の行為」は、1994年1月1日の先住権法の施行
後に行われた、先住権が存在する可能性のある土地上
の探鉱許可または鉱物採掘リース等、先住権に影響を
及ぼす行為のことである。

先住権法上、この日より後になされた探鉱または
採掘の権利の付与は、当該付与が、交渉権（Right to 
Negotiate）を含む、「将来の行為」に関する一定条件
を満たしていない限り、当該権利が先住権に影響する
範囲で無効となる。

交渉権は一般的に探鉱権および採掘権の付与に適
用されるが、下記を含む一定の状況下では、遵守する
必要はない。
（a） 付与予定の権利の対象地の先住権が消滅してい

た場合
（b） 権利が、鉱業に関するインフラ施設建設の目的

のためだけに付与される場合（この場合には、
より簡潔な別の手続が適用される）

（c） 先住権法に基づき登録済先住民土地利用契約を
締結した当事者が、交渉権を実施することなく
権利を付与することに同意した場合

（d） 交渉権手続を迅速化する「簡易手続（expedited 
procedure）」（探鉱に関するもの。下記を参照）
が適用された場合

登録済先住権請求者および所定の法人（先住権の決
定後に設立され登録された法人）のみが交渉権を行使
することができる。交渉権手続により、州は、登録済
先住権請求者または所定の法人に対し、権利付与の意
向を書面により通知する必要があり、また、州または
プロジェクト提案者は提案された権利付与につき、所
定の通知により一般に対し公告しなければならない。

これらの書面による公告には、登録済先住権請求
者または所定の法人ではない者で、先住権当事者にな
ること（交渉権手続のため）を希望する者は、通知に
明記された日（通知日）から3ヶ月以内に先住権の申
請を行わなければならない旨を記載しなければならな
い。通知日から4ヶ月以内に申請が先住権請求登録簿
に登録されると、この者は先住権当事者となる。

州が権利付与について「簡易手続」（下記を参照）が
採られると考える旨が通知に記載されていない限り、
州、権利申請者および先住権当事者（これらを総称し
て「交渉当事者（Negotiation Parties）」という）は、
権利付与に向けた先住権当事者との合意取得のため、
誠実に交渉しなければならない。

合意に至らない場合、交渉当事者は、通知日から
6ヶ月以内に、権利が付与されるかどうか（また、付
与される場合、付帯条件付きかどうか）についての決
定をNNTTに対し求めることができる。権利の付与
が行われた場合、当事者が遵守すべき付帯条件付きの
付与決定は、当該条件が交渉当事者間の契約条件で
あったのと同様の効力を有する。

簡易手続（Expedited procedure）
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簡易手続は、先住権法に基づく手続であり、この
手続が適用される場合、交渉権手続は必要ない。

以下が該当する場合、予定される権利付与の書面
による公告に、政府は提案された権利付与が「簡易手
続」が用いられる活動である旨を記載することができ
る。
（a） 当該活動が、先住権保有者の地域社会の活動ま

たは社会的活動に直接干渉しない可能性が高い
場合

（b） 当該活動が、先住権保有者にとって特に重要な
地域または場所に干渉しない可能性が高い場合

（c） 当該活動が、関連する土地または水利に対する
大きな損害を引き起こさない、または関連する
土地または水利に対する大きな損害を引き起こ
すと考えられる権利を創出しない可能性が高い
場合

通知にこのような記載が含まれる場合、先住権当
事者から当該記載に対する異議を受領しない限り、通
知日から4ヶ月後に権利を付与することができる。先
住権当事者が通知日から4ヶ月以内に簡易手続に対す
る異議を提出した場合は、NNTTは上記基準に基づ
き簡易手続の適用があるかどうかの決定を行う。
NNTTが簡易手続の適用を決定した場合、州は権利
の付与を行うことができる。逆に、NNTTが簡易手
続を適用しない旨の決定を行った場合、完全な交渉権
手続が適用され、交渉当事者は、権利付与のための先
住権当事者の合意に向けて誠実に交渉しなければなら
ない。

