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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・金属鉱物資源機構及び執筆者は何ら責任を負いかねます。 



 
 

 
  



 
 

目次 

 
はじめに ....................................................................................................................................................... 1 
1. タスマニア州の鉱業関連一般概要 ....................................................................................................... 1 

1.1 タスマニア州について ................................................................................................................... 1 
1.2 連邦政府と TAS 州政府 ................................................................................................................. 1 
1.3 鉱業行政機関と鉱業関連団体など................................................................................................. 2 

1.3.1 連邦政府の鉱業行政機関 .................................................................................................... 2 
1.3.2 TAS 州政府の鉱業行政機関 ................................................................................................ 4 
1.3.3 鉱業関連団体 ...................................................................................................................... 6 

1.4 鉱業・探鉱活動の支援策について................................................................................................. 8 
1.4.1 探鉱ジュニア企業インセンティブ制度 .............................................................................. 8 
1.4.2 Cooperative Research Center ........................................................................................... 9 
1.4.3 Exploring for the Future ................................................................................................... 9 
1.4.4 New Exploration Drilling Grant Initiative.................................................................... 10 

1.5 鉱業に関連する各種規定 ............................................................................................................. 11 
1.5.1 JORC 規程 ....................................................................................................................... 11 
1.5.2 VALMIN 規程 .................................................................................................................. 11 

1.6 TAS 州の地質と鉱化概要 ............................................................................................................ 11 
1.7 TAS 州の鉱業情勢 ....................................................................................................................... 14 
1.8 TAS 州の鉱業プロジェクト ......................................................................................................... 15 

1.8.1 錫、タングステン ............................................................................................................. 17 
1.8.2 ベースメタル .................................................................................................................... 17 
1.8.3 金 ....................................................................................................................................... 18 

2. タスマニア州の鉱業法規制度について .............................................................................................. 22 
2.1 TAS 州の鉱業関連法規制について .............................................................................................. 22 

2.1.1 各種鉱業権の概要 ............................................................................................................. 22 
2.1.2 鉱業活動に対する制限 ...................................................................................................... 23 
2.1.3 鉱業権の取得要件（外国法人の申請要件、財務的要件、技術的要件等） ...................... 24 
2.1.4 探査および探鉱段階の権利義務（探査および探鉱に関する権利の詳細） ...................... 24 
2.1.5 重複する鉱業権および申請の優先順位 ............................................................................ 31 
2.1.6 採掘段階の権利義務（採掘に関する権利の詳細） .......................................................... 31 
2.1.7 保証金（Security Deposit）について.............................................................................. 36 
2.1.8 鉱業権のまとめ ................................................................................................................. 36 
2.1.9 鉱業登録官（登録簿の取得） ........................................................................................... 41 
2.1.10 鉱業活動に関する先住権（native title）関連法 ............................................................. 42 
2.1.11 土地利用法・環境関連法 .................................................................................................. 43 



 
 

2.1.12 鉱山保安関連法 ................................................................................................................. 45 
2.1.13 閉山に関係する規則 ......................................................................................................... 46 

2.2 連邦環境関連法 ............................................................................................................................ 46 
2.2.1 連邦法が規制する環境関連事項 ....................................................................................... 46 
2.2.2 環境 ................................................................................................................................... 46 
2.2.3 ウラン ............................................................................................................................... 47 
2.2.4 環境保護活動に対する税務優遇措置 ................................................................................ 49 

2.3 先住権に関する手続き ................................................................................................................. 49 
2.3.1 背景 ................................................................................................................................... 49 
2.3.2 先住権原に関係する法令 .................................................................................................. 50 
2.3.3 先住権原の消滅と補償 ...................................................................................................... 50 
2.3.4 過去の行為（past acts） .................................................................................................. 51 
2.3.5 中間期の行為（intermediate period acts） .................................................................... 51 
2.3.6 将来の行為（future acts） .............................................................................................. 51 

2.4 外国投資法について .................................................................................................................... 52 
2.4.1 1975 年外資買収法（Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth)）の枠組み 52 
2.4.2 国益（National Interest） .............................................................................................. 53 
2.4.3 重要な定義 - 外国人（foreign person） ......................................................................... 53 
2.4.4 非政府の外国投資家による事業の買収の通知 ................................................................. 53 
2.4.5 許容される投資形態（ジョイントベンチャー、海外企業の完全子会社など） .............. 54 
2.4.6 外国法人によるプロジェクト操業の許可期間 ................................................................. 54 
2.4.7 外国投資に対する保護 ...................................................................................................... 55 
2.4.8 海外への利益移転 ............................................................................................................. 55 
2.4.9 海外口座 ............................................................................................................................ 55 
2.4.10 政府によるプロジェクトの保有 ....................................................................................... 56 
2.4.11 為替規制 ............................................................................................................................ 56 
2.4.12 海外投資に関するその他の留意点 .................................................................................... 56 

2.5 州重要プロジェクトについて ...................................................................................................... 57 
Schedule 1 - 鉱物資源開発法に基づく採掘リースの申請手続きの概要 .................................................. 58 
Schedule 2 - TAS 州における採掘開始までの許認可手続きの流れ .......................................................... 59 
Schedule 3 - 関連するレベル 2 活動 ......................................................................................................... 60 
Schedule 4 - EPBC 法に基づく承認手続き............................................................................................... 61 
 

 
 



1 
 

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 Clayton Utz
法律事務所の協力を得て、2019 年時点での豪州（タスマニア州）の投資環境に関する情報を収集して、

実用的ガイドとして作成したものである。 
 

1. タスマニア州の鉱業関連一般概要 

1.1 タスマニア州について 

オーストラリア（以下、「豪州」）連邦タスマニア州（以下、「TAS 州」）は、豪州南部のタスマニ

ア島を主島とする島々から構成される州で、その面積は約 68 千 km2と豪州全国土のわずか 0.9％を

占めるに過ぎない小さな州である。人口は 2017 年において 52.2 万人とされ、豪州全体の 2％にあ

たる人々がこの州に居住する。州都は Hobart 市で、1803 年に設立された豪州で 2 番めに古い都市

である。TAS 州は豊かでかつ独自の自然に恵まれた州として知られており、世界遺産である「タス

マニア原生地域」が州内に存在している。 
TAS 州にとっての鉱業は主要な輸出産業の一つであるが、州内総生産（以下、「GSP」）に対する

鉱業の割合はそれ程高いわけではない。2019 年 1 月までの 1 年間のデータで、TAS 州からの商品輸

出高は 3,743 mA$で、非鉄金属・鉱石・金属スクラップの占める割合は 54.8％に達する。一方で

2017/18 年度における GSP は 30,266mA$で、鉱業は 1,247mA$と直接的には GSP の 4.1％を占め

るに過ぎない状況である 1。 
 

1.2 連邦政府と TAS 州政府 

 1901 年に豪州連邦が成立して以降、豪州では連邦制が採用されている。連邦制のもとでは、国家

の権限は連邦政府（Commonwealth）及び 6 つの州（ニュー・サウス・ウェールズ州、クイーンズ

ランド州、南オーストラリア州、タスマニア州、ビクトリア州、西オーストラリア州）に分配されて

いる。また、2 つの特別地域（オーストラリア首都特別地域、北部準州）にはいずれも自治政府が存

在する。州政府及び自治政府は、いずれもその権限の一部をそれぞれ地方自治体に委ねている。連邦

政府は専属的権限として連邦憲法に規定されている関税・消費税等の税政策や貨幣製造、連邦憲法

改正の発議などが実施できるのに対し、州政府は警察、消防、救急、公立学校・病院の運営、環境保

全などの実施に権限を持つ。関税・消費税以外の課税や防衛、外交、社会福祉、年金、郵便制度、環

境対策などは連邦政府と州政府の共管的な権限とされている 2。鉱業権に関しては、沿岸から 3 海里

以遠の海洋の鉱業権の付与に関しては連邦政府の管轄であるが、陸上及び沿岸から 3 海里内の鉱業

                                                   
1 https://www.treasury.tas.gov.au/economy/economic-data/economic-data-releases-for-tasmania 
2 オーストラリアとニュージーランドの地方自治, （財）自治体国際化協会シドニー事務所, 2015 年 3 月 
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権の付与は州政府が管轄する。 
 TAS 州は上・下院の二院制議会制度を持ち、行政の最高責任者は首相（Premier）である。2018
年 3 月に実施された選挙により 15 議席を獲得した自由党が、現在も政権を維持している。現在の首

相は Will Hodgman 首相で、鉱業を主管するのは Sarah Courtney 資源大臣である。 
 

1.3 鉱業行政機関と鉱業関連団体など 

1.3.1  連邦政府の鉱業行政機関 

産業イノベーション科学省（Department of Industry, Innovation and Science）3 
 
 産業イノベーション科学省は、豪州の産業の競争力強化を目的として、資源産業を含む産業

の生産性向上、技術革新や科学技術の発展をもたらすための政策を担当している。2016～2020
年の現行の戦略的計画において、科学研究とその商業化の支援、事業投資の成長と経営能力の

改善、規制の合理化、行政機構の効率化の 4 つを重要目標に挙げている。このほか、豪州にお

ける鉱業の生産・支出に関する情報や統計を定期的に発表している。 
 
豪州地質調査所（Geoscience Australia）4 
 
 豪州地質調査所は産業技術革新科学省傘下の機関で、地球科学に関する研究を行い、その理

解を深めるための情報を提供している。豪州地質調査所からの情報は政策の策定にも役立てら

れ、資源ポテンシャルの高い地域を特定するために用いられる。豪州地質調査所のミッション

は豪州において資源がもたらす富を構築することであり、豪州の陸域及び沿岸海域（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、資源に関する地球科学的な研究及び

データ収集を行うとともに、豪州における効率的な探鉱実施の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。豪州の鉱業事業に関心を持つ企業のために、豪州における鉱物資

源量や鉱石埋蔵量の統計をまとめ、毎年「Australia’s Identified Mineral Resources」を更新し

て出版している。 
 
環境エネルギー省（Department of Environment and Energy）5 
 
 環境エネルギー省の主な役割は、気候変動対策を推進するとともに、豪州の環境、水、遺跡を

保護するための政策を策定、実施、監査することである。鉱業プロジェクトが環境法規に従い運

営されているか、プロジェクトが環境に悪影響を及ぼさないかを評価する役割を担っている。

さらにエネルギー政策の策定、実施も担当し、信頼性が高く安価なエネルギーを供給するため

の政策の策定を行っている。同省は、Environment Protection and Biodiversity Conservation 

                                                   
3 http://www.industry.gov.au/AboutUs/Pages/default.aspx 
4 http://www.ga.gov.au/about/role 
5 http://www.environment.gov.au/about-us 
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Act 1999（cth） （「連邦環境保護生物多様性保全法（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。また、豪州における鉱業関連プロジェクトの監査機

関としての役割も果たしており、鉱業活動の規制の徹底のために州政府と提携している。 
 
外務貿易省（Department of Foreign Affairs and Trade）6 
 
外務貿易省は外交及び貿易政策を所管しており、外国政府と二国間・多国間の関係を発達さ

せることにより、海外における豪州の権益を維持発展させるという責務を負っている。外務貿

易省は、鉱業や資源の国際パートナーとの間の強力な関係を維持するという役割も担っており、

豪州への投資を検討する外国企業にとって魅力的かつ競争力のある投資・貿易環境の創出を目

指している。そのために、自由貿易協定の策定・実施に関与しており、豪州の輸出国の多くが存

在するアジア太平洋地域に特に注力している。 
 

豪州貿易投資促進庁（Australian Trade Commission; 「Austrade」）7 
 
 豪州貿易投資促進庁（Austrade）は外務貿易省傘下の法定機関であり、豪州企業が世界市場

に進出するための機会を創出し、また海外から豪州への投資を促進することに責任を負う。

Austrade は貿易機会の増進のため、豪州の投資環境・直接投資に関する情報を国内外の両方の

投資家に提供している。企業に対するサービスは無償で行われ、秘密が保持される。Austrade
は、豪州におけるすべての投資関連の問い合わせの最初の連絡窓口を担っており、豪州におけ

る国際関連業務に関する法律、プロセス、投資環境について幅広い知識と人材を有する。さら

に、投資家に対して投資に適した場所（州/地域）についての助言も与えており、豪州各地にお

ける直接投資を奨励するため、豪州における潜在的な提携先を投資家に案内することもある。 
 

豪州統計局（Australian Bureau of Statistics;「ABS」）8 
 
豪州統計局（ABS）は豪州における公的な統計機関であり、探鉱投資の動向など資源や鉱業

生産を含む様々な分野に関する統計データをまとめている。ABS が発表する統計は、同局のウ

ェブサイトで容易に入手可能である。ABS が発表する統計は、豪州連邦・州政府の様々な省庁

で活用され、政策策定のために用いられている。同様に、投資家がプロジェクトに対する投資を

決定し、経済性を見極めるための材料としても用いられている。ABS は、幅広い分野について

の情報を必要とするすべての豪州国民が統計データを容易に利用できるよう改善を続けている。 
 

外国投資審査委員会（Foreign Investment Review Board;「FIRB」）9 
 

                                                   
6 http://dfat.gov.au/about-us/Pages/about-us.aspx 
7 http://www.austrade.gov.au/about/about 
8 http://www.abs.gov.au/about?OpenDocument&ref=topBar 
9 https://firb.gov.au/about/    
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 外国投資審査委員会（FIRB）は豪連邦財務省の非法定機関であり、豪州の外資政策及びその

実施に関して財務大臣及び連邦政府に対して助言を与える役割を担っている。Foreign 
Acquisitions and Takeovers Act 1975（cth）（「連邦外資による資産買収及び企業買収法

（1975）」：「FATA」）及び関連法の対象となる投資案件を審査し、案件を認可すべきかどうかに

ついて財務大臣に助言を与えている。さらに外国投資審査委員会は、投資の提案に十分な論拠

をもたせることができるようにするため、潜在的な投資家に対して FATA に関する情報を提供

している。 
 

連邦科学産業研究機構 （Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization;
「CSIRO」）10 
 
 連邦科学産業研究機構（CSIRO）は連邦政府が設立した独立の科学研究機関であり、同種の

研究機関の中では世界最大級の規模を誇る。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、精製及び金属生産に関するものも含まれる。CSIRO
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技術的解決策を提供する役割を担っ

ており、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、出張サービス、産業

別ワークショップ、セミナー及び特別出版といった形で対象産業や公衆に対して助言を行って

いる。 
 
国立先住権原審判所 （National Native Title Tribunal；「NNTT」）11 
 
 国立先住権原審判所（NNTT）は、先住権原（Native Title）の保護を目的として Native Title 
Act 1993（cth）（「連邦先住権原法（1993）」）により設置が定められた独立審判所である。同所

は先住権原の存在の有無の照会・認定や、先住権契約の合意に向けた調停や合意が得られなか

った場合の仲裁、先住権原請求者の補助、既に先住権原が設定あるいは申請されている地域に

おける土地利用の基本事項を定めた先住民土地利用契約（Indigenous Land Use Agreement：
「ILUA」）の交渉に関するサポート及び先住権と関連した各種契約の登記を実施している。 

 
1.3.2  TAS 州政府の鉱業行政機関 

州発展省（Department of State Growth）12 
 
 州発展省は TAS 州の雇用の創出を通じてのコミュニティ、産業、ビジネスの支援と機会の拡

大を目的として 2014 年 7 月に設立された。6 名の関係大臣を輔弼して、投資の促進、運輸、イ

ンフラ、文化行政、観光、貿易、国際関係、イノベーション、資源・エネルギーなど幅広い分野

を管轄している。州発展省はビジネスサービス局、文化・観光発展局、産業ビジネス発展局、運

                                                   
10 http://www.csiro.au/en/About 
11 http://www.nntt.gov.au/Pages/Home-Page.aspx 
12 https://www.stategrowth.tas.gov.au/ 
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輸サービス局の 4 つの部局から構成されている。エネルギー・資源行政はこのなかの産業ビジ

ネス発展局が管轄しており、鉱業を直接管轄する機関として Mineral Resources Tasmania が

存在する。 
 

Mineral Resources Tasmania（以下、「MRT」）13 
 
 MRT は州発展省の傘下機関であり、鉱物や石油資源に関連する TAS 州政府の資源関係政策

の策定に寄与することや、TAS 州の資源と関係する土地管理方法の基礎的な情報を提供するこ

とを職務としている。また MRT は、TAS 州の経済を発展させ、環境管理と共存した持続的な

土地利用計画を促進するため、鉱業及び石油産業、政府関連機関、一般市民に対して TAS 州の

地球科学的情報を収集・発信している（他州における地質調査所に相当する業務）。更に、MRT
は鉱業権の管理・発行の役割を担っているが、その発行を巡る最終的な判断は TAS 州資源大臣

