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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モスクワ事務所が現地コン
サルタント（野村総合研究所モスクワ支店）の協力を
得て、2016年3月時点でのロシア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。

Ⅰ．鉱業関連組織
1．鉱業関連行政機関

鉱業分野の規制を行う主要連邦行政機関を図1.1に
示す1。

図1.1　鉱業関連行政機関

1 投資家からは、採掘部門の規制機関の数が多すぎる、その仕事が往々にして形式主義的である、決定に矛盾があ
る、審査料が高すぎる等という意見がある。また、決定を承認すべき国家機関に当該事案の専門家がいないとの
意見もある。さらに、これら行政機関の手数料は、中小投資家にとって高額であるとの意見もある（国家審査料
はプロジェクトの規模によっては数十万US$、採掘許可取得の総費用は数百万US$にもなることがある。）

Official name ロシア天然資源・環境省
Ministry of Natural Resources and Environment of the Russian Federation

Address 125993 Moscow, 4/6 B. Gruzinskaya street
Email minprirody@mnr.gov.ru 
Tel. number +7 （499） 254-48-00
Fax. +7 （499） 254-43-10, +7 （499） 254-66-10
Website https://www.mnr.gov.ru/

（1）ロシア連邦天然資源・環境省

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。
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ロシア連邦天然資源・環境省は、下記分野の国家
政策立案及び法規制を担う連邦行政機関である。

・ 天然資源（地下資源を含む）の調査・利用・再
生・保全 

・ 国家環境モニタリング 
・ 環境保護（特別に保護すべき自然地域の国家環境

監視及び国家環境アセスメント関連を含む）

「ロシア連邦天然資源・環境省に関する規定2」に従
い、 天然資源・環境省は、地下資源利用関連の法令

（地下資源鉱区利用ライセンスの再交付手続き、国家
鉱床台帳作成・管理手続き、地下資源利用に対する定
期的支払いの具体的料率の算定方法、地下資源鉱区利
用権の入札または競売参加料の算定方法、その他）を
独自に定める。

連邦地下資源利用庁（Rosnedra）は、地下資源利用
分野の国家サービス提供・国家資産管理を担う連邦行
政機関であり、天然資源・環境省の管轄下にある。

業務は直接または同庁の地方機関、下部組織を通
じて行われる。
「連邦地下資源利用庁に関する規定3」に従い、

Rosnedraは以下を含む業務を行う。 
・ 国家地質調査
・ 地質調査プロジェクトの審査
・ 鉱床及び地下資源鉱区の地質経済性・価額評価
・ 地下資源利用権の入札・競売実施
・ 鉱物確認埋蔵量情報、利用に供される地下資源

鉱区に関する地質・経済情報の国家審査実施
・ 鉱物埋蔵量の規格分類、確認埋蔵量算定のため

の最終的なFSに基づいた表土、母岩（脈石）、採
鉱・選鉱尾鉱に残存する鉱物含有基準量の決定

・ 国家地質調査で得られた地質情報の提供
・ 施設建設予定区域の地中における鉱物の不存在

についての判定、及び鉱床エリアの施設建設と
地下構造物設置の許可交付

・ 国家地下資源利用ライセンス交付制度の組織的
支援

・ ライセンス取得申請の登録と関係連邦構成主体
の行政機関への通知

・ ロシア連邦の法律が定める手続きによる地下資
源鉱区利用権供与の決定

・ ロシア連邦の法律が定める手続きによる入札（競
売）結果の承認

・ 地下資源利用ライセンスの交付・登録
・ 地下資源鉱区利用ライセンスの変更・追加及び

ライセンス再交付
・ 連邦自然利用監督庁その他の管轄機関の提案に

図1.2　ロシア連邦天然資源・環境省の組織図 
出典：ロシア連邦天然資源・環境省HP

Official name 連邦地下資源利用庁
Short name Rosnedra
Address 125993 Moscow, 4/6 B. Gruzinskaya street
Email rosnedra@rosnedra.gov.ru
Tel. number +7 （499）254-48-00
Website http://www.rosnedra.gov.ru/