先住権の消滅
（a） 消滅がプロジェクトに与える効果

一般的な先住権の手続および、とりわけ将来の行
為に関する手続は、先住権が消滅した地域については
適用されない。

先住権は、様々な方法（1996年12月23日より前の、
国家による特定の権利の有効な付与を含む）によって
消滅する（1994年1月1日から1996年12月23日の期間
中に発生した一定の中間期の行為については慎重な分
析をする必要がある）。これらは先住権法付則1に列
挙される所有権および排他的占有リースの付与を含
む。先住権は道路、線路および建物等の国家による公
共事業による建設によっても消滅する。

さらに、先住権は、権利保有者が土地または水利
との関連性を失った場合にも消滅する場合がある。こ
れは必ずしも生活様式の変容または特定の習慣の変化
が先住権を消滅させるということではない。基本的
に、土地または水利が権利保有者自身により放棄され
るか、廃絶により失われるか、あるいは明示的かつ曖
昧でない法律または矛盾する権利付与により国家によ
り奪われない限り、先住権は失われない。

（b） 消滅に対する補償

先住権の権利および利益の消滅および制限があっ
た場合、関連する州、または準州または連邦政府に対
し補償を求める権利が発生する。場合によっては、当
該補償義務は、州、準州または連邦政府により、承認
手続の一部としてプロジェクト開発者に転嫁される。

ILUA （Indigenous Land Use Agreements） 
先 住 民 土 地 利 用 契 約（Indigenous Land Use 

Agreements、以下「ILUA」）は先住民請求団体およ
びその他の者との間の、土地および水の利用および管
理に関する任意の契約である。ILUAにより、個別の
状況に適合した、当事者間の将来の関係について定め
た柔軟な契約を取り決めることが可能となる。

先住権の存在について判断がなされた、またはま
だなされていない地域について、ILUAの交渉をする
ことができ、また、先住権保有者または潜在的な保有
者が将来の鉱業権および関連する許可の付与について
の合意を含む様々な事項について合意することができ
る。ILUAはまた、鉄道および港のインフラに必要な
承認および交渉についても取り決めることができる。

先住権法はILUAの交渉および準備に関する多くの
複雑な要件およびを規定しており、ILUAを登録する
ためには、当該要件を満たしている必要がある。

ILUAがNNTTに登録されると、全ての当事者およ
び先住権保有者は、ILUAの契約条項に拘束される。

一般的に、将来の先住権についての判断は、当該
判断に関係する先住権当事者がILUAを承認した広い
グループの一部を形成していない限り、ILUAに対し
て影響を及ぼさない。例外事項が該当する場合、特定
の状況下ではILUAがILUA登録から外される場合が
あるため、交渉の間、全ての先住権当事者が確認さ
れ、ILUA手続に関与することが重要である。

2-5-3．先住文化遺産
先住文化遺産は、法律的には先住権とは別に取り

扱われており、先住民グループにとっての場所および
地域の重要性を反映している。

各州・準州および連邦政府は、先住文化遺産の保
護様式を管理する法律を制定している。

先住文化遺産の保護について管理する連邦、州お
よび準州の法律は一様ではない。NT準州の関連法令
は、NT準州アボリジニ聖地法（Northern Territory 
Aboriginal Sacred Sites Act 1989、以下「聖地法」）
および遺産法（Heritage Act）である。アボリジニお
よびトレス諸島民遺産保護法（Aboriginal and Torres 
Strait Islander Heritage Protection Act 1984 （Cth））
もNT準州に適用があるが、準州法の運営にかんがみ
ると、プロジェクト開発にはほとんど関連性がない。

聖地（Sacred Sites）
聖地法上、許可を得ていない者が聖地（sacred 

sites）に立入りまたは活動を行うことは犯罪行為とさ
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れる。聖地に影響を及ぼす可能性のある地域で活動を
行う場合は、アボリジニ地域保護機関（Aboriginal 
Areas Protection Authority）から事前に許可証明を
取得する必要がある105。許可証明がある場合、保有者
は、証明対象の地域内の聖地に対する損害について、
聖地法に基づく訴追から保護される。但し、活動また
は利用は承認証明の付帯条件に従って行われている必
要がある106。

遺産地および遺産対象物
遺産法上、大臣の承認を得ずに遺産地または遺産

対象物に手を加えたり、損害を与えたり、阻害した
り、または変更を加えることは犯罪行為とされる。か
かる承認は、行為を行いたい者と大臣との遺産契約、
または遺産法に基づく活動許可の付与という形で行わ
れる107。  