によって下される。MRT は、TAS 州での探鉱活動実施にあたってのガイドライン「Exploration 
Code of Practice14」や採掘活動のガイドライン「Quarry Code of Practice15」を発行している。 

 
投資誘致局（Coordinator-General's Office）16 
 
 投資誘致局は州発展省の傘下機関で、TAS 州への投資誘致に責務を負っており、TAS 州内で

ビジネス起業を希望する企業などにとって行政のワンストップ的な窓口となる機関である。投

資誘致局は、投資を検討している投資家と TAS 州の企業を引き合わせたり、新しい投資家を探

している州内のビジネスを紹介したり、TAS 州の投資環境の国内外への紹介を具体的に実施し

ている。 
 

一次産業・公園・水資源・環境省（Department of Primary Industries, Parks, Water and 
Environment；「DPIPWE」）17 
 
 DPIPWE は、TAS 州の一次産業や自然・文化遺産の持続的管理、水資源や土地の利用、競馬、

防疫などに責任を持つ政府機関である。その他にも、当省はタスマニア産業の後援そして疫病

や病害虫の蔓延を阻止する役割も担っており、5 人の関係大臣に対する政策提言も実施してい

る。非常に広範な職責を保有しており、戦略サービス局（防疫、アボリジニ遺跡を含む自然文化

遺産管理、競馬などを主管）、公園・野生動物サービス局、土地管理局（水及び海洋資源、農業、

淡水粋での漁業を主管）、環境保護委員会の 4 つの部局が存在する。 
 

環境保護委員会（Environmental Protection Authority；「EPA」）18 

                                                   
13 http://www.mrt.tas.gov.au/portal/home 
14 http://www.mrt.tas.gov.au/portal/exploration-code-of-practice 
15 http://www.mrt.tas.gov.au/portal/quarry-code-of-practice 
16 https://www.cg.tas.gov.au/home 
17 https://dpipwe.tas.gov.au/ 
18 http://www.mrt.tas.gov.au/portal/home 
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 EPA は TAS 州の法定機関であり、TAS 州政府に対して独立した権限を保有している。

「Environmental Management and Pollution Control Act 1994」の執行を監督することに責

務を負い、TAS 州の資源計画管理システムの中核を担っている。EPA は同州の自然環境に影響

を与える可能性のある活動や開発を規制し、最善かつ持続的な環境マネジメントを促進するこ

とを目標としている。EPA は理事会と職員によって構成されているが、職務の執行に際しては

DPIPWE の職員からも協力を得ている。 
 

労働安全局（WorkSafe Tasmania）19 
 
 労働安全局は TAS 州司法省に属する部局であり、職場における労働者の安全確保及び雇用

者側や職場環境に対する規制順守審査を行っている。TAS 州の労働安全制度は「Work Health 
and Safety Act 2012 (Tas)」及び「Work Health and Safety Regulations 2012 (Tas)」に基づ

いており、健康かつ安全で、生産性の高い職場環境構築を目指し、特定リスクの低減、安全・

健康に関する職場文化及び能力の醸成、規制制度の構築、模範的監査機関であり続けることな

どに注力している。 
 

1.3.3 鉱業関連団体 

 豪州全国規模の鉱業関連団体 
 
豪州鉱物資源評議会（Minerals Council of Australia; 「MCA」）20 
 
豪州鉱物資源評議会は、豪州における鉱物資源の探鉱、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鉱業界のため、鉱業政策や鉱

山操業などに関し、安全性、高収益性、革新性、環境保全及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

ト等を発信する役割を担い、積極的なロビー活動を展開している。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」会議を開催しており、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。 
 
鉱業探鉱企業協会（Association of Mining and Exploration Companies; 「AMEC」）21 
 
鉱業探鉱企業協会は、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

                                                   
19 https://worksafe.tas.gov.au/about_worksafe 
20 Minerals Council Australia ウェブサイト: http://www.minerals.org.au/ 
21 AMEC ウェブサイト: http://www.amec.org.au/  

http://www.minerals.org.au/
http://www.amec.org.au/
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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、連邦政府や各州が実施する探鉱促進政策に関し、各政府に積極的に

提言やロビー活動を実施している。AMEC はパースとブリスベン、シドニーに事務所を構え

るほか全国規模で活動しており、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に関して産業界の専門家や政府から高い信頼を得てい

る。 
 
豪州地球科学学会（Australian Institute of Geoscientists; 「AIG」）22 
 
豪州地球科学学会は、国内外で 3,000 人以上の地球科学分野に関する研究者が参加する学会

である。AIG は、資源業界と研究機関の専門技術に関する情報伝達、ネットワーク形成、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」）

23 
 
大洋州鉱業冶金協会は、1893 年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。鉱業及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。 
 
AMIRA インターナショナル（AMIRA International） 
 

AMIRA は、鉱業・資源産業が直面する地球科学的課題に取り組むことを目指す、会員をベ

ースとした組織である。AMIRA は、これら課題は会員企業が単独で取り組むよりも、共同で

取り組む方が効率的であるという考えに基づき、各課題への取り組みや革新的な解決策の立案

を研究機関に委託している。これらのプロジェクトへの資金は会員企業のコンソーシアムから

出資され、その成果は業界全体をよりよいものとするために共有される。AMIRA インターナ

ショナル自体は研究を行っていないが、会員企業の代表として、会員が関与しているプロジェ

クトの管理を行っている。AMIRA インターナショナルの会員として、Rio Tinto、BHP、Vale、
Anglo American、Glencore、Newmont 社、MMG 社、OZ Minerals 社、Teck Resources 社、

Freeport-McMoRan 社などの鉱山会社や Boart Longyear 社等の鉱業関連機器メーカーなど

が挙げられる。 
 

                                                   
22 Australian Institute of Geoscientists ウェブサイト: https://www.aig.org.au/about-aig/  
23 AUSIMM ウェブサイト: http://www.ausimm.com.au/  

https://www.aig.org.au/about-aig/
http://www.ausimm.com.au/
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 TAS 州の鉱業関連団体 
 
TAS 州鉱物エネルギー評議会（Tasmania Minerals & Energy Council；「TMEC」）24 
 

TMEC は、探鉱、採鉱、選鉱、エネルギ－資源生産など、資源のサプライチェーンに関与す

る会社や個人で構成される代表団体である。TMEC は連邦・州政府や NGO、一般市民が関わ

る広範囲な問題に関し、TAS 州の資源業界を代表した見解を発表することや、地元コミュニテ

ィと共存して操業する探鉱、採鉱、製造業などを含む資源業界の持続的発展を促進することを

目的としている。 
 

1.4 鉱業・探鉱活動の支援策について 

豪州では、鉱業は豪州経済の根幹となる産業の一つであり、鉱業活動を将来に渡り持続的に維持

するために探鉱が必要という認識は、連邦及び州の政治に携わる人々の間では一般的であり、鉱業

活動、探鉱活動を支援するための各種スキームが連邦政府あるいは州政府により実施されている。 
豪連邦政府は、2012 年 12 月に「国家鉱物探鉱戦略（National Mineral Exploration Strategy）」 

を発表した。本戦略は今後の鉱業政策の方針を示すものであり、有識者等によって構成された豪州

政府間評議会（Council of Australian Governments；「COAG」）のエネルギー・資源委員会（Standing 
Council on Energy and Resources）が連邦政府に提示した内容をもとに策定されたものである。本

戦略はこれまでに調査や探鉱が十分に行われていない green field における探鉱の促進、新鉱床の発

見、資源産業の発達を目的としており、その実現のために、1)地球科学データの提供（information）、
2)鉱物資源探鉱への投資の促進（attraction plan）、3)地球科学分野の研究推進（research）を主要

な施策として掲げていた。2017 年 3 月、COAG の地球科学ワーキンググループ（Geoscience Working 
Group；「GWG」）は昨今の政府、産業界及び地域社会の優先事項の変化を反映させるため、2012 年

に策定された本戦略を更新することとし、改訂された戦略（National Mineral Exploration Strategy 
2017-2020）が 2017 年 7 月に COAG において承認された。この中では、1)政府拠出資金による地

球科学基礎データの収集と提供、2)被覆層下の探鉱実施に必要な地球科学情報を提供するための組

織を超えた研究事業の活用、3)環境保護を目的とした地球科学基礎データの提供、4)地球科学データ

の提供による地域社会の人々への貢献、の 4 つの目標が提唱されている。 
連邦政府と TAS 州による具体的な支援スキームには、以下のようなものがある： 
 
 連邦政府による支援スキーム 

 
1.4.1 探鉱ジュニア企業インセンティブ制度（Junior Minerals Exploration Incentive；

「JMEI」） 

 2017 年に豪連邦保守連合の Turmbull 政権により導入が発表されたもので、探鉱ジュニア企

                                                   
24 http://tasminerals.com.au/ 
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業に投資する投資家に対して 4 年間にわたり、総額 100mA$の税控除を認め、豪州内における

探鉱の促進を企図するものである。JMEI 以前には、連邦政府は 2014/15 年度から 2016/17 年

度までの 3 年間、探鉱開発奨励措置（Exploration Development Incentive；「EDI」）を実施し

てきた。これは鉱産物の販売などによる定期的な収入のない探鉱ジュニア企業に投資する投資

家に対して税額控除措置を講じるものであった。JMEI は EDI に代わる投資家向けの税額控除

制度として導入された。JMEI の総額 100 mA$の税控除の内訳は 2017/18 年度に 15mA$、
2018/19 年度に 25mA$、2019/20 年度及び 2020/21 年度に各 30mA$となっている。JMEI 実施

に向けた法案は 2018 年 2 月 13 日に連邦議会で審議入りし、2018 年 3 月 28 日に可決された。 
 
1.4.2 Cooperative Research Center（以下、「CRC」）を利用した支援スキーム 

 CRC は、豪州の研究開発を効率的に推進することを目的に 1990 年に策定された産学官の共

同研究プログラムであり、豪連邦の産業イノベーション科学省が所管している。CRC は、連邦・

州・準州政府機関、豪州地質調査所や CSIRO 等の研究機関、大学、民間企業などが連携した強

力な研究協力を図るためのプログラムである。CRC は産業界の技術開発ニーズから発生するテ

ーマに関して研究を実施し、その結果となる知識や技術を産業界にフィードバックすることを

目的としている。CRC は産業界と政府が 50：50 で出資し、最大 10 年間継続される。鉱物資源

関連では、2010 年から「Deep Exploration Technologies CRC」が実施されてきたが、後続プ

ロジェクトの位置づけとなる「MinEx CRC」が 2018 年から開始されている。 
 MinEx CRC（Mineral Exploration CRC）25の連邦予算規模は 50mA$であり、2018 年 3 月

28 日に連邦政府により実施が発表された。MinEx CRC では、生産性と安全性がより高く環境

負荷の小さい試錐方法（例えば、コイルチューブ試錐）や、試錐調査と同時並行的にデータ収集

を可能とするような新技術の開発が実施されるほか、各州の地質調査所や研究者、産業界が共

同で、鉱物資源のポテンシャルがありながら未だ探鉱が実施されていない地域において新技術

を利用した試錐を実施する National Drilling Initiative も実施される。MinEx CRC には、Anglo 
American、BHP、Atlas Copco 社をはじめとする民間企業、豪州地質調査所や各州の地質調査

所、CSIRO、各州の大学・研究所が参加しており、それらの企業・団体から拠出される研究費

や人件費相当額などを含めた研究費総額は 218 mA$とされている。 
 
1.4.3 Exploring for the Future 

 「Exploring for the Future」は豪州地質調査所が主導する 2016～2020 年にかけて実施され

るプロジェクトで、4 年間で 100.5mA$を費やして WA 州の北部を含む豪州北部と SA 州の一部

を対象（図 1）として基礎的地球科学情報を収集し、探鉱が進んでいない地域における将来の石

油、ガス、金属資源に対する探鉱投資を促進することを目的としている。本プログラムで収集さ

れる地球科学情報は、空中電磁探査、構造試錐調査、地震探査、重力探査、電磁探査（MT 法）、

地化学探査などの結果に基づいたもので、各データは毎年更新され、豪州地質調査所のホーム

                                                   
25 https://minexcrc.com.au/ 
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ページ上で公開されている。 
 

 
 TAS 州政府による支援スキーム 

 
1.4.4  New Exploration Drilling Grant Initiative（「EDGI」）26 

 TAS 州政府は、探鉱による鉱物資源の発見を促進するための支援プログラムとして、EDGI
を実施している。EDGI は、TAS 州政府が 4 年間にわたり総額 2mA$を拠出して企業の探鉱に

助成する制度で、2018/19 年度予算に計上され、MRT が管理している。EDGI は採掘リース外

の初期探鉱（グリーンフィールド探鉱）に対して適用され、試錐調査の場合は直接経費の 50％
を 50kA$を上限に、ヘリコプターを利用した探鉱の場合は最大 20kA$が追加で助成される。 

EDGI への申請は MRT の 2 人の職員、独立した産業界の代表者、研究者の代表で構成される

審査会で評価が実施され、予め定められた査定基準を用いて各申請の評価を行い、採用プロジ

ェクト案を資源大臣へ提示し、大臣の承認を得ることとなる。採用されたプロジェクトの保有

企業は、予め設定された期限までに調査の最終報告書と試錐コア試料を MRT に提出する必要

がある。加えて、選定された企業は、最終報告書の提出から 6 か月後にデータが公表されるこ

とに同意しなければならない。EDGI は 2019 年 2 月時点で第 2 ラウンドの募集が終了してい

る。 
                                                   
26 http://www.mrt.tas.gov.au/portal/exploration-drilling-grant-initiative-edgi- 

図 1 「Exploring for the Future」の実施対象地域 
（出展：Exploring for the Future –Queensland Exploration Council 2017） 
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TAS 州政府は、EDGI に加えて地球科学データの収集整備に 1.4mA$、地球科学データ活用

技術や鉱山リハビリテーション技術開発、公害対策ガイドライン作成に 1mA$の予算を 2018/19
年度予算に計上している。 

 
1.5 鉱業に関連する各種規定 

1.5.1 JORC 規程（鉱物資源量及び鉱石埋蔵量の報告に関する大洋州規程：The Australasian 

Joint Ore Reserves Committee Code; 「JORC Code」） 

 JORC 規程は企業による鉱物資源量及び鉱石埋蔵量に関する公的報告及び探鉱結果の公的報

告に関する基準を定めたものである。豪州証券取引所（ASX）やニュージーランド証券取引所

（NZX）の上場規則にも取り入れられている。 
JORC 規程は 1971 年に結成された JORC 委員会が策定しており、1989 年の発表以降、数

度に渡り改正されている。最新の改正版は 2013 年 12 月に施行された「The JORC Code, 2012 
Edition」である。同委員会は豪州鉱物資源評議会（MCA）、大洋州鉱業冶金協会（AusIMM）、

豪州地球科学学会（AIG）、ASX 等によって構成されている。 
 

1.5.2 VALMIN 規程 （「VALMIN Code」） 

 VALMIN 規程は鉱物資源及び石油資源に関連する資産、証券の査定、評価報告書の作成準備

の標準様式を定めたガイドラインである。1995 年に策定され、1998 年と 2005 年に改正されて

いる。VALMIN 規程は AusIMM、AIG、鉱物産業コンサルタント協会（MICA）で構成される

VALMIN 委員会が策定する。VALMIN 規程は豪州企業法（Australian Corporation Law）に

より、ASX 及び豪州証券投資委員会（Australian Securities and Investments Commission：
ASIC）に対する報告書を含むすべての企業報告書の作成時に適用することが定められている。 
2016 年 1 月、最新版となる VALMIN Code （2015 Edition）が承認され、2016 年 7 月より施

行されている。 
 
1.6 TAS 州の地質と鉱化概要 

 TAS 州の地質概略図を図 2 に示す。TAS 州の大部分を占めるタスマニア島には、新原生代から新

生代までの地層が分布しており、非常に多様性に富む地質が認められる。特に、ジュラ紀に貫入した

ドレライトの分布面積は世界有数とされている。島の西部には数多くの金属鉱化が存在し、古くか

ら採掘の対象となってきた。これらの鉱化には、原生代の鉄鉱石、ドロマイト、マグネサイトや、カ

ンブリア紀の火山性硫化物鉱床と関連したベースメタル・金鉱化、超苦鉄質岩と関係したプラチナ
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類やクロム、デボン紀の頁岩と関連した金鉱化や貫入岩と関連した錫、タングステン、磁鉄鉱、鉛・