2 2015年11月11日付ロシア連邦政府決定第 1219号 （2015年12月25日付で改訂）「ロシア連邦天然資源・環境省に関
する規定の承認」

3 2004年6月17日付ロシア連邦政府決定第293号 （2014年12月27日付で改訂）「連邦地下資源利用庁に関する規定の
承認」

（2）連邦地下資源利用庁

2



基づくものを含め、地下資源鉱区利用権の期限
前終了・一時停止・制限の決定

・ 地下資源利用に対する定期的支払いについて地
下資源鉱区毎に具体的料率を設定

・ 地下資源利用者に供され、地下資源利用関連の
作業（地域的意義を有する地下資源鉱区利用関連
は除く）の実施に不可欠な土地区画における主要
建設物の建設・改修許可の交付・有効期間延長・
変更・打ち切り・交付拒否

・ 連邦地下資源利用庁が建設・改修を許可した主
要建設物の操業開始許可の交付または交付拒否

・ 国家鉱床台帳及び国家鉱物埋蔵量バランスシー
トの作成・管理、同バランスシートへの鉱物埋
蔵量の登録・抹消

・ 地質調査、鉱物採掘目的及び鉱物採掘に関係な
い目的のために供与された地下資源鉱区、地下
資源利用ライセンスの国家記録管理及び国家登
録簿管理 

連邦自然利用監督庁（Rosprirodnadzor）は、自然
利用分野の管理・監督、またその権限内で環境保護分
野（国家環境アセスメントを含む）の管理・監督を行
う連邦行政機関である。

業務は直接または同庁の地方機関を通じて行われ
る。

Rosprirodnadzorは、その権限内で、以下を含む連
邦レベルの国家環境監視を行う。

・ 地質調査、地下資源の合理的利用・保全の監視
・ ロシア連邦大陸棚における環境監視
また、ユーラシア関税同盟加盟国による第三国と

の輸出入取引において、禁止または制限が適用されて

図1.3　地下資源利用庁組織図
出典：地下資源利用庁HP

（3）連邦自然利用監督庁

Official name 連邦自然利用監督庁
Short name Rosprirodnadzor
Address 125993 Moscow, 4/6 B. Gruzinskaya street
Tel. number +7 （800） 550-80-45
Fax +7 （499） 254-58-88
Website http://rpn.gov.ru/
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いる以下を含む商品グループの商品に関して、制限適
用規則が定める場合には、商品の輸出入ライセンス交
付申請の承認、その他の許可書の作成を行う。

・ 鉱物原料 （天然未加工石）
・ 地下資源情報

連邦水資源庁は天然資源・環境省の管轄下にあり、
水資源の合理的利用・再生・保全措置、水災害の防

止・撲滅を行う。 

図1.4　連邦自然利用監督庁本庁組織図
出典：連邦自然利用監督庁HP

（4）連邦水資源庁

Official name 連邦水資源庁
Short name Rosvodresursy
Address 117292 Moscow, 1-8 Kedrova street 
Tel. number +7（499） 125-52-79
Fax +7（499） 125-22-36
Email water@favr.ru
Website http://voda.mnr.gov.ru/favr/
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連邦林業庁は天然資源・環境省の管轄下にあり、
合理的森林利用、森林・動物（狩猟対象は除く）の再

生・保全・保護、森林経営のための土地改良その他の
作業、林地の合理的利用に関する法的規制を行う。

連邦環境・技術・原子力監督庁（Rostechnadzor）
は、鉱業分野において地下資源利用者に対し以下につ
いての監視を行う。

・ 採鉱、選鉱及び坑内作業を行う施設の設計・建
設・操業・休眠化・廃止、危険物輸送、同施設
で使用される機械設備の製造・据付・調整・保
全・修理を行う際の産業安全基準の順守