遺産審議会（Heritage Council）は遺産法を管轄す
るために設置された機関108であり、全ての遺産地お
よび遺産対象物の登録簿の維持を行っている109。遺産
地または遺産対象物に影響を与える可能性のある地域
内の開発が提案された場合、提案者は遺産審議会に対
し、法令遵守のためにどのような手続が必要となるか
についてアドバイスを求める必要がある。

2-6．水利法
NT準州の水利法（Water Act 1992）上、鉱業の運

営は水資源の消費利用のライセンス制度の例外とされ
ている110。この結果、採掘または石油関連活動の実行
過程における行為には、廃棄物が鉱山の現場に留めら
れていない地下への廃棄に関する事項は除き、地下水
および地表水に関する法律は適用されない111。しかし
ながら、鉱業管理法上、鉱山の事業者は、運営による
潜在的な環境への影響とこれらの管理方法の詳細につ
いて述べた採掘管理計画（Mining Management Plan）
を提出し、承認を得る必要がある112。採掘管理計画に
は、水に関する条件および管理についての詳細を含め
る必要があり、また、これはNT準州の環境アセスメ
ントの手続に関しても必要となる。

2-7．ウラン
2-7-1．ウラン

豪州のウラン採掘は、探鉱、開発、生産、輸出、

税およびロイヤルティー、労働基準、職場健康、廃棄
物処理、環境の保護および復旧、鉱山開拓、鉱山の安
全、毒物および放射性物質、先住権およびその他の事
項に関し、様々な州法および連邦法により広く規制さ
れている。これらの法律および規制の遵守は、鉱山お
よびその他生産施設の探鉱、掘削、開発、建設、運営
および閉鎖に関する費用を増加させている。

連邦政府
連邦政府は、厳格な条件および国際協定に基づき、

ウランの採掘および輸出を許可している。ウランの輸
出は、主に税関法（Customs Act 1901 （Cth））により
管理されており、ライセンス手続を通じて連邦政府に
より厳しく規制されている。また、豪州のウランは、
平和目的での利用を確約している国にのみ輸出が許さ
れている。

原 子 エ ネ ル ギー法（Atomic Energy Act 1953 
（Cth））上、ウランを発見した者は、一ヶ月以内に連
邦大臣に報告しなければならず、大臣は当該発見につ
いて更に詳細な情報を要求することができる。

豪州のいずれの州および準州でも、ウラン鉱山の
開発はEPBC法の規定によって規制されている。
EPBC法は、関連する連邦政府の大臣の事前の許可を
得ずに、ウランの採掘または粉砕に関する事業を行う
ことを禁止している。

その他、様々な許可およびライセンスが必要とさ
れている。例えば、放射性物質の影響から人の健康安
全および環境を保護するために作られる施設に必要な
ラ イ セ ン ス（豪 州 放 射 線 保 護 お よ び 核 安 全 法

（Australian Radiation Protection and Nuclear Safety 
Act 1998 （Cth））、豪州セーフガードおよび不拡散事
務局（Australian Safeguards and Non Proliferation 
Office）による鉱山の設立に関する許可、核物質の輸
送 に 必 要 な 許 可（核 不 拡 散（セーフ ガード）法

（Nuclear Non-Proliferation （Safeguards） Act 1987 
（Cth））等が存在する。

これらの必要な許可、法律または政府による現行の
政策により、ウラン採掘リースの開発が遅延または制
限されたり、もしくは開発が行えなくなることもある。

NT準州
NT準州の鉱物権法および鉱物権規則は、鉱業会社

105 Section 19B of the Sacred Sites Act.
106 聖地法s 22 および 25 
107 遺産法s 68 およびパート 3.1 
108 遺産法s 124 
109 遺産法s 139 
110 水利法s7 
111 水利法s7 
112 鉱業管理法s40 
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がウランの探鉱および採掘を可能にするための探鉱お
よび採掘許可についても定めている。NT準州の鉱山
エネルギー大臣は、原子エネルギー法を管轄する連邦
政府の大臣のアドバイスに従ってのみ、ウランの探鉱
および採掘許可を付与し、権限を行使することができ
る。