亜鉛・銀、三畳紀及び第三紀の石炭等が挙げられる 27。 

  

                                                   
27 https://www.billcotching.com/Geology%20of%20Tasmania.pdf 
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図 2  TAS 州の地質概略図 
（出典：MRT (2006) The Geology and Mineral Deposits of Tasmania: a summary.） 
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1.7 TAS 州の鉱業情勢 

2017/18 年度の TAS 州の実質州内総生産額（以下、「GSP」）は、前年度比 3.3％増の 30,266mA$を
記録した。この数字は豪州全体の GDP 額の 1.6％程度に過ぎない値であり、州民一人あたりの GSP
は 57.686A$と 8 つの州・準州の中で最も低い値となっている（豪州平均では 73,267A$）。鉱業の生

産額は 1,247mA$で GSP に占める割合は、4.4％とされている。2017/18 年度の TAS 州から海外へ

輸出される商品・サービスの総額は前年度比 24.8％増の 5.1bA$を記録し、このうち亜鉛地金の輸出

額は前年度比 59.4％増の 1.1bA$、アルミニウムは 17.9％増の 531mA$、鉄鉱石・精鉱の輸出額は

32.4％増の 288mA$、その他の鉱石・精鉱（主に錫）は 19.8％増の 188mA$となり、鉱産品の輸出

総額は 2,107mA$と全輸出額の約 41％を占める結果となっている。一方、TAS 州には亜鉛精錬所が

存在する関係で亜鉛鉱石・精鉱の輸入額も大きく、2017/18 年度の商品・サービス輸入額 2.1bA$の
うち、376mA$（前年度比 81.9％増）が鉱石・精鉱（主に亜鉛）の輸入となっている 28（図 3）。 

TAS 州の貿易相手国に関しては、2017/18 年度の輸出相手国は中国、マレーシア、日本、台湾、ベ

トナムが上位 5 か国であり、輸入相手国は中国、ペルー、メキシコ、韓国、米国が上位 5 か国とな

っている（図 4）。ペルー、メキシコからの輸入が多いのは、亜鉛製錬所で処理する亜鉛鉱石・精鉱

の輸入先となっているためと推察される。 

 
 
 
 
 
 

                                                   
28 DFAT (2019) Australia’s Trade by State and Territory 2017-18. 

図 3  TAS 州の商品輸出入内訳 
（左）TAS 州からの商品輸出内訳、（右）TAS 州への商品輸入内訳 

（出典：DFAT (2019) Australia’s Trade by State and Territory 2017-18.） 
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ABS によると、TAS 州における探鉱費は 2012/13 年度に 40.2mA$を記録したものの、その後の

金属価格の低迷もあり 2015/16 年度には 13.2mA$にまで落ち込んだ。図 5 は、2013 年からの豪州

全体及び TAS 州の探鉱費の推移を示している。 
TAS 州の探鉱費は 2017/18 年度には 24.5mA$まで回復したが、2018/19 年度に入って下落してい

る様子が認められ、順調に回復を続ける豪州全体とは傾向が異なっている。なお、2017/18 年度にお

ける豪州全体の探鉱費総額は 1,979.3mA$で、このうち TAS 州に投じられた探鉱費の割合は僅か

1.2％となっている。 
 

 
1.8 TAS 州の鉱業プロジェクト 

表 1 として TAS 州で操業中の主要な金属鉱山の一覧表を、表 2 として TAS 州で操業している主

要な製錬所・精錬所の一覧表を、図 6 として TAS 州内におけるそれらの位置図を示す。 

図 4  TAS 州貿易相手国 
（左）輸出相手国、（右）輸入相手国 

（出典：DFAT (2019) Australia’s Trade by State and Territory 2017-18.） 

図 5 豪州及び TAS 州における四半期ごとの探鉱費の推移 
2013 年を 100 とした探鉱費の推移を示す。 

（出典：https://www.treasury.tas.gov.au/Documents/Mineral-Exploration.pdf） 

https://www.treasury.tas.gov.au/Documents/Mineral-Exploration.pdf
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TAS 州では、伝統的に水力発電に支えられた安価な電力を有効利用するためのアルミニウム（Bell 
Bay）、フェロマンガン（TEMCO）、亜鉛（Hobart）などの製錬所が各社により設置されており、製

錬用の鉱石は TAS 州内のみならず、豪州内の他州や海外からも輸入されている状況である。 
 

表 1 TAS 州の操業鉱山一覧表 

鉱山名 州 権益所有企業 (権益％) 鉱種 

2018 年 

生産量 

(千 t)※ 

備考 

Granville East TAS Aus Tin Mining (100) 錫 (金属量) 

 

2019 年 

生産開始  

Hellyer TAS NQ Minerals （100） 亜鉛 (金属量) 

鉛 (金属量) 

金 (金属量) 

銅 (金属量) 

9.5 

4.9 

18.0 

0.5 

尾鉱処理含む 

 

(koz) 

 

Kara No 1 TAS Tasmania Mine (100) 鉄鉱石 166  

Renison TAS Metals X 

Greentech Technology 

(50) 

(50) 

錫 (金属量) 

 

(6.7) 

 

Rosebery TAS MMG (100) 亜鉛 (金属量) 

鉛 (金属量) 

銅 (金属量) 

金 (金属量) 

銀 (金属量) 

75.7 

28.7 

1.5 

46.9 

2,926 

 

 

 

(koz) 

(koz) 

Savage River TAS Grange (100) 鉄鉱石（ペレット） 2,276  

Tasmania TAS Australian Bauxite 

Xinfa Group 

(50) 

(50) 

ボーキサイト 不詳  

※（）表示は 2016 年 7 月～2017 年 6 月年度、それ以外は 2017 年 1 月～12 月年度。 

（出典：S&P Global Market Intelligence） 

表 2 TAS 州における主要な製錬所及び精錬所一覧表 

製練所・精練所名 州 権益所有企業 （権益％） 鉱種 

2018 年  

生産量 

（千 t） 

備考 

Bell Bay TAS Rio Tinto （100） アルミニウム 189  

TEMCO TAS South 32 

Anglo American 

（60） 

(40) 

フェロマンガン 275  

Hobart TAS Nyrstar （100） 亜鉛地金 285 （生産能力） 

（出典：各社 Annual Report 等） 
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1.8.1  錫、タングステン 

TAS 州における錫、タングステンの採掘は 1880 年から実施されており、過去にタングステン

は 35,557t（WO3量）、錫は 422 千 t が採掘されている。タングステンの産出は King Island 鉱

山が最も多く、過去の生産量の 8 割が同鉱山から産出されたものと考えられている。TAS 州内

の総資源量中の金属量は、タングステンが 183.1 千 t（WO3量）で、52％が King Island 鉱山に

存在。豪州全体における経済性実証資源量（EDR）の 2 割強が TAS 州内に存在している。また、

錫に関しては 528 千 t で、豪州全体の EDR のうち 8 割が TAS 州内に存在している。錫・タン

グステンともに、過去の操業で廃棄されていた尾鉱ダムから資源の再回収を試みるプロジェクト

も存在する。錫は、現状全て精鉱で国外に輸出されており、TAS 州政府は州内に製錬所を建設す

ることを希望する投資家を募集している。 

1.8.2  ベースメタル 

 TAS 州のベースメタル資源は、カンブリア紀の火山性塊状硫化物鉱床やデボン紀の花崗岩関

連鉱床と関連しており、一般的に銅・鉛・亜鉛・金・銀などの組み合わせからなる多金属鉱床で

図 6  TAS 州の主要な操業鉱山と製錬所・精錬所の位置図 
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構成される。操業中の鉱山では MMG 社が操業する Rosebery 鉱山の規模が比較的大きいほか、

現在は閉山しているが Mount Lyell 鉱山も 1893 年から操業が開始された鉱山として有名であ

る。これらの鉱化に関連する地層・貫入岩がタスマニア本島の北西部に存在するため、鉱徴地も

北西部に集中している。 

1.8.3  金 

TAS 州には多くの金の鉱徴地が知られており、古くから小規模で生産されている。TAS 州で

認められる金の鉱化タイプは、火山性塊状硫化物鉱床、造山帯型金鉱床、スカルン鉱床、貫入岩

関連型鉱床、漂砂鉱床などが挙げられる。過去に生産されていた小規模な鉱山の多くは造山帯型

金鉱床であったが、現在は火山性塊状硫化物鉱床からベースメタルの副産物として生産されてい

る。 
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図 7  錫・タングステンのプロジェクト位置図 
（出典：MRT 提供資料） 
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図 8 ベースメタルのプロジェクト位置図 
（出典：MRT 提供資料） 
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図 9 金のプロジェクト位置図 
（出典：MRT 提供資料） 
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2. タスマニア州の鉱業法規制度について 

2.1 TAS 州の鉱業関連法規制について 

TAS 州における鉱物の探鉱及び生産を管轄する主たる制定法（以下「鉱業法」）は、1995 年鉱物

資源開発法（Mineral Resources Development Act 1995 (Tas)）（以下「鉱物資源開発法」）と 2016

年鉱物資源法規則（Mineral Resources Regulations 2016 (Tas)）であり、MRT が所管している。

西オーストラリア州やクイーンズランド州などの他の州と比較して、TAS 州の鉱山資源の採掘を管

轄する法体制は十分に発達しているとは言い難いが、許認可の過程で連邦法が関与することがある

ことから、手続き面に関する法体制においては他州と大差はない。  

2.1.1  各種鉱業権の概要 

鉱業法は以下の鉱業権の付与について規定している。 

鉱業権 目的 

探鉱ライセンス（Exploration 
Licence） 

探鉱ライセンスは商業利用を目的とする鉱物の存在

を確認することを目的とした探鉱活動を独占的に行

うために必要なものである。Director of Mines の許可

なしに、探鉱の過程で採取した鉱物を販売することは

認められない。 

保有者は、探鉱ライセンスの目的およびこれに付随す

る条件に従って政府所有地および私有地に立ち入り、

鉱物資源の探鉱を行うことができる。 

特別探鉱ライセンス（Special 
Exploration Licence） 

探鉱未成熟地域において、特に被覆層に覆われた地域

で広域調査を実施する際に、探鉱ライセンスの期限や

面積を超えてライセンスを取得することが可能。 

詳細は TAS 州政府との交渉で決められ、資源大臣の

認可が必要である。 

保留ライセンス（Retention 
Licence） 

探鉱ライセンスまたは採掘リースの保有者が採掘の

是非を評価するプログラム、研究またはテストを行う

ために必要なものである。 

Director of Mines の許可なしに、保留ライセンスに基

づいて採取した鉱物を販売することは認められない。 
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鉱業権 目的 

産出ライセンス（Production 
Licence） 

石油または地熱の探鉱および生産に必要なものであ

る。 

採掘リース（Mining Lease） 鉱物の採掘活動を行うための唯一の鉱業権である。

探鉱ライセンス、特別探鉱ライセンスまたは産出ラ

イセンス保有者のみが、特定の区画にて独占的に採

掘活動を行うために申請することができる。 

探査ライセンス（Prospecting 
Licence）、グループ探査ライ

センス（Group Prospecting 
Licence）およびファシッキン

グ区域（Fossicking Area） 

これらは土地の探査、マッピング、手作業による

岩、鉱物、水および土壌のサンプルの収集および手

持ちの器具で行う地質の測定に必要なものである。 

 

上記の鉱業権に関する詳細に関しては後述を参照。   

  
2.1.2  鉱業活動に対する制限 

(a) 海外の直接投資に対する制限 

鉱業法は、「人（person；自然人、法人を含む）」が上記の鉱業権を申請することを認めて

いる。「人」の定義には居住地に関連する制限は含まれていないため 29、特定の鉱業法が外国

投資を制限しているということはない。ただし以下で触れるとおり、連邦法によって制限がか

けられている。   

(b) 特定の鉱物に対する制限 

法律上の「鉱物（mineral）」の定義の中には、ウランといった「原子力関連物質（atomic 
substance）」が含まれているため 30、TAS 州では法律上はウランの採掘も認められているこ

とになる。TAS 州政府のウラン政策は、どの政党が政権を担当するかによって変更すること

があるため、適宜確認が必要である。 
また資源大臣は、ある特定の鉱物を法適用から除外する権限を有する（したがって、除外さ

れた鉱物は採掘できなくなる）31。  

                                                   
29 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 3. 
30 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 3. 
31 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 5. 
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(c) 特定のエリアにおける鉱山活動に対する規制 

公共の目的のために鉱業権付与対象地域から除外される土地、または公共の目的のために使

用される土地（ごみ埋め立て地や墓地など）は鉱業法の適用を受けないが、政府の保護地や恒

久的木材生産ゾーンは鉱業法の適用を受ける。しかし、鉱業法の適用を受けない土地であって

も、資源大臣が鉱業権付与の対象とできる旨を宣言することができる 32。  
これに加え、資源大臣は特定のエリアを鉱業法の適用から除外する（鉱業活動を行うことが

できない）宣言をする権限を有する 33。 

 
2.1.3  鉱業権の取得要件（外国法人の申請要件、財務的要件、技術的要件等） 

全ての鉱業権の申請フォームおよびこれらのチェックリストは MRT のウェブサイトからダ

ウンロードできる 34。ジョイントベンチャーの構成員である複数の申請者がそれぞれの保有割

合を指定する形で申請フォームを記入することもできる。申請者が探鉱ライセンスまたは採掘

リースを適正に保有することを資源大臣に示すため、申請時に以下を提示しなければならない。 

• 実行予定の作業／採掘 35 
• 申請者の財務的および技術的裏付けの証明書 36  
• 支出予定金額の見積もり 37 

保留ライセンスは、当該ライセンスが関連する特定のカテゴリーの鉱物に関する探鉱ライセ

ンスまたは採掘リース保有者のみが申請することができる。またこの申請者は、関連するエリ

アにおいて採掘活動ができるだけの鉱物が含まれていること（例えば当該エリアにおける探鉱

活動の結果を示すなど）および、直ちに採掘活動を行えない正当な理由があることを示さなけ

ればならない 38。なお、探鉱ライセンスの申請については上記の要件は求められない。ただし、

上記に関わらず、資源大臣は鉱業権付与の際、自らの裁量で付帯条件を付することができる 39。 

 
2.1.4  探査および探鉱段階の権利義務（探査および探鉱に関する権利の詳細） 

探鉱活動は、探査ライセンス、探鉱ライセンス、または保留ライセンスに基づいて行うこと

ができる。 

(a) 最大／最小ブロックサイズ、ブロックの形状およびブロック数の制限 

                                                   
32 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 5. 
33 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 5. 
34 http://www.mrt.tas.gov.au/portal/tenement-forms 
35 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 11 (探鉱ライセンス) ; s 70 (採掘リース). 
36 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 11 (探鉱ライセンス) ; s 70 (採掘リース). 
37 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 11 (探鉱ライセンス) ; s 70 (採掘リース). 
38 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 47. 
39 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 18 (探鉱ライセンス) ; s 80 (採掘リース).  
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(i) 探査ライセンス 

法令上はサイズおよび形状に対する制限は定められていない。したがって、これら

は資源大臣によって、探査ライセンスに付される条件によって決定されることにな

る 40。 

(ii) 探鉱ライセンス 

探鉱ライセンスの対象エリアの面積は、対象となる鉱物のカテゴリーによる。 
カテゴリー1、2、5 および 6 の鉱物を対象とする探鉱ライセンスは 250km2 を超え