・ 地下資源利用関連作業の安全基準順守、同作業
による住民・自然環境・建造物・自然物への有
害作用（採鉱施設及び採鉱に関係しない地下構造
物の休眠化・廃止によるものも含む）の防止・除
去規定の順守

・ 鉱業開発の技術設計・計画・工程図その他地下
資源利用関連作業向け文書を実行する際の技術
基準の順守

・ 採鉱と地下構造物のパラメータ、地下構造物の
建設・操業区域の位置、割当鉱区の範囲、採鉱・
発破作業範囲、危険地帯、採鉱・岩盤移動によ
る有害な影響からの保護地帯、保安鉱柱の範囲、
露天採鉱場側壁の範囲に関する地下資源利用者
による測定・決定の正確性

・ 鉱山の大気状態及び同大気中の酸素・有害ガス・
爆発性ガス・粉塵含有量の管理基準、ガス突出・
山はね・浸水・落盤の予測・防止策の管理基準
の順守

・ 採鉱の正常な工程と正確な記録、危険な状況の
予測に不可欠な測量管理の実施、地下資源の利
用・保全における所定の測量書類管理基準の順
守

連邦税務庁は、租税公課に関するロシア連邦の法
律の順守、租税公課の算定の正確性及び関係予算への
納付の完全性・適時性を監督・監視する。また、ロシ
ア連邦の法律が定める場合は、その他の義務的納付に
ついても、算定の正確性、関係予算への納付の完全

性・適時性の監督・監視を行う。同庁の法人課税部の
主要業務の一つとして、地下資源利用に伴う支払いの
算定及び関係予算への納付の完全性・適時性に関する
税務機関への指導がある。

（5）連邦林業庁

（6）連邦環境・技術・原子力監督庁

（7）連邦税務庁

Official name 連邦林業庁
Short name Rosleshoz
Address 115184 Moscow, 59/19 Pyatnitskaya street
Tel. number +7 （495） 953-37-85
Website http://www.rosleshoz.gov.ru/

Official name 連邦環境・技術・原子力監督庁
Short name Rostechnadzor
Address 105066 Moscow, 1-4 A. Lukyanova street
Tel. number +7（495） 646-33-00
Fax +7（495） 646-33-01

Email O.Zotova@gosnadzor.ru
A.Voronets@gosnadzor.ru

Website http://www.gosnadzor.ru/

Official name 連邦税務庁（Federal Tax Service）
Address 127381 Moscow, 23 Neglinnaya street
Tel. number 8-800-222-2222

Fax +7（495）913-00-05
+7 （495） 913-00-06

Website https://nalog.ru
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連邦独占禁止庁は、法令の採択、独禁法順守の監
督、自然独占体の活動に関する法律順守の監督（法律
が定めた独占禁止機関の権限内）、広告に関する法律
順守の監督、国防・国家安全保障にとって戦略的に重
要な企業への外国投資の管理、国家国防発注、政府及
び地方自治体向けの商品・役務調達の監督（監視）、
納入業者（請負業者等）の非公開選定方式利用の承認
を行う。

同庁の外国投資管理部は、以下を主要業務とする。
・ 対ロシア外国投資を管理する管轄機関としての

連邦独占禁止庁の業務を遂行
・ 政府外国投資監視委員会の業務を情報・分析面

でサポート

・ 対ロシア外国投資管理関連の法律違反の摘発・
阻止対策を実施

・ 所管事項に関し、連邦独占禁止庁の下部組織を
指導

（9）外国投資監視委員会
外国投資監視委員会は、以下を主要業務とするロ

シア連邦政府の調整・審議機関である。
・ 戦略的に重要な企業に対する外国投資家または

外国投資家を傘下にもつ団体の支配を伴う取引
の連邦法に基づく事前承認

・ 戦略的に重要な企業に対する外国投資家または
団体の支配の承認もしくは承認拒否

（8）連邦独占禁止庁

Official name 連邦独占禁止庁（Federal Antimonopoly Service）
Address 125993 Moscow, 11 Sadovaya-Kudrinskaya street
Tel. number +7（499） 755-23-23
Fax +7（499） 755-23-24, +7（499） 755-23-23
Email delo@fas.gov.ru
Website http://www.fas.gov.ru/
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2．探鉱関係組織
（1）JSC Rosgeologia
a）概要