NT準州の鉱業管理法は、鉱業会社が探鉱および採
掘活動を行うための環境許可の付与について定めてい
る。この法律は、環境に関する条件を鉱業会社に対し
て課している。ウランまたはトリウムに関する許可に
基づく権限を行使、または機能を実行する前に、鉱山
エネルギー大臣は、ウランまたはトリウムの採掘に関
して双方で書面により合意した事項について、連邦政
府の大臣と協議しなければならない。また、連邦政府
の大臣により提供されたアドバイスに従わなければな
らない。レンジャー鉱山を含むレンジャー・プロジェ
クト区域（NT準州にある、79km2の特定された土地）
に関する許可を付与または変更する前、担当大臣は、
レンジャー・プロジェクト環境基準の規定を当該許可
に盛り込むか、または同基準を当該許可にて参照する
ことにより（必要な修正とともに）採用することを確
認しなければならない。

事業者は、労働者、公衆および環境への放射性物
質の露出についてモニタリングし、最小限にするため
の 手 続 を 概 説 し た 放 射 線 管 理 計 画（Radiation 
Management Plan）を作成する必要がある。

放射線管理計画は、プロジェクトに関係する特定の
リスクを特定し、これらのリスクがどのように管理さ
れるかの詳細を規定しなければならない。この情報は、
鉱業管理法上の要件である鉱業管理計画の一部として、
または別書面として提供することも可能である。

放射性鉱石および濃縮物（梱包および輸送）法
（Radioactive Ores and Concentrates （Packaging and 
Transport） Act ）は、放射性物質（ウラン鉱石およ
び濃縮物を含む）が鉱山から取り出された後の、NT
準州での輸送、貯蔵および梱包方法について規制して
いる。

個 人（ま た は 会 社）は、NT準 州 上 役 検 査 官
（Northern Territory Chief Inspector）からライセン
スを得た場合に限り、放射性物質を輸送または貯蔵す
ることができる。このライセンスには、放射性物質の
安全な梱包、貯蔵または輸送に関して上役検査官が必
要と考える付帯条件が付される。
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付属A - その他の権利の概要 
1.1 予備的探鉱

上述のとおり、NT準州の鉱物探鉱者は、土地の将
来的な鉱物探鉱のポテンシャルを調査するため、鉱物
権を取得することなく、予備的探鉱を行うため土地に
立ち入ることができる。

土地の予備的探鉱には、土地に大きく手を加えな
い、以下のような活動を含む113。

•  地質学的特徴の調査
•  大臣の許可を得た上での、上空からの地層科学
調査

•  分析のための、少量の鉱物サンプルの採取
•  鉱物権申請のための、境界の印付け

1.2 鉱物リース（Mineral Lease）
鉱物リースの申請 

鉱物リースは、非抽出鉱物の商業的開発および非
抽出鉱物プロジェクトの開発のために付与される主要
な権利である。鉱物権法41条は、鉱物リースの申請
手続について定めている。鉱物リースの付与は、法廷
の条件およびリースに定められる追加的条件およびの
対象となる。

鉱物リースの期間および更新 
鉱物リース保有者は、有効期間の終了前に、鉱物

リースの全部または一部の更新を申請することができ
る。更新が認められた場合、鉱物リースは大臣が適切
と考える期間延長される。鉱物リースは2回以上更新
することができる114。

1.3 鉱物許可（Mineral Authority） 
鉱物権法118条上、鉱物許可は、一般保護地につい

て大臣によって宣言される。鉱物許可は、鉱物権法に
基づきこれ以外の土地を対象に付与される鉱物権に相
当する鉱物権である。この状況で付与される鉱物許可
は、大臣が別途の判断をしない限り、これに相当する
通常の鉱物権と類似の義務にしたがい、類似の条件の
対象となる。

1.4  保留鉱物探鉱ライセンス（Mineral Exploration 
Licence in Retention）

保留鉱物探鉱ライセンスは、鉱物権法33条から38

条に基づき付与される。経済的またはその他理由（例
えば、既存の事業のために将来的に取っておくため）
により、採掘を直ちに開始することができない場合、
既存の鉱物探鉱ライセンスの対象地に保留鉱物探鉱ラ
イセンスが付与されることがある。保留鉱物探鉱ライ
センスの最初の期間は最長5年まで設定することがで
き、また、さらに最長5年延長することができる115。 