る面積の土地には付与されない。 

• カテゴリー1 の鉱物は、金属鉱物または原子力関連物質と定義される。 
• カテゴリー2 の鉱物は、石炭、ピート、褐炭、オイルシェール及び炭層ガ

スと定義される。 
• カテゴリー5 の鉱物は、産業用金属、ならびに特定の宝石および準宝石と

定義される。 
• カテゴリー6 の鉱物は、地熱関連資源と定義される。 

カテゴリー3 の鉱物を対象とする探鉱ライセンスは 500km2 を超える面積の土地に

は付与されない。 

• カテゴリー3 の鉱物は、建設、煉瓦およびセラミックとして使用される岩

石、石材、砂利、砂および粘土と定義される。 

カテゴリー4 の鉱物を対象とする探鉱ライセンスの対象となる土地の最大面積は、

資源大臣の裁量により決められる。最大面積は、特定の鉱物の探鉱を行うために十

分である一方、他の探鉱者が探鉱活動のためにアクセスすることを妨げるほどに過

度にならない程度に設定される 41。  

• カテゴリー4 の鉱物は、オイルシェールを除く石油製品と定義される 42。 

資源大臣は個人に対し、小さな面積（1km2）の土地を対象に、あらゆるカテゴリー

の鉱物の探鉱ライセンスを付与することができる。個人は探鉱ライセンスを複数保

有することはできない 43。 

(iii) 保留ライセンス 

                                                   
40 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 110. 
41 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 21. 
42 全ての定義は Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 3 に規定 
43 全ての定義は Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 22 に規定 
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カテゴリー1、3、5 および 6 の鉱物を対象とする保留ライセンスは 10km2を超える

面積の土地には付与されない 44。 

カテゴリー2 および 4 の鉱物を対象とする保留ライセンスは 50km2を超える面積の

土地には付与されない 45。 

(b) 土地へのアクセスについて 

(i) 探査ライセンス 

探査ライセンスの保有者は、探査を行う前に、土地所有者または占有者の同意を得

なければならない 46。 

(ii) 探鉱ライセンス 

私有地での探鉱活動には、水域または建物から 100m 以内の土地の所有者および占

有者の同意が必要となる 47。また、当該土地に立ち入るためには、立ち入り予定の

2 週間前までに土地の所有者または占有者に書面による通知をしなければならない

48。 
土地の所有者への補償について取り決めを行う特定の義務はないが、探鉱活動によ

って実際に発生した、または潜在的に発生する損失に対しては補償しなければなら

ない 49。 
 

(iii) 保留ライセンス 

保留ライセンスを保有する個人による私有地での活動には、水域または建物から

100m 以内の土地の所有者および占有者の同意が必要となる 50。また、当該土地に

立ち入るためには、立ち入り予定の 2 週間前までに土地の所有者または占有者に書

面による通知をしなければならない 51。 
土地の所有者への補償について取り決めを行う特定の義務はないが、探鉱活動によ

って実際に発生した、または潜在的に発生する損失に対しては補償しなければなら

ない 52。 
 

(c) ライセンス期間 

                                                   
44 全ての定義は Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 57 に規定 
45 全ての定義は Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 57 に規定 
46 全ての定義は Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 112 に規定 
47 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 19. 
48 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 23. 
49 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 144(1). 
50 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 54. 
51 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 58. 
52 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 144(1). 
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(i) 探査ライセンス 

探査ライセンスの期間は 5 年以内である 53。 

(ii) 探鉱ライセンス 

カテゴリー1、2、3、5 または 6 の鉱物を対象とする探鉱ライセンスの期間は 5 年で

あり、カテゴリー4 の鉱物を対象とするものについては、資源大臣が付与する期間を

決定する 54。探鉱ライセンスは、それが付与された日に発効する。 
探鉱ライセンスの期間は資源大臣への申請により延長されうる。延長期間は資源大

臣の裁量によるが 55、一般的に、延長は探鉱ライセンスの期間終了間際に鉱物が発

見された場合など例外的な場合にのみ認められる 56。この決まりは、鉱物の発見を

速やかかつ効率的に行うことを推進するために設けられている。 
 

(iii) 保留ライセンス 

保留ライセンスは、最長 5 年間保有できる 57。ライセンス期間は更に最長 5 年延長

できるが、延長期間は資源大臣の裁量によって決められる 58。 

(d) ライセンス更新時の対象エリアの面積の削減 

(i) 探査ライセンス 

探査ライセンスの付帯条件として明記されない限り、探査ライセンスの対象エリア

の面積を削減する要件はない 59。 

(ii) 探鉱ライセンス 

資源大臣は、探鉱ライセンス保有者の書面上の同意を得た上で、ライセンスの対象

エリアの面積を削減することができる 60。面積の削減はライセンス保有者による申

請によっても行なうことができる 61。 
探鉱ライセンス保有者が鉱物資源開発法上の義務を遵守しなかった、または違反し

た場合、資源大臣は一方的に探鉱ライセンスの対象エリアの面積を削減することが

できる。この方法で面積が削減された場合、事前通知を行わなければならず、面積

                                                   
53 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 113. 
54 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 24. 
55 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 25. 
56 Mineral Exploration Code of Practice 1999 ( http://www.mrt.tas.gov.au/portal/exploration-code-of-practice).  
57  Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 59. 
58  Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 59. 
59 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 110. 
60 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 31. 
61 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 31. 
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の削減は通知の 28 日後に発効する。資源大臣のこの決定は、Mining Tribunal へ上

告することができる 62。  
 

(iii) 保留ライセンス 

資源大臣は、保留ライセンス保有者の書面上の同意を得た上で、ライセンスの対象

エリアの面積を削減することができる 63。面積の削減はライセンス保有者による申

請によっても行なうことができる 64。 
保留ライセンス保有者が鉱物資源開発法上の義務を遵守しなかった、または違反し

た場合、資源大臣は一方的に保留ライセンスの対象エリアの面積を削減することが

できる。この方法で面積が削減された場合、事前通知を行わなければならず、面積

の削減は通知の 28 日後に発効する。資源大臣のこの決定は、Mining Tribunal へ上

告することができる 65。 
 

(e) ライセンスの譲渡性 

(i) 探査ライセンス 

探査ライセンスの譲渡に関する法令上の規定はない。 

(ii) 探鉱ライセンス 

探鉱ライセンスを譲渡するには、資源大臣に申請をしなければならず 66、資源大臣

は譲渡を認めるかどうかを決定する。資源大臣が譲渡を認めなかった場合、申請者

に対してその理由を示さなければならない 67。複数の保有者がライセンスを保有し

ている場合には、譲渡する保有者は自らの持分のみを譲渡することができる。 

(iii) 保留ライセンス 

保留ライセンスを譲渡するには、資源大臣に申請をしなければならず 68、資源大臣

は譲渡を認めるかどうかを決定する。資源大臣が譲渡を認めなかった場合、申請者

に対してその理由を示さなければならない 69。複数の保有者がライセンスを保有し

ている場合には、譲渡する保有者は自らの持分のみを譲渡することができる。 

(f) 最低支出要件 

                                                   
62 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 31. 
63 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 61. 
64 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 61. 
65 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 61. 
66 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 32. 
67 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 33. 
68 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 62. 
69 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 63. 
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(i) 探査ライセンス 

探査ライセンスの付帯条件として、最低支出義務が課せられることがある 70。 

(ii) 探鉱ライセンス 

探鉱ライセンスの保有者は、毎年資源大臣が決定する最低支出義務の対象となる 71。

どのように最低支出義務が計算され、決定されるかについての法律上の指針はない。 

(iii) 保留ライセンス 

法律上、保留ライセンス保有者による最低支出義務に関する明示的な規定はないが、

ライセンスの付帯条件として、最低支出義務が課せられることがある 72。どのよう

に最低支出義務が計算され、決定されるかについての法律上の指針はない。 

(g) 年間費用／賃料 

(i) 探査ライセンス 

探査ライセンスに関する賃料はないが、ライセンスの申請者は 5 年以内のライセン

ス期間を指定でき、1 年あたり 32.40A$の費用を申請時に支払わなければならない。 
 

(ii) 探鉱ライセンス 

探鉱ライセンス（特別探鉱ライセンスを除く 73）の申請費用は 1,393.20A$である。 
石油、炭層ガスおよび地熱に関する 1km2 毎の探鉱ライセンスの年間賃料は以下の

金額である。  

• はじめの 2 年間は各年 4.61A$ 
• それ以降は毎年 6.94A$ 

その他の鉱物に関する 1km2毎の探鉱ライセンスの年間賃料は以下の金額である。 

• はじめの 2 年間は各年 29.40A$ 
• それ以降は毎年 58.80A$ 

(iii) 保留ライセンス 

保留ライセンスの申請費用は 1,393.20A$である。 
                                                   
70 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 110. 
71 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 26. 
72 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 55.  
73 特別探鉱ライセンスは TAS 州において探鉱活動が殆ど行われていない地域における広域探鉱を促進することを目的と

している。特別探鉱ライセンスの情報についてはこちらのリンクを参照されたい。

https://ablis.business.gov.au/service/tas/special-exploration-licence/36803 

https://ablis.business.gov.au/service/tas/special-exploration-licence/36803
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石油、炭層ガスおよび地熱に関する 1km2 毎の保留ライセンスの年間賃料は

1,393.20A$である。 
その他の鉱物に関する 1km2毎の保留ライセンスの年間賃料は 2,778.30A$である 74。 
 

(h) その他の支払い 

 鉱業権保有者は、土地の所有者または占有者に対して、当該鉱業権に基づく探鉱または採掘

活動によって所有者または占有者が被った、または被る可能性のある損害を賠償しなければな

らない 75。  
これに加え、鉱業権が関連する土地に政府が開発を行っており、これに対して政府が被った

損害についても賠償しなければならない。この義務は、政府による開発が鉱業権の付与前に行

われるか、鉱業権保有者と相談した後に行われた場合にのみ発生する 76。更に、政府所有地に

関連するリースまたはライセンスの保有者が行った開発についても、当該開発が 1976 年政府

所有地法（Crown Lands Act 1976 (Tas)）、1920 年林業法（Forestry Act 1920 (Tas)）または

1995 年海洋生物資源管理法（Living Marine Resources Management Act 1995 (Tas)）に基づ

き承認されたものであり、かつこれが鉱業権の付与前に行われるか、鉱業権保有者と相談した

後に行われた場合には、鉱業権保有者は鉱業権に基づく活動が当該開発に与えた損害の賠償を

しなければならない 77。 
 

(i) 年次報告 

ライセンス保有者は、各 12 か月間に保有するライセンスに基づいて行った活動について年

次報告を行わなければならない 78。  
ライセンス保有者は更に、Director of Mines に対し、ライセンスの付帯条件への準拠に対

する審査を受けるために、ライセンスに基づく支出および活動に関する詳細な報告を行わなけ

ればならない 79。 
 

(j) 最終報告 

探鉱ライセンスの保有者は、ライセンスの失効後に最終報告を行わなければならない。報告

は鉱物資源開発法に基づき、失効後 3 か月以内に、報告のガイドライン 80に従って行わなけれ

                                                   
74 Mineral Resources Tasmania Website (http://www.mrt.tas.gov.au/portal/rents). 
75 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 144(1). 
76 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 147(1). 
77 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 147(2). 
78 Mineral Resource Development Act 2013 (Tas) s 28. 
79 Mineral Resource Development Act 2013 (Tas) s 28. 
80 報告義務に関する更なる情報についてはこちらのリンクを参照されたい。

http://www.mrt.tas.gov.au/portal/documents/10184/28203/ReportingGuidelines-January2018.pdf/ 

http://www.mrt.tas.gov.au/portal/rents
http://www.mrt.tas.gov.au/portal/documents/10184/28203/ReportingGuidelines-January2018.pdf/
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ばならない 81。 
 

(k) 鉱業権に関連する権利の保護 

 鉱業権に関連する権利を有する者は、当該鉱業権の譲渡やその他の取引の承認を禁ずる旨の

利害関係通告（caveat）を Registrar of Mines に提出することができる 82。 
 鉱業権に関連する権利は、鉱業権に関する訴訟の全てについての管轄が与えられている

Mining Tribunal を通じて行使することができる 83。また、契約上付与された鉱業権に関連す

る権利 84 は、契約法に基づいて保護される。  
 

2.1.5  重複する鉱業権および申請の優先順位 

法律上、エリアが重複する複数の鉱業権がどのように扱われるかに関する規定は殆どない。一定の

鉱物に関する既存のライセンスやリースがカバーする土地に対しては、同種の鉱物に関する探鉱ラ

イセンスを申請することはできない。したがって、別の種類の鉱物に関連する複数の探鉱ライセン

スが同じ土地に対して付与されることはありえる。  

管轄機関が、リースの申請と探鉱、保留、または特別探鉱ライセンスの申請を同日に受領した場合

には、資源大臣が申請の優先順位を決定する 85。 

 

2.1.6  採掘段階の権利義務（採掘に関する権利の詳細） 

採掘活動を行うために必要な鉱業権は採掘リースであり、これは探鉱ライセンスまたは保留ライ

センスの保有者のみが申請できる 86。採掘リースの申請手続きの概要については Schedule 1 を参照

されたい。 

(a) 最大／最小ブロックサイズ、ブロックの形状 

ブロックのサイズは資源大臣が決定するが、最低でも採掘設備を稼動するために最低限必要な

サイズを確保しなければならない。採掘リースの対象となる土地のサイズおよび形状について

は、申請したサイズおよび形状どおりにリースが付与されるとは限らない 87。  

(b) 排他性 

特定の土地をカバーする採掘リースがある場合、当該リースの保有者の同意なしに、同じ土地

をカバーする鉱業権を付与することは認められない。  

                                                   
81 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 28AA. 
82 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 183(1). 
83 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 127. 
84 例えば、ファームイン契約に基づく権利など 
85 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 162. 
86 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 69. 
87 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 83. 
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私有地での採掘活動には、水域または建物から 100m 以内の土地の所有者および占有者の同意

が必要となる 88。 

(c) 採掘リースの当初の期間 

採掘リースの当初の期間は資源大臣の裁量で決定される 89。 

(d) 更新後の採掘リースの期間 

採掘リースの更新申請は、当初のリース期間終了日の 3 か月から 1 か月前の間に行われなけれ

ばならない 90。採掘リースの更新は資源大臣が認めることができる。更新期間は資源大臣の裁

量で決定できるが、20 年を超えてはならない 91。 

(e) リースの譲渡性 

採掘リース保有者は資源大臣に、譲渡の承認を申請することができる 92。資源大臣は譲渡を拒

否することができるが、その場合、申請者に対して理由を示さなければならない 93。  

(f) 年間費用／賃料 

採掘リースの申請費用は 1,393.20A$である。 

採掘リースの賃料は 1ha（または 1ha に満たない残りの面積）あたり 24.51A$であり、最低賃

料は 490.21A$である 94。 

 

(g) ロイヤルティ 95 

 A$ 

石油:  井戸元での石油の総価値の 100A$毎 12.00 

炭層ガス:  井戸元での炭層ガスの総価値の 100A$毎 12.00 

粘土:  販売された重量の 1t 毎 1.32 

カオリン:  販売された重量の 1t 毎 1.32  

                                                   
88 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 76. 
89 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 85. 
90 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 96. 
91 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 98. 
92 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 93. 
93 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 95. 
94 Mineral Resources Tasmania Website (http://www.mrt.tas.gov.au/portal/rents). 
95 Mineral Resources Tasmania Website (http://www.mrt.tas.gov.au/portal/royalties). 

http://www.mrt.tas.gov.au/portal/rents
http://www.mrt.tas.gov.au/portal/royalties


33 
 

ドロマイト（化学および治金用）:  販売された重量の 1t
毎 

1.32  

ドロマイト（その他）:  販売された重量の 1t 毎 0.66 

石灰岩（化学および治金用）:  販売された重量の 1t 毎 1.32 

石灰岩（その他）:  販売された重量の 1t 毎 0.66 

シリカ（治金用） 販売された重量の 1t 毎
1.32A$、または価値の 
5.35% のいずれか高い

額を適用 

シリカ（その他）:  販売された重量の 1t 毎 0.66 

砂:  販売された重量の 1t 毎 0.66 

砂利:  販売された重量の 1t 毎 0.66 

小石:  販売された重量の 1t 毎 2.64  

建築用角石:  販売された体積の 1m3毎 5.50 

粉砕された石:  販売された重量の 1t 毎 0.66 

マグネサイト（化学および治金用） 販売された重量の 1t 毎
1.32A$、または 1m3の

価値の 5.35% のいず

れか高い額を適用 

マグネサイト（その他）:  販売された重量の 1t 毎 0.66 

酸化鉄（塗料製造用）:  販売された重量の 1t 毎 1.32 

 
金を含むその他の産物に課せられるロイヤルティは利益に基づいており、下記の計算式にて算

出される 96。 

  

                                                   
96 Mineral Resources Regulations 2006 (Tas) s 7. 
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上記の計算式の: 
「R」はロイヤルティを表す。 
「N」は直近前年度の鉱物の年間純売上高を表す。 
「P」は直近前年度の年間利益を表す。 

ただし、ロイヤルティの金額は上記「N」の 5.35％の上限が設けられている。 

(h) 最低産出義務 

州発展省に提出される採掘リースの申請には事業計画案を含む必要があり 97 、リースにはこ

の事業計画案に準拠する旨の付帯条件が付されることがある 98, 99。 

(i) 鉱業権の収用に対する賠償 

資源大臣が公共の目的で採掘リースの対象となる土地を収用したためにリースが取り下げら

れた場合、政府は、当該採掘リースの保有者の賠償を求められることがあるが、リース保有者

と賠償金額について合意することができる 100。  
賠償に関する合意がない場合、当事者は Mining Tribunal に対して賠償金額の決定を求めるこ

とができる 101。 

(j) 鉱業権の保護 

有効な鉱業権の条件に従わなければ、関連する土地における鉱物の探査、採掘は認められない

102。一般に、既存の採掘リースがカバーする土地において、既存の採掘リース保有者が別途同

意しない限り、鉱物を採掘する権利が第三者に付与されることはない。 
採掘リース上の鉱物を採掘する権利に関する訴訟は、鉱業権に関するあらゆる訴訟を扱う管轄

を与えられた Mining Tribunal を通じて執行されることになる。契約上取得した鉱業に関する

権利 103は、契約法に基づいても保護される。  

(k) 申請に必要な情報 104 

リース申請者は、以下の情報を含む申請書を提出しなければならない。 
1. 採掘可能な資源に関する情報。鉱物資源、採石、燃料資源の場合、JORC 基準に基づい

た資源量の情報。 
2. 提案される採掘活動の詳細を記した採掘計画（Mining Plan） 

                                                   
97 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 70. 
98 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 80. 
99 申請手続きや事業計画案に関する情報についてはこちらのリンクを参照されたい。

http://www.mrt.tas.gov.au/portal/documents/10184/21410/ADVICE_TO_LESSEES_DEC_2017.pdf/9e261bc2-b805-
46ca-9bbe-1da236eaa380 
100 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 149. 
101 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 150. 
102 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 69. 
103 例えば、ファームイン契約に基づく権利など 
104 http://www.mrt.tas.gov.au/portal/documents/10184/21410/ADVICE_TO_LESSEES_DEC_2017.pdf/9e261bc2-
b805-46ca-9bbe-1da236eaa380 

http://www.mrt.tas.gov.au/portal/documents/10184/21410/ADVICE_TO_LESSEES_DEC_2017.pdf/9e261bc2-b805-46ca-9bbe-1da236eaa380
http://www.mrt.tas.gov.au/portal/documents/10184/21410/ADVICE_TO_LESSEES_DEC_2017.pdf/9e261bc2-b805-46ca-9bbe-1da236eaa380
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3. 提案される採掘活動の実施が可能であることを示す、申請者の税務・技術情報 
4. 提案される採掘活動の実施により想定される地質的リスク 

リース申請書には採掘計画書を添付することが必要であり、次のような内容を記載する必要が

ある。 
1. リース申請地の位置、地質セッティング、鉱物資源、アクセスに関する情報 
2. 鉱山、選鉱設備、メンテナンス・サービス施設、廃石・尾鉱の処分施設を含む、主要な

インフラ施設の全体的な配置計画 
3. 露天掘り、坑内掘り、剥土などを含む採掘方法に関し、大まかな特徴や必要な設備、廃

石の取扱、貯鉱などの情報 
4. 鉱石の処理方法と輸送方法。処理方法に関しては概要の記載と、尾鉱の処分方法に関す

る情報 
5. 操業に必要な水資源の情報。水系保護や環境インフラに関する情報 
6. 開発・リハビリテーションの段階に関する情報 
7. リハビリテーション・閉山条件。可能な限り、プロジェクトの進行に合わせた漸進的な

リハビリテーションの実施が求められる。採掘が長期にわたる計画の場合、リハビリテ

ーションのコンセプトと閉山対策に関する情報 
8. 鉱山開発に伴う地質的リスクと環境影響の可能性に関する情報。ピット壁の安定性や酸

性水、塩分変動を含む地下水への影響、地表水との反応などの情報を含む必要がある。

鉱石の処理方法は、回収率や汚染、尾鉱処理をもたらす鉱石の複雑性を十分考慮する必

要がある。 
 

(l) その他の支払い（土地所有者などに対する支払い） 

鉱業権保有者は、土地の所有者または占有者に対して、当該鉱業権に基づく探鉱または採掘活

動によって所有者または占有者が被った、または被る可能性のある損害を賠償しなければなら

ない 105。しかし、土地が私有地になる前に開始された鉱業活動については、賠償は要求されな

い。 
私有地上での鉱業活動を希望する者は、賠償の支払いに関する契約を締結することができるが、

かかる契約締結は義務ではない 106。かかる契約では、鉱業活動に関する作業の内容、車両の台

数およびタイプ、設備および装置、合意された出入口地点などの一定の事項を定めなければな

らない 107。 
賠償に関する契約が存在しない場合、賠償請求は、損失を発生させた作業または採掘が終了し

た時点、鉱業権が失効した時点、あるいは関連する土地の占有が終了した時点の中でもっとも

遅い時点から 3 か月以内に行わなければならない 108。 

                                                   
105 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 144(1). 
106 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 145(1). 
107 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 145(2). 
108 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 146. 
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政府により、或いは政府のために実施された土地の有効利用に対して損害が与えられた場合、

鉱業権者は政府に対して賠償をしなければならない。この賠償の義務は、土地の有効利用がリ

ースまたはライセンスの発給以前に実施されるか、或いは鉱業権者との相談の上に実施された

ケースに限る 109。また、1976 年政府所有地法、1920 年林業法、または 1995 年海洋生物資源

管理法に基づき承認され、かつ鉱業権の付与前に行われるか、鉱業権保有者と相談した後に行

われ、土地の有効利用に対して損害を与えた場合、鉱業権保有者は鉱業権に基づく活動が開発

に与えた損害の賠償を、政府所有地に関連するリースまたはライセンスの保有者、または森林

権の保有者にしなければならない 110。 
なお、政府所有地に関連するリースまたはライセンスの保有者とも賠償に関する契約を締結す

ることができる 111。 
賠償に関する契約がない場合、当事者は Mining Tribunal に対して賠償金額の決定を求めるこ

とができる。Mining Tribunal は、賠償金額を判断する際、既に支払われた賠償金を考慮しな

ければならない 112。賠償に関する契約上の係争案件についても、Mining Tribunal に判断して

もらう申請をすることができる 113。 
 

2.1.7  保証金（Security Deposit）について 

 保証金は現金による提供または銀行保証の形態をとり、探鉱ライセンス、特別探鉱ライセン

ス、保留ライセンスおよび採掘リースの申請時に提出が要求される 114。保証金は、鉱業権の保

有者が鉱業権に基づく義務を怠った場合、土地を復旧するための資金があることを保証するた

めに要求される。 
 保証金の金額は環境破壊の程度によって決定され、鉱業権付与の前に支払われなければなら

ない。保証金の金額は関連する土地における活動の性質により 3～5 年ごとに州発展省が見直

す。鉱業権保有者が原状復帰義務や補償義務を履行しなかった場合、MRT と合意した探鉱プ

ログラムを完了しなかった場合や年度報告書を提出しなかった場合、その他鉱業権発給の前提

条件を満たせなかった場合、資源大臣は当該鉱業権保有者が提供した保証金の全部または一部

を没収することができる。 

 

2.1.8  鉱業権のまとめ 

鉱物資源開発法上、取得可能な鉱業権の表は以下の通りである。この表に記載される鉱物のカテゴリー

の詳細については表 4 を参照。 

                                                   
109 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 147(1). 
110 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 147(2). 
111 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 148. 
112 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 150. 
113 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 151. 
114 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) ss 17A, 39, 53 および 78A. 
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表 3 TAS 州における鉱業権の一覧表 

 探鉱ライセン
ス 

特別探鉱ライセ
ンス 

保留ライセン
ス 

産出ライセンス 採掘リース 探査ライセンス/
グループ探査ラ

イセンス/ファシ
ッキング区域 

目的 探鉱ライセン
スは商業利用

を目的とする

鉱物の存在を
確かめるため

の探鉱活動を

行うために必
要なものであ

る。Director of 
Minesの許可な
しに、探鉱の過

程で採取した

鉱物を販売す
ることは認め

られない。 

保有者は、探鉱
ライセンスの

目的およびこ

れに付随する
条件に従って

政府所有地お

よび私有地に
立ち入り、鉱物

の探索を行う
ことができる。 

探鉱未成熟地域
において、特に被

覆層に覆われた

地域で広域調査
を実施する際に、

探鉱ライセンス

の期限や面積を
超えてライセン

スを取得するこ

とが可能となる。 

詳細は TAS 州政

府との交渉で決

められ、資源大臣
の認可が必要で

ある。 

 

探鉱ライセンス
またはリースの

保有者が採掘の

是非を評価する
プログラム、研

究またはテスト

を行うために必
要なものであ

る。 

Director of 
Minesの許可な

しに、保留ライ

センスに基づい
て採取した鉱物

を販売すること

は認められな
い。 

石油または地熱

の探鉱および生
産に必要なもの
である。 

鉱物の採掘活

動を行うため
の唯一の鉱業

権である。探鉱

ライセンス、特
別探鉱ライセ

ンスまたは産

出ライセンス
保有者のみが、

特定の区画に

て独占的に採
掘活動を行う

ために申請す

ることができ
る。 

これらは土地の

探査、マッピン
グ、手作業によ

る岩、鉱物、水お

よび土壌のサン
プルの収集およ

び手持ちの器具

で行う地質の測
定に必要なもの
ある。 

取得要件と手続き 申請は所定の様式と内容で行われ、対象エリアの記述、環境への影響の記述および手数料と
共に提出される。 
申請者は技術的・経済的リソースがあるかまたはそれらを手配していること、ならびに鉱業

権および鉱物資源開発法に準拠する意図があることを証明しなければならない。また、環境
への影響に関する十分な情報、第三者損害賠償責任保険の写しおよび保証金を提供しなけれ
ばならない。 

資源大臣は、該

当するエリアに

他の鉱業権がな
く、またファシ

ッキング区域の

宣言が他の鉱業
権に影響を及ぼ

さないことを確

認した場合、フ
ァシッキング区

域の宣言ができ
る。 

- - 保留ライセンス

は、探鉱ライセ
ンスと関連する

か、申請者が探

鉱ライセンスを
保有している

か、または探鉱

ライセンス保有
者が鉱物資源開

発法に従って同

意している状態
でなければ申請
できない。 

石油産出ライセ

ンスは、探鉱ラ
イセンスまたは

カテゴリー4 鉱

物の特別探鉱ラ
イセンスと関連

するか、申請者

が探鉱ライセン
スまたはカテゴ

リー4 鉱物の特

別探鉱ライセン
スを保有してい

るか、または保

有者が鉱物資源
開発法に従って

同意している状

態でなければ申
請できない。 
これと同様に、

地熱物質産出ラ

イセンスは、探
鉱ライセンスま

たはカテゴリー

6 鉱物の特別探
鉱ライセンスと

関連するか、申

請者が探鉱ライ
センスまたはカ

資源大臣は、保

留ライセンス
保有者に採掘

リースを申請

しない理由の
提供要求や、申

請しなければ

ライセンスの
条件にペナル

ティを課すこ
とができる。 
採掘リースの
申請者は、申請

時に 6 か月分

の賃料を支払
わなければな

らず、リースの

対象となる土
地に物理的な

印を付けなけ

ればならない。
関連する土地

の所有者は、

Mining 
Tribunal に対

し、土地に加え

られる被害の
賠償を訴える
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 探鉱ライセン
ス 

特別探鉱ライセ
ンス 

保留ライセン
ス 

産出ライセンス 採掘リース 探査ライセンス/
グループ探査ラ

イセンス/ファシ
ッキング区域 

テゴリー6 鉱物
の特別探鉱ライ

センスを保有し

ているか、また
は保有者が鉱物

資源開発法に従

って同意してい
る状態でなけれ

ば 申 請 で き な
い。 
申請には開発ま
たはフィールド

開発の計画を添

えなければなら
ない。 
産出ライセンス
の保有者は詳細

な記録保持義務
を負う。 

ことができる。 
採掘リース保
有者は、関連す

る土地の全部

または一部を
サブリースす

ることを申請

できる。サブリ
ースの申請は

鉱物資源開発

法に従って行
われ、資源大臣

は、この可否を

決定する裁量
を有する。  

複数の申請の優先

順位 

複数の申請が異なる日に提出された場合、先に提出された申請が優先される。  
複数の申請が同じ日に提出された場合、優先順位は Director of Mines がそれぞれの申請のメ

リットを考慮して決定する。もし複数の申請のメリットが同等と判断された場合は、規定の
方法による投票で決定される。  

 

面積 カテゴリー1、
2、5または6の
鉱物に関する

探鉱ライセン
スについては
最大250km2。 
カテゴリー3の
鉱物について
は 最 大
500km2。 
カテゴリー4の
鉱物について

は資源大臣の
裁量で決定さ
れる。 
資 源 大 臣 は

1km2を超えな
い小さなエリ

アに対する探

鉱ライセンス
を付与するこ
とができる。 

資源大臣が決定

し、特別探鉱ライ

センスに特定さ
れるエリア。 

カテゴリー1、
3、5 または 6 の

鉱物に関する保

留ライセンスに
ついては最大
10 km2。 
カテゴリー2 ま

たは 4 の鉱物に
ついては最大
50 km2。 

資源大臣の裁量

による。 
少なくとも採

掘活動に最低

限必要であり、

資源大臣が決
定する面積。 

資源大臣の裁量

によって決定さ

れるが、既存の

鉱業権が存在す
る土地や、既存

の鉱業権に基づ

く活動が阻害さ
れる土地につい

ては付与されな
い。 

期間 取消されない限りにおいて: 

カテゴリー1、
2、3、5または6
の鉱物に関す

る探鉱ライセ
ンスについて

は5年で、更新

回数に制限な
し。 
カテゴリー4の
鉱物について

は資源大臣の
裁量で決定さ
れる。 

当初は 5 年。 
合計 10 年まで延
長できる。 

当初は 5 年。 
資源大臣は、5
年を超えない期

間の延長を許可

することができ
る。 

当初は 10 年。 
追加で 10年の延
長ができる。 

当初の期間は

資源大臣の裁

量で決定され、

資源大臣の裁
量で決定され

る 20 年を超え

ない期間の延
長ができる。 
リース保有者

は、リースの取

消または終了
後、建造物や機

械などを撤去

するために 6

探査ライセンス

については 5年。 
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 探鉱ライセン
ス 

特別探鉱ライセ
ンス 

保留ライセン
ス 

産出ライセンス 採掘リース 探査ライセンス/
グループ探査ラ

イセンス/ファシ
ッキング区域 

か月の期間が
与えられる。 

年間賃料 カテゴリー4 の

鉱物は、最初の
2 年間は 4.61 
A$/km2、それ以

降 は 6.94 
A$/km2。 
それ以外の鉱

物は、最初の 2
年 間 は
29.40A$/km2、

そ れ 以 降 は
58.80A$/km2。 
 

最初の 2 年間は

4.61 A$/km2、そ
れ 以 降 は 6.94 
A$/km2。 

石炭、石油、炭

層ガス、地熱に
関 し て は

1,393.20 
A$/km2、それ以
外 の 鉱 物 は

2,778.30A$/km
2. 
 