申請を行うにあたり、申請者は、ライセンス対象
地域で潜在的に経済性のある鉱体が見つかったこと、
そしてライセンスおよび対象地域の鉱物の採掘の採算
が取れない、または採算性の査定のためには追加の作
業が必要であると権利保有者が合理的に信じているこ
とを示す必要がある116。  

1.5  抽出鉱物探鉱ライセンス（Extractive Mineral 
Exploration Licence） 

抽出鉱物探鉱ライセンスは、抽出鉱物の探鉱活動
を行う目的で付与される権利である。

抽出鉱物探鉱ライセンスの期間は最長2年までで、
更新はできない。抽出鉱物探鉱ライセンスは保有者
に、ライセンス対象地を占有する権利および抽出鉱物
の探鉱を行う独占的な権利を付与する117。ライセンス
保有者は、探鉱に合理的に必要な限りで、抽出鉱物の
探鉱に関係する活動およびライセンスに明記されたそ
の他活動を行う権利を有する118。 

ライセンス保有者はまた、抽出鉱物探鉱ライセン
スの全ての地域につき、以下のいずれかの申請を行う
独占的な権利を有する119。

•  抽出鉱物許可（extractive mineral permit） ‒ 土
地の自然表面からの抽出鉱物の抽出に限る 

•  抽出鉱物リース（extractive mineral lease） ‒ 抽
出鉱物の採掘 

1.6 抽出鉱物許可（Extractive Mineral Permit） 
抽出鉱物許可は、土地の自然表面のみから抽出鉱

物を抽出（通常、砂、砂利、石または土である）する
ために付与される。一方、抽出鉱物リースは抽出鉱物
の採掘を可能とする。

抽出鉱物許可は、期間を最長5年として付与され、
保有者はこれにより権利対象地を占有する権利、抽出
鉱物を独占的に抽出する権利（土地の自然表面からに
限られる）、および権利対象地の全部または一部につ
いて抽出鉱物リース（抽出鉱物の採掘が可能となる）

113 鉱物権法s17（3） 
114 鉱物権法s43
115 鉱物権法s36 
116 鉱物権法s34（5） 
117 鉱物権法s46（1） 
118 鉱物権法s48 
119 鉱物権法s46（1）（c） 
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の申請を行う独占的な権利を有する120。
抽出鉱物許可により、保有者は、抽出鉱物を一時

的に貯蔵および加工し、抽出鉱物を権利対象地から取
り出し、また、許可に規定されたその他関連する活動
を行う権利を有する121。

1.7 抽出鉱物リース（Extractive Mineral Lease）
抽出鉱物リースは抽出鉱物の採掘のために付与さ

れるものであり、一般的に、長期の採掘型事業に対し
て付与される。

抽出鉱物リースは、保有者に対し、権利対象地を
占有する権利および、抽出鉱物の採掘を行う独占的な
権利を付与する鉱物権である122。

120 鉱物権法s50（1） 
121 鉱物権法s53 
122 鉱物権法s54 
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付属B - 賃料率123

123 鉱物権規則Schedule 1 
124 NT準州財務省（NT Department of Treasury and Finance）

権利の種類 料率
EL 初年度は、1ブロックあたり31レベニュー・ユニットであり、6年目までに1ブロックあた

り最大125レベニュー・ユニットへと増額される。その後の事業年度については、1ブロッ
クあたり175レベニュー・ユニットである。

ELR 1haあたり18レベニュー・ユニット。
EMEL 1haあたり31レベニュー・ユニット。
ML 1haあたり18レベニュー・ユニット。
EML 1haあたり225レベニュー・ユニット。
EMP 許可された活動については1haあたり54レベニュー・ユニット、復旧活動を行う場合には

1haあたり10レベニュー・ユニット。
注： レベニュー・ユニットの価額はレべニュー・ユニット法（Revenue Units Act 2009 （NT））により規制されている。レベ
ニュー・ユニット法は、毎年7月1日付のダーウィン消費者物価指数（Darwin Consumer Price Index）の増加に合わせてレベ
ニュー・ユニットの価額を設定することにより、自動的に年間手数料および利用料が調整される旨を定めている。2015年7
月1日から2016年6月30日までの期間の1レベニュー・ユニットは1.15A$である124。
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3． NT準州の鉱業コンサルタントおよび法
律事務所