規定なし。 24.51 A$/ha、
ただし最低賃
料 は
490.21A$。 

規定なし（申請

費用が年度ごと
に必要）。 

各種コスト 申 請 費 用 は
1,393.20A$。 
異議申し立て
に関する費用
は、45.36A$。 
期間延長の申

請 費 用 は
923.40A$。  
条件の免除の
申 請 費 用 は
348.30A$。 
探鉱ライセン

スの譲渡の費
用は461.70A$。 
探鉱ライセン
スの放棄の費
用は170.10A$。 
探鉱ライセン

スの併合の費
用は348.30A$。 
利害関係通告
の 費 用 は
170.10A$。 

申請費用は、担当
部署に要相談。 
異議申し立てに
関する費用は、
45.36A$。 
期間延長の申請

費 用 は
1,393.20A$。  
条件の免除の申
請 費 用 は
348.30A$。 
特別探鉱ライセ

ンスの譲渡の費
用は 461.70A$。 
特別探鉱ライセ
ンスの放棄の費
用は 170.10A$。 
特別探鉱ライセ

ンスの併合の費
用は 348.30A$。 
利害関係通告の
費 用 は
170.10A$。 

申 請 費 用 は
1,393.20A$。 
異議申し立てに
関する費用は、
45.36A$。 
期間延長の申請

費 用 は
923.40A$。  
条件の免除の申
請 費 用 は
348.30A$。 
保留ライセンス

譲渡の費用は
461.70A$。 
保留ライセンス
の放棄の費用は
170.10A$。 
利害関係通告の

費 用 は
170.10A$。 

規定なし。 申 請 費 用 は
1,393.20A$。 
異議申し立て
に関する費用
は、45.36A$。 
採掘リースの

更新の申請費
用 は
923.40A$。 
条件の免除の

申 請 費 用 は
348.30A$。 
採掘リースの
譲渡の費用は、

私有地の場合 
461.70A$ 、政
府所有地の場
合 696.60A$。 
採掘リースの

放棄の費用は
170.10A$。 
採掘リースの
サブリースの

費 用 は
348.30A$。 
私有地の所有

者に代わって
ロイヤルティ

を徴収するた

めのロイヤル
ティ手数料は、
5％。 
利害関係通告

の 費 用 は
170.10A$。 
採掘リース保
有者は政府に

対し、法定の賃

料を毎年支払
う。  
採掘リース保

有者はリース

対象地から採
掘し、販売され

申 請 費 用 は
32.40A$/年、ま

たはグループ探

査ライセンスに
つ い て は
226.80A$。 
利害関係通告の

費 用 は
170.10A$。 
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 探鉱ライセン
ス 

特別探鉱ライセ
ンス 

保留ライセン
ス 

産出ライセンス 採掘リース 探査ライセンス/
グループ探査ラ

イセンス/ファシ
ッキング区域 

た鉱物につい
て法定のロイ

ヤルティを支
払う。 
政府所有地か
ら採掘された

鉱物に関する

ロイヤルティ
は資源大臣に、

私有地から採

掘された鉱物
に関するロイ

ヤルティは土

地の所有者ま
たは鉱物の所

有者に、それぞ

れ支払われる。
また政府が所

有する鉱物に

ついては政府
に支払われる。 

補償 私有地については、鉱物権の保有者が土地の所有者または占有者、あるいは林業権の保有者に対し、鉱業権に基

づく活動により発生した、または発生する可能性のある損害に対し補償金を支払う。補償契約が締結されている

場合には、契約に定められる補償金が支払われ、補償契約が締結されていない場合にはMining Tribunalが決定

する補償金が支払われる。 

政府所有地については、鉱物権の保有者が政府に対し、鉱業権の付与前に行われるか、鉱業権保有者と相談した

後に行われた開発に対して政府が被った損害についても補償しなければならない。 

   私有地において

は、申請者が所

有者または占有

者と補償契約を

締 結 し て い る

か 、 Mining 
Tribunalが決定

した賠償金のレ

ートを資源大臣

が確認しない限

り、産出ライセ

ンスは付与され

ない。 

 

  

付帯条件 資源大臣は、適切と考える付帯条件をつけて鉱業権を付与することができる。資源大臣は、通知により付帯条件

の変更、取り下げ、差し替えをすることができる。鉱業権の保有者は、鉱業権を放棄または併合することができ

る。 

鉱業権の保有者は、試錐による地表の改変を原状復帰しなければならない。 

鉱業権の保有者は、資源大臣に対して付帯条件の適用免除を申請することができる。 

鉱業権の保有者が複数の場合、保有者は連帯して付帯条件の責任を負う。 

その他の付帯条件としては、最低支出金額や、探鉱活動に関連する事業計画案の完遂などが

ある。 

鉱業権の保有者、保有者の代理人または保有者のためのサービス提供者は、土地の所有者ま

たは占有者の許可なく自然湖、人造湖、ダム、ため池、井戸または人工池の表面、あるいは住

居または建物の100m以内に立ち入ってはならない。これに違反した場合、100ペナルティ・

保有者は、子供

とその他同伴者

を監視しなけれ

ばならない 
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 探鉱ライセン
ス 

特別探鉱ライセ
ンス 

保留ライセン
ス 

産出ライセンス 採掘リース 探査ライセンス/
グループ探査ラ

イセンス/ファシ
ッキング区域 

ユニット115を超えない罰金の対象となる。 

鉱業権の保有者はDirector of Minesに、毎年の年次報告および、権利の終了後、鉱物資源開

発法のガイドラインに基づく最終報告書を提出しなければならない。 

Director of 
Mines の許可

なしに、探鉱活

動により採取

した鉱物を販

売することは

できない。違反

をした場合、

500 ペ ナ ル テ

ィ・ユニットを

超えない罰金

を課されるか、

ライセンスを

取消されるか、

もしくはその

両方のいずれ

かとなる 

 

 

 

 

 

  

 

表 4 鉱物カテゴリーの一覧表 

鉱物カテ

ゴリー 
定義 

1 金属鉱物または原子力関連物質 

2 石炭、ピート、褐炭、オイルシェール及び炭層ガス 

3 建設、煉瓦およびセラミックとして使用される岩石、石材、砂利、砂および粘土 

4 オイルシェールを除く石油製品 

5 産業用鉱物、ならびに特定の宝石および準宝石 

6 地熱関連資源 

 

2.1.9  鉱業登録官（登録簿の取得） 

豪州における他の法域同様、TAS 州では鉱業権の登録簿の維持を含む業務を管轄する登録官

                                                   
115 2018/19 年度における 1 ペナルティ・ユニットは、163 A$。
https://www.justice.tas.gov.au/about/legislation/value_of_indexed_units_in_legislation 
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（Registrar）の役職が法で定められている。登録官は鉱業に関するあらゆる権利を登録することが

要求される 116 。鉱業登録簿は営業時間中に公衆がアクセスできるようにしなければならない 117。

所定の手数料を支払えば、誰でも登録簿の調査、登録内容の抜粋を取得、またはコピーを取得するこ

とができる 118。 
 

2.1.10 鉱業活動に関する先住権（native title）関連法 

(a) 連邦法の 1994 年先住権（タスマニア）法による有効化 

先住権原法などの関連する連邦法に加え、1994 年先住権（タスマニア）法（Native Title 
(Tasmania) Act 1994 (Tas)）は TAS 州政府が過去に行った行為（過去の行為（past acts））

を有効化し 119、同州政府による既存の天然資源の所有権を確認している。また同法は、同州政

府による水資源、既存の漁業アクセス権、ならびに水路および公共の場所の公衆アクセスにお

ける使用、コントロールおよび規制する権限も認めている 120。 
TAS 州政府は、過去の行為の有効化により支払う必要のある賠償を行う義務を負う 121。 
一般的に、同法は範囲が限定的であることから、先住権原が問題となる殆どのケースでは連邦

法が適用されることになる。2019 年 2 月 5 日現在、TAS 州においては先住権原に基づく請求

は発生していない。  
 

(b) 特定の土地における活動の制限 

特定の土地において探鉱または採掘活動を行うことを制限する効果をもたらす様々な法律が

ある。これら法律には以下のようなものがある。 

• 1995 年アボリジニ・ランド法（Aboriginal Lands Act 1995 (Tas)、以下「アボリジ

ニ・ランド法」）の付則 3 にアボリジニ・ランド（Aboriginal land）として列挙さ

れる 15 のエリアの一つとされる土地 122 
• アボリジニ・ランド法上、保護地とされる土地 123  
• 2002 年自然保護法（Nature Conservation Act 2002 (Tas)）上、州保護地とされる

アボリジニの土地およびその他保護地として保護される土地 124 

(c) 文化遺産 

                                                   
116 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 192 . 
117 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 194(1). 
118 Mineral Resources Development Act 1995 (Tas) s 194(2). 
119 Native Title (Tasmania) Act 1994 (Tas) s 5. 
120 Native Title (Tasmania) Act 1994 (Tas) ss 13, 14. 
121 Native Title (Tasmania) Act 1994 (Tas) s 12. 
122 Aboriginal Lands Act 1995 (Tas). 
123 Aboriginal Lands Act 1995 (Tas). 
124 Nature Conservation Act 2002 (Tas). 
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1975 年アボリジニ遺産法（Aboriginal Heritage Act 1975 (Tas)）はアボリジニ文化遺産を破

壊から保護することを目的にしており、以下の行為を刑事罰の対象としている。 

• 保護対象物あるいは遺物の破壊、破損、外観毀損、隠匿その他の侵害  
• 保護対象物を危険にさらす可能性のある行為の遂行  
• 遺物が発見または遺棄された場所からこれを持ち去る行為  
• 遺物を売却またはその他の方法による処分や、州外に持ち出す行為 
• 同法に基づく保護対象区域内に設置されたフェンス、通知板、その他の措置の破壊、

損害、汚損その他の侵害。但し、Director of National Parks and Wildlife からの許

可に従って行う場合を除く  
• 保護対象区域から保護対象物を持ち出す行為。ただし、州担当大臣が発行する許可

に従って行う場合を除く。また、Director of National Parks and Wildlife は、保護

対象物が破損、破壊または紛失する可能性があると認めた場合、保護対象区域から

他の安全な場所へ持ち出すことを指示することができる  

 

2.1.11 土地利用法・環境関連法 

(a) 鉱業に影響を与える土地利用法・環境法 

鉱業法のほか、採掘活動を開始する前に TAS 州における鉱業に影響を与える法としては、

1993 年土地利用計画認可法（Land Use Planning and Approvals Act 1993（Tas）、以下

「LUPA 法」）や 1994 年環境管理・汚染制御法（Environmental Management and 
Pollution Control Act 1994 （Tas）、以下「EMPC 法」）がある。小規模な砕石事業などを

除き、ほぼ全ての鉱業プロジェクトは採掘活動を開始する前に LUPA 法に基づく認可が必要

で、その過程で EMPC 法に基づく環境認可が必要となる（採掘活動開始までに必要な認可の

流れは Schedule 2 参照）。 

 

(b) 鉱業に影響を与える環境行政機関 

TAS 州における主たる環境行政機関は環境保護局（Environmental Protection Authority、以

下「EPA」）である。EPA は環境影響アセスメント（Environmental Impact Assessments、
以下「EIA」）についての決定を行う。 

実施するプロジェクトが以下の条件を満たす場合、プロジェクト実施者は EIA の実施と承認

が必要となる。 

• EMPC 法の付則 2 に列挙されるレベル 2 活動 125 

                                                   
125 典型的な資源エネルギーのプロジェクトの操業に関連するレベル 2 活動のリストは Schedule 3 を参照。完全なリス
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• EPA のディレクターにより指示された（「Called-in」）活動 

レベル 2 活動とみなされない小規模なプロジェクト（例えば、年間鉱物採掘量 1,000t 以下、

あるいは年間採砂・採石量 5,000 m3 以下）の場合、環境認可は Council と呼ばれる地方自治

体が管轄しており、EIA の代わりに Council からの認可が必要となる 126。 

(c) EIA の手続きについて 

EIA の実施は、プロジェクトにて遂行される活動がレベル 2 活動であるか、EPA のディレク

ターにより指示された活動の場合にのみ必要となる。プロジェクト提案者は、当該プロジェク

トがレベル 2 に相当するかどうかを含めて、事前に EPA に相談することが推奨される。プロ

ジェクト提案者がレベル 2 活動の実施に対する EIA を EPA に申請する場合、最初にプロジェ

クト概要をまとめた Notice of Intent127を EPA に対して提出する必要がある。EPA は Notice 
of Intent が提出された後、あるいはプロジェクト提案書の照会があった場合、EIA 実施の要

否を判断し、必要であると認められた場合、必要な EIA のクラス（class of assessment；クラ

ス 2A、2B または 2C）が決定される。EIA のクラスは、プロジェクトの規模およびプロジェ

クトがもたらす公的利益の程度に基づいて判断される。 

EPA により EIA の実施が必要と判断された場合、提案者は EPA が環境影響を評価するため

に必要な情報をまとめた文書（環境影響報告書（Environmental Effects Report、以下「EER」）

または環境マネジメント計画（Development Proposal and Environmental Management Plan、
以下「DPEMP128」）を作成しなければならない。この文書の必要事項に関しては、EIA のレ

ベルに応じて EPA が決定する。このような文書は、EPA からの必要事項が示されてから 12
か月以内に提出しなければならない。殆どの鉱山プロジェクトの場合、EER よりも多くのプ

ロジェクト情報の記載が求められる DPEMP が要求される。DPEMP は、豪州における他の

法域でプロジェクトの承認のために準備される環境影響報告書（Environmental Impact 
Statement）と類似している。クラス 2B およびクラス 2C に該当する大規模なプロジェクト

では、DPEMP の作成が求められる。DPEMP の作成にあたっては、環境専門家の意見や、当

該プロジェクト現場の近隣の環境に関する記述、当該プロジェクトに関連する全ての環境的、

社会的および経済的効果、ならびに悪影響を限定するために用いられるメカニズムなど、かな

り詳細な情報の記載が必要となる。より小規模のプロジェクトの場合には、EER の提出が必

要となる。これにはプロジェクトの提案者、プロジェクトの内容、潜在的な環境影響および環

境影響の管理方法の検討の結果が記載されることとなる。  

                                                   
トについてはこちらのリンクを参照。https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1994-
044#JS2@EN   
126 http://www.edotas.org.au/wp-content/uploads/2013/10/ELH-4th-edition-Chapter-11.pdf 
127 Notice of Intent の作成ガイドラインは、以下を参照： 
https://epa.tas.gov.au/Documents/Guide%20for%20preparing%20a%20notice%20of%20intent%20(NOI),%20PDF.pdf 
128 EPA ウェブサイトの EIA ガイド 
(https://epa.tas.gov.au/Documents/Guide%20to%20Environmental%20Impact%20Assessment%20(%20EIA%20).pdf) 

https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1994-044#JS2@EN
https://www.legislation.tas.gov.au/view/html/inforce/current/act-1994-044#JS2@EN
https://epa.tas.gov.au/Documents/Guide%20to%20Environmental%20Impact%20Assessment%20(%20EIA%20).pdf
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EER または DPEMP は、EPA に提出された後、公衆による閲覧とパブリック コメントのた

めに公開される。公開期間は、クラス 2A、2B および 2C のプロジェクトについて、それぞれ

14 日、28 日、42 日となっている。プロジェクトの提案者は公開期間中、要求があれば小額

の手数料と引き換えに文書の写しを提供しなければならない。パブリックコメントで懸念が

指摘された場合、プロジェクト提案者は当該懸案に対して回答を求められることがある。一

般的に、回答は追補情報を提供することで対処される。

EPA は、公衆の意見、EER または DPEMP、およびその他専門家の助言に基づいて報告書

（Environmental Assessment Report）の草書を作成する。EPA の理事会は、この草書に基

づいて承認の是非に関する決定を行うとともに、当該プロジェクトに環境上の条件を付すか

どうか、または当該プロジェクトを承認・却下するかどうかの決定を周知するため、最終報

告書を作成する 129。

EPA の決定に不服がある場合、プロジェクト提案者は Resource Management and 
Planning Appeal Tribunal に対して不服の申立てをする権利を保有している。 

2.1.12 鉱山保安関連法 

2012 年職場健康安全法（Workplace Health and Safety Act 2012 (Tas)、以下「WHS 法」）

は鉱業における職場の健康および安全を規制している。同法上の義務を負う者には従業員、自

営業者、製造者、デザイナーおよびサプライヤーが含まれる。

WHS 法は 2012 年職場健康安全法規則（Workplace Health and Safety Regulations 2012 
(Tas)）によって補完される。同法規則は工場、危険物質および特定の危険作業など、特定の事

項に関連したより具体的な要件の詳細を定めている。これらは、特定の産業ごとに適用される

要件はほとんど定めておらず、鉱業にのみ適用される条項は極僅かしかない。

2012 年鉱山作業健康安全（補完要件）法（Mines Work Health and Safety (Supplementary 
Requirements) Act 2012 (Tas)）は WHS 法の一部として扱われ、鉱山に関連する特別な要件

を規定している。

WHS 法は、鉱山検査長（Chief Inspector of Mines、以下「検査官」）を選任することを TAS
州政府に義務付けている。検査官は、健康や安全に関連するポリシーの作成、人員の採用や状

況のモニタリングなどの一定の行動を行うよう鉱山操業者に指示を出すことがある。検査官は、

この職務を遂行するため、鉱山における健康安全の監査を行う権限を有する。

鉱業権の保有者は、鉱山操業者を選任しなければならない。鉱山操業者は自然人でも法人でも

なることができる。鉱山操業者は鉱山における適切な健康安全の管理手続きを作成し、鉱山が

この手続きに従って操業されることを確認しなければならない。

129 EPA ウェブサイトの EIA ガイド

https://epa.tas.gov.au/Documents/Guide%20to%20Environmental%20Impact%20Assessment%20(%20EIA%20).pdf 

https://epa.tas.gov.au/Documents/Guide%20to%20Environmental%20Impact%20Assessment%20(%20EIA%20).pdf
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また、上級現場担当官（senior site officer、以下「SSO」）も選任されなければならない。SSO
は適切な素性、経験および能力を持ち合わせる自然人でなければならず、鉱山の現場に物理的

にいなければならない。 
SSO の大まかな職務は鉱山操業者が全ての関係者の健康や安全に悪影響を及ぼさないことを

できる限り確認することである。 
2012 年鉱山作業健康安全（補完要件）法規則（Mines Work Health and Safety (Supplementary 
Requirements) Regulations 2012 (Tas)）は鉱山の現場操業の詳細な要件を規定しており、鉱

山の現場のデザイン、建設および操業を行う際にはこの慎重な検討が必要である。 

 

2.1.13 閉山に関係する規則 130 

閉山に関係する規則には、保証金の提出と鉱山閉山計画の策定が含まれ、閉山のタイムフレー

ムは付与される採掘リースの付帯条件として規定される。 

 TAS 州では、鉱山閉山計画は事業計画の一つとして操業企業が鉱山操業開始前から策定

することが求められており、DPEMP の一部として掲載し、EPA の承認を得る必要があ

る。 

 採掘リースの申請と一緒に提出される鉱山計画の一部として、申請者はリース終了後の閉

山と復旧の詳細を提示しなければならない。 

 
2.2 連邦環境関連法 

2.2.1  連邦法が規制する環境関連事項 

鉱山が単一の州の領土内の陸地にある場合においても、一定の事項については連邦法の規制の対

象となる。環境に関連する事項における顕著なものには、環境、放射性物質（ウランなど）、先住権

が含まれる。 
 

2.2.2  環境 

連邦の環境規制の主軸となる枠組みは、1999 年環境・生物多様性保護法（Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth)、以下「EPBC 法」）である。EPBC
法はプランニングおよびアセスメントの枠組みを定めている。EPBC 法は一般的に適用される

法律ではなく、所定の特定された状況にのみ適用される。EPBC 法の重要な概念は「規制対象

行為（controlled action）」の概念である。規制対象行為は、国家的環境重要事項（Matters of 
national environmental significance）に対して大きな影響を与える可能性が高い行為をいう。 

                                                   
130 Decommissioning & Rehabilitation Plan (https://epa.tas.gov.au/Documents/DRP_guidelines_2011.pdf) 

https://epa.tas.gov.au/Documents/DRP_guidelines_2011.pdf
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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 
• 国家遺産 
• ラムサール条約指定湿地 
• 指定絶滅危惧種および群集 
• 指定移住種 
• 核関連行為（nuclear action）が関連する環境 
• 海洋環境 
• グレート･バリア･リーフ海洋公園  
• 炭層ガス開発および大規模石炭採掘開発が関連する水資源 

規制対象行為の承認機関は連邦環境大臣（以下「環境大臣」）である。 
ある活動が規制対象行為に該当するかどうか（すなわち承認が必要になるか否か）を決定する

方法として、EPBC 法は、連邦環境エネルギー省（Department of the Environment and Energy、
以下「DEE」）および環境大臣への照会制度を定めている。提案されたプロジェクトが規制対

象行為に該当すると判断した場合、環境大臣（またはその授権代理人）はその決定を下すか、

または環境アセスメントが要求されることになる。環境アセスメントの手続きについては

Schedule 4 を参照。 
EPBC 法は 2000 年 7 月 1 日から施行された。同法はそれに先立つ環境に関する様々な連邦法

に替わるものであるが、従前の連邦法の中には、EPBC 法に規定されるような、広範囲にわた

って承認を要求する規制を課すものはなかった。したがって、鉱業活動を伴う大規模な開発を

行う際には EPBC 法に留意する必要がある。プロジェクトを計画する際には国家的環境重要

事項について検討をする必要がある一方、連邦政府と州政府の間の 2 者間協定が結ばれている

場合には、州政府の管轄機関がアセスメントを行える。TAS 州政府は連邦政府とこのような協

定を締結しているため、同州が環境アセスメントの過程で国家的環境重要事項を検討すること

ができる。この検討は、国家的環境重要事項の影響を DPEMP に記載する形で行われる。 

 
2.2.3  ウラン 

原則として、州および準州政府が豪州におけるウラン鉱業の規制について責務を担っているが、

一連の連邦規制の下で、連邦政府もウラン鉱業および関連活動の規制について一定の責任を負

っている。 
• EPBC 法は、核関連行為の管理ならびに国家環境重要事項の保護、新規のウラン採

掘および既存のウラン採掘の大規模な拡張についての環境アセスメントおよび承認

に関する権限を連邦政府に付与している。 
• 1953 年原子力法（Atomic Energy Act 1953 (Cth)）は、豪州においてウランを発見

した者に対して、当該発見から一か月以内に連邦大臣に対して報告する義務を課し

ている。 



48 
 

• 1987 年核不拡散（セーフガード）法（Nuclear Non-Proliferation (Safeguards) Act 
1987 (Cth)）は、核物質の物理的な安全性に関する厳格な規制を課しており、ウラン

を採掘しようとする者に対して Australian Safeguards and Non-Proliferation 
Office の許可を取得するよう求めている。 

• 1998 年豪州放射線防護・原子力安全法（Australian Radiation Protection and 
Nuclear Safety Act 1998 (Cth)）は、健康および安全や環境を放射性物質の影響か

ら保護することを目的として定められている。 
• 1958 年関税（輸出禁止）法規則（Customs (Prohibited Exports) Regulations 1958 

(Cth)）は、ウランの輸出について、一定の輸出ライセンスの取得を要求している。 
• 1978 年環境保護（アリゲーター河川地域）法（Environment Protection (Alligator 

Rivers Region) Act 1978 (Cth)）は、北部準州のアリゲーター河川地域の環境をウラ

ンおよびその他の鉱物の採掘活動から保護することを目的として、監視科学者事務

所（Office of the Supervising Scientist）を設置している。 

連邦政府はこのほか、国際的な合意に基づき、豪州帰属の核物質のトラッキングおよびセーフ

ガード協定の履行の義務も負っている。 
下記の表は、連邦政府と TAS 州のウラン採掘に関する規制の概要である。  

 

表 5 豪連邦政府と TAS 州政府のウラン政策について 

 ウラン政策 適用法 原子力発電政策 適用法 

連邦政府 連邦政府は「新規ウラ
ン鉱山不許可（no new 
mines）」政策を 2007
年に廃止しており、現
在は法の枠組みの中で
ウランの採掘および輸
出を支持している。た
だし、州および準州の
政府に対してウラン採
掘の支持を強制する計
画はない。 

EPBC法は、ウラン採掘を
管理する権限を連邦政府
に付与している。 
他の法律に以下のものが
ある。 
  1953 年原子力法 
  1987 年核不拡散（セー

フガード）法 
  1998 年豪州放射線防

護・原子力安全法 
  1958 年関税（輸出禁止）

法規則 
  1978 年環境保護（アリ

ゲーター河川地域）法 

連邦の労働党は豪州
における核施設の建
設および核廃棄物の
輸入に反対してい
る。 
連邦の自由党・国民
党連立政府の原子力
発電に対する立場は
労働党よりは前向き
であるが、原子力発
電に反対する党員も
いる。 

EPBC 法は、以下の施
設の建設および操業
を禁止している。 

(a)  核燃料製造施設 
(b)  原子力発電所 
(c)  ウラン濃縮施設 
(d)  核燃料再処理施設 

TAS 州 歴史的に TAS 州政府
（いずれの主要政党
も）はウランの探鉱を
支持している。 

鉱物資源開発法はウラン
について触れており、同法
も他の州法も表向きウラ
ン採掘を禁止していない。
連邦政府と州政府は環境
の影響について共同で規
制している。  

州政府の支持がウラ
ン濃縮または原子力
発電施設にまで及ん
でいるかは定かでは
ない。 

鉱物資源開発法 

 
 
 
 



49 
 

 
 
 

2.2.4  環境保護活動に対する税務優遇措置 

 納税者が、適格環境保護活動を行うことを唯一または主たる目的として支出（資本支出また

はその他の支出）を行った場合、かかる支出は納税者が控除可能な環境保護経費とみなされ 131、

これを課税所得から控除できる 132。 

適格環境保護活動には以下が含まれる 133。 

(a) 以下のいずれかが該当する環境汚染の防止、排除または復旧: 

(i) 収益活動の結果汚染が発生した、または発生する可能性のある場合 

(ii) 収益活動の行われた場所で、またはそこから汚染が発生した場合  

(iii) 納税者が収益活動として取得した事業が継続して行われている場所で、またはその場

所から汚染が発生した場合 

(b) 以下のいずれかが該当する廃棄物の処理、洗浄、除去または貯蔵: 

(i) 収益活動の結果廃棄物が発生した、または発生する可能性のある場合 

(ii) 収益活動の行われた場所で、またはそこから廃棄物が発生した場合 

(iii) 納税者が収益活動として取得した事業が継続して行われている場所で、またはその場

所から廃棄物が発生した場合 

 
2.3 先住権に関する手続き 

2.3.1  背景 

先住権原（native title）とは、コモン･ローとして認識される、先住民の伝統的な土地と水利

に対する先住民の権利（先住権）の根拠を指す。連邦政府はかつて先住権原の概念を無視し、

豪州先住民の伝統的な土地を、彼らとの合意や彼らへの補償なしに入植者に分け与えてきた。 
 

                                                   
131 Income Tax Assessment Act 1997 (Cth) s 40-755  
132 税控除は、納税者の課税所得からの控除を指す。Income Tax Assessment Act 1997 (Cth) s 40-755 
133 Income Tax Assessment Act 1997 (Cth) s 40-755 
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2.3.2  先住権原に関係する法令 

画期的な裁判判決であるマボ判決（Mabo and Others v Queensland (No. 2) (1992) 175 CLR 
1）を受け、連邦政府は先住権の保護と認識の法的枠組みを定めた 1993 年先住権原法（Native 
Title Act 1993 (Cth)、以下「先住権原法」）を制定した。豪州における先住権は以下が充足さ

れる場合に認識される。 

(a) 権利や権益が、関連する豪州先住民に継続的に認識され遵守される法律や習慣に基づいて

保有されていること 
(b) 上記の法律や習慣に基づき、豪州先住民が土地や水利と「関係性（connection）」があるこ

と 
(c) 先住民の権利や権益が豪州のコモン・ロー上認識されていること 134 

先住権原法は、先住権を持つまたは先住権の存在を主張した豪州先住民に対し、関連する土地

において計画される活動に関する意思決定手続きに参加、または時には意思決定をする権利を

付与している。これにより、豪州先住民は雇用機会や遺産保護、補償金の支払い等の当該地域

社会に関する利益について交渉することができる。 
先住権に関する追加情報については以下のリンクを参照されたい。 

http://www.nntt.gov.au/Pages/Home-Page.aspx 

 
2.3.3  先住権原の消滅と補償 

先住権原は、政府が 1996 年 12 月 23 日以前（1994 年 1 月 1 日から 1996 年 12 月 23 日の期間に

行われた行為については慎重な検討が必要である）に行った一定の権利（土地の所有権や先住権原

法の付則 1 に列挙される所定の種類の土地の占有権など）の有効な付与を含む、幾つかの方法によ

り消滅したものとされる。また先住権原は道路や鉄道、建物などの建設を含む政府の公共事業によ

っても消滅されうる。 
これに加え、先住権原の保有者が土地や水利との関係性を失った場合にも先住権原は消滅されう

る。これはライフスタイルの変更や一定の習慣の変化が必ずしも先住権原の消滅につながるという

ことではないが、生活様式の根本的な変化をした先住民が土地に関する先住権を主張することはよ

り難しいといえる。基本的に、先住民の土地および水利に対する権利は、先住民自身による放棄また

は解消、連邦・州・準州政府による明確かつ不明瞭さのない法律または権利付与による消滅または奪

取によらなければ影響を受けない。 
先住権原の消滅および抑制は、州または連邦政府に対する補償を受ける権利を発生させる。場合に

よっては州または連邦政府は、プロジェクトの承認プロセスの一環として補償責任をプロジェクト

開発者に転嫁することがある。 

 

                                                   
134 Native Title Act 1993 (Cth) s 223 

http://www.nntt.gov.au/Pages/Home-Page.aspx
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2.3.4  過去の行為（past acts） 

 先住権原法は、1994 年 1 月 1 日以前に行われ、同法がなければ先住権によって無効とされたであ

ろう一定の過去の行為（past acts）（鉱業権や土地所有権の付与など）を有効化するか、州および準

州政府が有効化することを認めている。 
 

2.3.5  中間期の行為（intermediate period acts） 

「中間期の行為（intermediate period acts）」とは、1994 年 1 月 1 日から 1996 年 12 月 23 日の

期間に行われ、先住権原法がなければ無効とされたであろう行為を指す。  
連邦最高裁判所による 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原は常に消滅すると広く考えら

れていた。このため、先住権原法の施行日である 1994 年 1 月 1 日からウィク判決が出された日ま

での間、政府は先住権原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、リースの付与は必ずしも先住権原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（ウィク判決の下された日）までに連邦政

府、州および準州政府により付与された土地の権利は、無効となる可能性があった。この問題を解消

するため、先住権原法は、先住権原改正法（Native Title Amendment Act 1998 (Cth)）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が有効化することを認めた）。 
 

2.3.6  将来の行為（future acts） 

「将来の行為（future acts）」は、先住権原の消滅または先住権原の存在や行使と相反する権利を

発生させることにより先住権原に影響を及ぼす可能性のある、関連する土地で行われようとする行

為を指す。例としては、探鉱ライセンスまたは採掘リースの付与や、探鉱ライセンスから採掘ライセ

ンスへの切り替えなどが挙げられる。 
先住権原法は、将来の行為が行われる前に、登録された先住権原の申請者に対し手続き上の権利

を与えており、将来の行為に関する手続きを踏まないと、当該行為が先住権原に影響する範囲で無

効となりえる。  
先住権原法の第 2 章 3 部は将来の行為について規定している。これら条項に基づき、将来の行為

と先住権原に関する契約を締結することができる。この契約は、先住民土地利用契約（Indigenous 
Land Use Agreements、以下「ILUA」）の形態をとるか、先住権原法 31 条の規定に従う形態をと

る。先住権原法 31 条は、当事者は善意に基づき、合意を目指して契約交渉することを定めている。

これら契約は、しばしば「31 条契約（section 31 agreements）」と呼ばれる。 
ILUA と 31 条契約は、当事者が合意した特定の条件で将来の行為を有効化できる。ILUA につい

ては、先住権原法に規定される要件に従わなければならず、先住民土地利用契約登録簿（Register of 
Indigenous Land Use Agreement）に登録されなければならない。 
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鉱業権の付与において、先住権原法上、付与の前に行われる手続上の権利のうち最も頻繁に採用