3-1． NT準州の鉱業コンサルタント
GHD Consultancy Services

Webpage: http://www.ghd.com/australia/ 
Phone:  （08） 8982 0100
Email:   http ://www.ghd .com/system-

pages/contact-us/ （contact form）
Office:  - Darwin Office: 
  Level 5, 66 Smith St, 
  Darwin, NT, 0800
  - Alice Springs Office:
  Suite 1, 4-8 Gregory Terrace
  Alice Springs, NT 0860
GHD は鉱業およびエネルギー産業で豊富な経験を

持つ多産業コンサルティンググループである。同グ
ループは鉱業プロジェクト初期から採掘終了・原状回
復まで全ステージにおけるコンサルティングを行って
いる。また同グループは金、鉄鉱石、石炭、銅。ニッ
ケル、ウランなど幅広い鉱種の坑内および露天採掘に
対応可能である。

同グループはAnglo American社の委託により、 
Moranbah South坑内採掘プロジェクトのプレフィー
ジビリティ調査（PFS）を行った実績がある。当該プ
ロジェクトは地下坑内でほとんどの作業が行われる
が、そのPFSでは地質、物資管理、石炭処理プラン
ト設計、そして地上設備設計など多岐にわたる検討を
実施した。

EcOz Environmental Services 
Webpage: http://www.ecoz.com.au/ 
Phone:  （08） 8981 8100 
Email:   http://www.ecoz.com.au/contact-us.

html （contact form） 
Office:  75 Woods St,
  Darwin NT, 0800
EcOz 社は採掘事業者に対して環境アセスメントに

関する支援を行い、個々のプロジェクトによる環境的
および社会的影響を評価する環境コンサルティング
サービスを提供している。そのほか、同社は地球化
学、酸性排水、そして採鉱サイトでの汚染に関する評
価サービスも行っている。

SLR Consulting Australia Pty, Ltd
Webpage:  http://www.slrconsulting.com/ 
Phone:  （08） 8998 0100
Office:  5 Foelesche St, 
  Darwin, NT 0800
SLR は全世界を対象に活動する環境コンサルティ

ングサービス企業であり、鉱業・エネルギー分野に専
門性を有する。同社の強みは鉱山開発計画・許認可、

クリーンエネルギー、気候変動対策、鉱業廃棄物処理
などの分野である。また同社が行う全ての調査におい
て、フィルターを用いた空気中の含有物分析サービス
を提供できる。

Territory Hirex 
Webpage: http://www.hirex.com.au/ 
Phone:  （08） 8952 2353
Email:  info@hirex.com 
Office:  10 Shirley Court, 
  Alice Springs, NT, 0870
Territory Hirex は鉱業探鉱設備のリース業者と

してNT準州のAlice Spring地区で法人および個人
に各種設備、機材の貸与サービスを行っている。
同社はサンプル袋、コアトレー、チップトレー、
バケツ、 ピケット、ペグ、測量機材、 保安設備など
の鉱業関連ツールの短期間利用ニーズに対応でき
る。 

3-2．資源産業向けの法律サービス
Bowden McCormack Lawyers and Advisors

Webpage:  http://www.bowden-mccormack.
com.au/home 

Phone:  （08） 8941 6355
Email:  bmlaw@bowden-mccormack.com.au 
Office:  Suite 4, Level 1, Northgate Plaza, 
   101 Mitchell Street, Darwin NT 

0800
Darwinに拠点を置くこの商業法律事務所はNT準

州内の鉱業を含む複数の産業向けに法律アドバイスと
ビジネス戦略サービスの両方を行っている。同社は先
住民権利関係に強く、先住民の権利が関わる土地で鉱
業開発を行おうとする事業者に対してアドバイスを行
うことができる。また先住民権利に関連する分野とし
て、同社は鉱業に関わる気候変動および持続可能性関
連の法律に関する知見も豊富であり、持続可能な鉱業
開発のためのアドバイスを提供できる。

Clayton Utz 法律事務所
Webpage:  https://www.claytonutz.com/area_

of_law/energy_and_resources/
home.page 

Phone:  （08） 8943 2555 
Office:  17-19 Lindsay St, Darwin
  NT, 0800
Clayton Utz は豪州の大手法律事務所の1つで幅広