されるものは以下のとおりである。

(a) 「交渉権（right to negotiate）」手続:  鉱業権の付与について、登録された先住権原の申請

者の同意を得るために、当該申請者と最低 6 か月間交渉する手続き。合意に至らなかった

場合、国家先住権審判所（National Native Title Tribunal）が鉱業権を付与すべきかどう

か、付与すべきとの見解を示した場合には、付帯条件を付すかどうかについて提言する。

(b) 関連する先住権の当事者との ILUA の締結

2.3.7  TAS 州の先住権について 

2019 年 2 月 5 日現在、TAS 州においては先住権を認める判決も申請中のものも存在しない。登

録された先住権原の申請却下または拒否が最後に行われたのは 2011 年のことである。このため、近

い将来においては鉱業権付与の意向の通知に対して応答が得られる見込がないため、それ以上の先

住権原に関する手続きを踏まずに鉱業権が付与される可能性が高い 135。 

2.4 外国投資法について

2.4.1  1975 年外資買収法（Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth)）の枠組み

1975 年外資買収法（Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth)、以下「外資買収法」）

は連邦政府が海外からの投資を審査する枠組みを定めている。基本的に外資買収法は、海外からの

投資が豪州の国益に反するかどうかの決定をするために、連邦財務大臣がこれら投資案件を審査す

る仕組みを規定している。

連邦財務大臣は、豪州の国益に反すると判断した投資案件を拒否したり、投資案件が国益に反す

ることのないよう投資がどのように行われるかの条件を付することができる。このような決定を下

す際、連邦財務大臣は外国投資審査委員会（Foreign Investment Review Board、以下「FIRB」）の

アドバイスに依拠する。

海外投資政策（Foreign Investment Policy）136は、連邦政府が外資買収法の管轄方針について海

外投資家が理解するためのガイダンスを提供している。例えば、海外投資政策は、投資案件が国益に

反するかどうかを判断するための基準の概要を盛り込んでいる（国益に反するかどうかの基準につ

いては次項 2.4.2 を参照されたい）。 

135 先住権に関する手続のフローチャートはこちらのリンクを参照されたい。

http://www.nntt.gov.au/Information%20Publications/Mining,%20exploration%20and%20native%20title.pdf 
136 http://firb.gov.au/resources/policy-documents/ 

http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP200402783?OpenDocument
http://www.nntt.gov.au/Information%20Publications/Mining,%20exploration%20and%20native%20title.pdf
http://firb.gov.au/resources/policy-documents/
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2.4.2  国益（National Interest） 

連邦政府は、外国人による投資が豪州の国益（national interest）に相反することがないようにす

ることに注力している。投資が国益に反する場合には、連邦政府はこれに介入するが、介入は頻繁に

行われるものではない。 
連邦政府は国益上の懸案をケースバイケースで判断する。連邦政府は一連の要素を、対象企業の

性質に応じて、異なる重きを置いて考慮する。例えば、多くの豪州国民を雇用している会社や、豪州

市場において大きなマーケットシェアを有する会社に対する投資は、よりセンシティブな問題点が

提起される可能性が高い。また、対象企業が小規模であっても、特殊な資産を保有、またはセンシテ

ィブな産業に従事している場合には問題点が提起される可能性がある。 
投資による経済への影響も考察される。例えば、生産能力の拡大や、新技術を産み出すことなどに

より経済活動を促進する投資は、豪州経済を改善することから国益に反する可能性が低くなる。 
連邦政府は海外からの投資提案を審査する際、一般的に以下の要素を考慮する。 

(a) 国家安全保障 
(b) 市場競争 
(c) 連邦政府の他の政策（税制） 
(d) 豪州の経済および地域社会に与える影響 
(e) 投資家の性格 

 
2.4.3  重要な定義 - 外国人（foreign person） 

外資買収法上、外国人（foreign person）とは以下を指す。 

• 豪州に通常居住していない個人 
• 外国政府または外国政府投資家（foreign government investor） 
• (a) 1 名の非居住者（オーストラリアに通常居住していない個人、外国法人または外

国政府）が 20 パーセント以上の持分を有しているか、(b) 複数の非居住者が合計で

40 パーセント以上の持分を有している、法人、信託の信託受託者、またはリミテッ

ド・パートナーシップの無限責任パートナー。 

外国政府投資家は、外国政府または外国政府機関、あるいは外国政府または外国政府機関が

20%以上を有する会社、信託の受託者、またはリミテッド・パートナーシップの無限責任パー

トナー、あるいは二か国以上の外国政府または外国政府機関が共同で 40%以上を有する会社、

信託の受託者、またはリミテッド・パートナーシップの無限責任パートナーを指す。 

 
2.4.4  非政府の外国投資家による事業の買収の通知 

外国人は、266mA$を超える豪州の事業または会社の持分の 20％以上を取得する前に（複数
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の外国人で取得する場合は合計 40％以上を取得する場合）、連邦政府に対して通知しなければ

ならない 。また外国人は、豪州の子会社または豪州の純資産が 266mA$を超える外国企業の持

分の 20％以上を取得する場合（複数の外国人で取得する場合は合計 40％以上を取得する場合）

も通知しなければならない 。さらに外国人（foreign person）は、総資産が 266mA$を超える

外国企業で、その豪州の子会社または豪州における総資産が当該総資産の 50％以上を占める外

国企業の持分の 15％以上を取得する場合（複数の外国人で取得する場合は合計 40％以上を取得

する場合）にも通知しなければならない。 
豪州と自由貿易協定を締結している日本を含む幾つかの国の投資家による投資については、

対象事業または会社が「センシティブ（sensitive）」とされるものでない限り、1.154bA$の高い

基準値が適用される 。センシティブな事業にはウランやプルトニウムの採掘などが含まれる。

しかし、採掘・生産のための鉱業権については基準値はゼロである。このため、全ての外国人は

採掘や生産のための鉱業権を取得する前に FIRB の承認を得る必要がある。さらに外国政府投

資家は、採掘・生産のほか探鉱のための鉱業権の 10％を取得する前に FIRB の承認を得る必要

がある。 
申請された案件の承認まで概ね 4～6 週間を要することから（連邦財務大臣は 30 日以内に何

らかの対応を行う義務を負っている）、外国人は取引実行よりも十分前もって申請を提出するか、

FIRB の承認を得ることを当該案件の契約上の前提条件とする必要がある。通常、双方の対応が

取られる。連邦政府が承認の通知を行う前に取引を実行することはできない。 
 FIRB による承認は申請書に記載した取引にのみ効力を生じ、一定の期間（通常は 12 か月間）

のみ有効である。 
 
2.4.5  許容される投資形態（ジョイントベンチャー、海外企業の完全子会社など） 

  豪州ではジョイントベンチャー（法人、非法人いずれのジョイントベンチャーとも）、信託、

豪州の会社、または外国企業の完全子会社など、多くの投資形態が許容されている。鉱業プロジ

ェクトにおいて最も多く利用される投資形態はジョイントベンチャーである。 

投資形態を選択する際は、投資前にストラクチャーに関する税法上およびストラクチャーのア

ドバイスを受けることが望ましい。 

2.4.6  外国法人によるプロジェクト操業の許可期間 

外資買収法に基づく外国からの投資に関する決定は、通常、個別の取引に対してのみなされ

るものである。承認された取引がその後実行されない場合、かつ/または当事者が承認時および

/または承認後に新たな内容を含む契約を締結する場合、または取引が 12 か月以内に完了しな

い場合には、当該取引について FIRB に再度通知する必要がある。 
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2.4.7  外国投資に対する保護 

自らの法域外で投資をする投資家にとっては、外国投資の保護は最も重大な関心事の 1 つで

あり、そのための法的実務として、投資家を保障するための国家間の条約を通じた外国投資の

保護がある。 
豪州は自由貿易協定（FTA）の締結を多くの地域パートナーと進めており、ASEAN 諸国、チ

リ、中国、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、タイ、米国とは FTA
が締結されている。さらに豪州は、豪州における外国投資保護を確保するために、アルゼンチ

ン、香港、インドを含む様々な政府との間で相互投資協定の成立に向け努力している。これら相

互貿易協定によって、豪州で会社を設立したこれらの法域の投資家はマーケットにおける競争

上の優位性を確保できる。  

FIRB 内の外国投資貿易政策課（Foreign Investment and Trade Policy Division）は、豪州

の外国投資政策を効果的に表明し、国際的な投資政策問題に関する豪州の地位を交渉する責務

を負っている。 

2.4.8  海外への利益移転 

海外への利益移転に関する税務上の効果を検討することはとりわけ重要である。例えば、海

外企業が豪州国内に支店（つまり恒久的施設）を有し、かつ、二重課税の合意が適用される場合、

利益は「当該恒久的施設が別企業として本店や他の当事者と独立して取引を行っているかのよ

うに」その恒久的施設に帰属する。  
豪州に恒久的施設を持たない外国企業が豪州国内から事業利益を上げ、二重課税条約が適用

される場合、一般的には当該利益は豪州の課税対象とはならない。  
この点に関しては、個別案件ごとに税務およびストラクチャリングに関するアドバイスを取

得することが重要である。 

2.4.9  海外口座 

2005 年 6 月 26 日以降、豪州の会社から豪州内にある非居住者の恒久的施設に支払われる（す

なわち支店に帰属する）配当（非課税であるかどうかを問わない）は、配当源泉徴収の対象とは

ならない。その代わり、配当は非居住者の課税所得に含まれ、評価された上で課税される。配当

に課税された場合、非居住者は所得税から相殺できることがある。  
2005 年 7 月 1 日以降、特別な「導管海外所得（conduit foreign income）」制度が、豪州の

会社から非居住者株主への分配に適用されている。その結果、当該金額は課税所得ではなくな

り、非課税の分配は配当源泉徴収の対象とはならなくなった。これらの方策は従前の「海外配当

勘定（foreign dividend accounts）」に基づく免税措置よりも広範なものである。概ね、導管海

外所得はオフショア所得および、会社が非居住者であれば通常豪州国内で課税されないであろ

う所得（例えば海外支店所得（foreign branch income）、海外非ポートフォリオ配当（foreign 
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non-portfolio dividends、少なくとも 10%の議決権持分に対する配当）、海外企業の非ポートフ

ォリオ持分の売却から得られる利益等）に限定される。 
この点に関しては、個別案件ごとに税務およびストラクチャリングに関するアドバイスを取

得することが重要である。 

2.4.10 政府によるプロジェクトの保有 

 外国政府または外国政府関連機関（例えば国有企業）が直接投資を行う場合、その規模を問

わず事前承認のための通知が必要となる。このような投資については、私企業による投資案件

と同様の基準で審査されるが、投資家が外国政府系資本であるため、追加の要素が考慮されな

ければならない。 
 このような案件を審査する際、連邦政府は通常以下の特定の項目を考慮する。  

• 投資家の事業運営が、この投資家に関連する外国政府とは独立したものであるか 
• 投資家が法の適用を受けこれを遵守し、事業行動の共通的基準を遵守するか 
• 当該投資のために競争が阻害されるおそれがないか、または関連する産業もしくは

セクターにおいて過度の集中・支配につながる恐れがないか  
• 当該投資が、豪州政府の歳入または他の政策に影響を与える可能性があるか  
• 当該投資が、豪州の国家安全に影響しないか  
• 当該投資が、豪州の事業や方向性に影響を与えないか、また、豪州経済やより広範

な地域社会に寄与するか 

 これら要素は、外国政府と関係がある投資家は単に通常の営利目的に従って活動を行う訳で

はなく、豪州の国家利益に反しうる、より広範な政治的・戦略的目的を追及する可能性がある、

という FIRB の懸念を反映している。 

2.4.11 為替規制 

豪州準備銀行（Reserve Bank of Australia）は、1983 年に為替管理を廃止し、現在為替管理

を実施しておらず、復活させる計画もない。 

2.4.12 海外投資に関するその他の留意点 

• 交通や通信産業などの特定のセンシティブ事業（sensitive business）の買収案件は、

コミュニティの懸念を反映したり、案件が豪州の国益に相反しないことを確認するた

めに、より詳細な審査の対象となることがある。 
• 外資買収法は幾つかの適用除外を設けており、特定の投資がかかる除外の対象となる

ことは留意すべきである。しかし、承認が必要な取引を FIRB に承認申請をしなかっ

た場合、刑事罰や 157.5kA$を超えない罰金などの対象となる。また、連邦政府は裁

判所に種々の権利や権益剥奪処分を行う命令を申請する権限も持つ。 
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2.5 州重要プロジェクトについて 

TAS 州は、1993 年州政策・プロジェクト法（State Policies and Projects Act 1993 (Tas)）に

基づく、重要プロジェクトに適用される審査・承認プロセスを導入した。対象プロジェクトは、

担当大臣の推薦、州総督の宣言および州議会の承認を経て重要プロジェクトの宣言がなされる

137。 
州重要プロジェクト（project of state significance）は、通常の承認プロセスが特別に免除さ

れ、代わりにタスマニア計画委員会（Tasmanian Planning Commission (TPC)）が行う統合的

な審査の対象となる 138。このプロセスにはパブリックコメントを募るために一般公開が伴い、

TPC から州首相への提言がなされる 139。州首相は州総督に承認の条件を含む提言を行い、州総

督は最終的な承認を行う 140。 
また担当大臣は、プロジェクトが 1993 年土地使用計画・承認法（Land Use Planning and 

Approvals Act 1993 (Tas)）に基づく地域重要プロジェクト（projects of regional significance）
であることを宣言できる 141。これは州重要プロジェクトのプロセスと結果に類似しているが、

（地域重要プロジェクトに関する権限を持つ）EPA 理事会が選任し TPC が任命する開発審査

パネル（Development Assessment Panel）が地域重要プロジェクトの審査および承認を行う 142。 
TAS 州において、民間からの投資金額が 5mA$以上で、25 名以上のフルタイムの雇用を創出

するプロジェクトは、調整長官（Coordinator-General）から州にとって戦略的に重要である

ものとみなされる。このため、これら「主要プロジェクト」の所有者は、承認プロセスの円滑

化のために調整長官の協力を求めることがある。 
また、以下要件のうち 2 件以上が該当するプロジェクトは、州にとって重要なものとされ

る。 

• 重大な資本投資 
• 州の経済発展への重大な貢献 
• 重大な経済的影響 
• 豪州の収支への重大な貢献の可能性 
• 環境への重大な影響 
• 複雑な技術的プロセスおよびエンジニアリング設計 
• 重大なインフラのニーズ 

   

                                                   
137 State Policies and Projects Act 1993 (Tas) s 18. 
138 State Policies and Projects Act 1993 (Tas) ss 19-20. 
139 State Policies and Projects Act 1993 (Tas), Part 3. 
140 State Policies and Projects Act 1993 (Tas) s 26. 
141 Land Use Planning and Approvals Act 1993 (Tas), Part 4, Division 2A. 
142 Land Use Planning and Approvals Act 1993 (Tas), Part 4, Division 2A 
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Schedule 1 - 鉱物資源開発法に基づく採掘リースの申請手続きの概要 
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Schedule 2 - TAS 州における採掘開始までの許認可手続きの流れ

143 

                                                   
143 上図は、MRT より提供を受けたもの。 
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Schedule 3 - 関連するレベル 2 活動 

1994 年環境管理・汚染制御法で特定される、エネルギー資源事業の操業に関連するレベル 2 活動は以下

の通りである。 
(該当箇所のみ抜粋) 

1) 石油化学 
 
b) 石炭処理作業 : 石炭から気体、液体または固体の製品への変換 
c) 石油精製 : 原油またはシェールオイルの精製、潤滑油の生産、あるいはろ過か物理的また

は化学的分離を伴う使用済み石油の精製または再加工が行われる作業 

 
2) 製造および鉱物加工 

 
c) 鉄および非鉄金属の融解 : 1 日 8 時間以内に 500kg 以上の金属を融解させる能力のある（単

独または複数の）溶鉱炉での鉄または非鉄金属の融解 
d) 冶金作業 : 鉱石を金属生産のために精錬または還元する作業 
e) 鉱物加工作業 : 年間 1,000t 以上の鉱石、砂、または土の加工を伴う作業 

 
5) 採取産業 

a) 採石 : 年間 5,000t 以上の岩または砂利を生産するための採取 
b) 採取立坑 : 年間 5,000t 以上の砂または粘土を生産するための採取 
c) 鉱山 : 年間 1,000t 以上の鉱物を生産するための採取 

 
 

6) 素材の扱い 
a) 破砕、研削または粉砕 : 以下の物質の（破砕、研削、粉砕、あるいは篩い分け、空気洗浄

その他の方法による別サイズへの分離による）加工 
i) 年間 200t 以上の化学物質またはゴム 
ii) 年間 1,000t 以上の岩、鉱石または鉱物 
iii) 石炭ハンドリング・洗浄 : 1 日 100t のハンドリングまたは洗浄能力のある施設による石

炭または炭質物質のハンドリングまたは洗浄  
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Schedule 4 - EPBC 法に基づく承認手続き 144 

 

 

                                                   
144 上図は EPBC Act - Environment Assessment Process (Department of Environment and Energy) から抜粋したも

のである。http://www.environment.gov.au/system/files/resources/d60cdd6a-8122-473a-bbd0-
d483662cef3e/files/assessment-process_1.pdf  

http://www.environment.gov.au/system/files/resources/d60cdd6a-8122-473a-bbd0-d483662cef3e/files/assessment-process_1.pdf
http://www.environment.gov.au/system/files/resources/d60cdd6a-8122-473a-bbd0-d483662cef3e/files/assessment-process_1.pdf
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