い産業・領域での法律サービスを行っている。同社は
エネルギーと資源分野で豊富な経験をもち、北東ガス
接続プロジェクトではNT準州政府とも提携してい
る。

同法律事務所は資源エネルギー部門に関する法規
の解説レポートの作成を行っている。その一例として
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「NT準州鉱業権規則」125に関する解説を実施してい
る。

Cozens Johansen Lawyers法律事務所
Webpage: http://www.cozensjohansen.com.au/ 
Phone:  （08） 8911 1280
Email:  office@cozensjohansen.com.au  
Office:  - Darwin Office:
  Level 1, Centrepoint Building 
  48-50 Smith Street
  Darwin, NT 0800
  - Alice Springs Office: 
  Shop 5/2 Gregory Terrace
  Alice Springs, NT 0870 
Cozens Johansen法律事務所は資源・エネルギー分

野で幅広い経験を有している。同法律事務所のサービ
スは初期段階から操業停止・原状回復まで鉱業プロ
ジェクトの全フェーズに及ぶ。同社のこれまでプロ
ジェクト参加権の獲得、先住民の聖域に該当するサイ
トでの操業、土地アクセス、契約の設計と交渉、税務
や印紙税関係、鉱業ロイヤルティ関係、そして環境問
題と規制に関する実績を有する。同法律事務所はNT
準州を拠点としており、Darwinおよび Alice Springs
にオフィスをもつ。 

Hunt and Hunt法律事務所
Webpage:  http://www.hunthunt.com.au/ 
Phone:  （08） 8924 2600
Email:  info@hunthunt.com.au 
Office:  Level 2, 13 Cavengah St
  Darwin NT, 0800
Hunt and Hunt法律事務所は国内および海外の顧客

に対して鉱業資源分野でのアドバイスを提供してい
る。同法律事務所が特に専門性を有する分野は気候変
動、汚染、天然ガス、金属、採鉱活動、石油そして
NT準州における先住民権利である。同社は初期調
査・探鉱から操業停止・原状回復に至るまでの全ス
テージでの法的アドバイスを行うことができる。さら
に鉱業と資源産業分野における合併買収案件に関わっ
た実績を有する。

同法律事務所は豪州全国に加えて中国・上海にオ
フィスを有する。同社は豪州国内の鉱業・資源産業分
野における大手商業法律事務所の1つである。  

MinterEllison法律事務所
Webpage: http://www.minterellison.com/ 
Phone:  （08） 8901 5900
Office:  Level 1, 60 Smith St

  Darwin, NT 0800
MinterEllison法律事務所は気候変動、電力、鉱物、

先住民権利および先住民による土地所有権訴訟、石
油・天然ガス・水資源に関する経験を有する。最近の
鉱業関連では、メジャー資源企業であるRio Tintoの 
Weipaボーキサイト鉱山サイトにおける太陽光発電に
関する契約のサポートを行っている。他にもZijin 
Mining 鉱業グループによる5.45億A$規模のIndophil
社の買収にも関与し、買収に関する法的問題に対応し
ている。

同法律事務所はNT準州を含む豪州国内各州（TAS
州を除く）だけでなく、中国（上海、北京、香港）、
モンゴル（ウランバートル）、 英国（ロンドン）そして
ニュージーランド（オークランド、ウェリングトン）
にオフィスを持っている。

Ward Keller法律事務所
Webpage: http://www.wardkeller.com.au/ 
Phone:  （08） 8946 2999
Email:   wardkeller@wardkeller.com.au 
Office:  Northern Territory House
  Level 7, 22 Mitchel St
  Darwin, NT, 0800 
Ward Keller法律事務所はNT準州の鉱業・資源産

業と長く関わってきており、同準州政府と連邦政府の
所管する資源の採掘や探鉱に関わる法的知識を熟知し
ている。同法律事務所は鉱物、石油、天然ガス分野の
大手～中小企業まで様々な顧客を有している。 

同法律事務所は鉱業契約、収益およびローヤル
ティに関する契約、権利売却、先住民権利と先住民聖
域、探鉱プロジェクトおよび環境規制に関する実績を
有している。同法律事務所は遠隔地にある鉱山にもア
クセスできるようにDarwinにある本社のほかに、
Alice Springにもオフィスを設置している。

125 Link to document can be found in paragraph 4 of “Mineral Titles” section:  http://www.nt.gov.au/d/Minerals_
Energy/index.cfm?header=Mineral%20Titles

（213）