Rosgeologia社は、多角的地質調査企業グループで
あり、国内30地域の各種国営地質調査企業38社を統
合し、地質調査関連の幅広いサービスを提供してい
る。

同社は2011年7月15日にロシア連邦大統領令第957
号「公開型株式会社Rosgeologia」により設立され、
戦略的企業リストに入っている。優先事業分野は、ロ
シア連邦の有望地域の地質調査・資源ポテンシャルの
確認、鉱物資源埋蔵量再生を目的とする既開発・新規
地区における未割当地下資源の資源ポテンシャルの特
定と評価、地中状態の国家モニタリングである。

b）Rosgeologia社への統合
2014年5月14日、「Rosgeologia社の2020年までの発

展戦略」が取りまとめられ、「2014～2016年の民営化
予 測 計 画」（2013年7月1日 付 ロ シ ア 連 邦 政 府 令 第
1111-r号）に含まれる地質・研究関係の国営企業を
Rosgeologia社に統合することとされた。Rosgeologia
社をベースとする統一された高効率の研究・生産クラ
スターを形成するため、現在も統合が続けられている

（2017年2月以降に統合が完了する予定）。従来、独立
系の地質調査企業は、国家予算及び地下資源利用者の
資金で履行される地質調査の受注をめぐって激しい競
争を行ってきたため、採算性が低く設備の近代化・更

新、革新技術の導入に必要な投資が滞ってきたと指摘
されており、統合によりこれらが改善されると期待さ
れる。
「連邦地下資源利用庁（Rosnedra）が実施する役務

調達の独占的履行者を2年間Rosgeologia社とする件」
（2015年6月4日付ロシア連邦政府令第1026-r号）によ
り、国家プログラム「天然資源の再生と利用」のサブ
プログラム「鉱物資源基盤の再生、地下資源の地質調
査」の一環として、連邦地下資源利用庁（Rosnedra）
が発注する業務の履行独占権がRosgeologia社に与え
られた。地質調査だけでなく、地域的事業、地図作成
業務、探鉱・深部ボーリング等も入札を経ずに受注で
き る こ と と さ れ た。 当 該 政 府 決 定 に よ り、
Rosgeologia社は2年間地質調査予算割当を独占的に
使用できる。他の企業は、石油、ガス及びコンデン
セート、ウラン、鉄類、非鉄金属、添加金属、レアメ
タル、ダイヤモンド及び貴金属、非金属鉱物、飲料用
地下水及び鉱水に関してRosnedraが実施する地質調
査の入札に参加できない。

1.2.1.3.　Rosgeologia社の傘下企業
2016年6月現在、Rosgeologia社には国内53社が統

合されている（今後10社が統合される予定）。傘下企
業を表1.1に示す。

Official name JSC Rosgeologia
Address 117246 Moscow, 3-43 Khersonskaya street, “Gasoil City” Business Center 
Tel. number +7（495）988-58-07, +7（495）988-58-09
Fax +7 （499） 271-97-60

Email info@rusgeology.ru
pr@rg-inform.ru 

Website http://www.rosgeo.com

表 1.1　Rosgeologia社の傘下企業
企業名 事業分野 所在地

シベリア連邦管区
JSC «Gorno-Altaisk Expedition» 土木地質調査

地質測量
Maloeniseiskoe village, Biysk, 
Altai territory

JSC «Krasnoyarskgeolsyomka» 地質調査（鉱物）
地質環境モニタリング
地質測量

Krasnoyarsk 

JSC «Zapsibgeolsyomka» 地質調査（鉱物）
地質測量

Elan settlement, Kemerovo 
region

JSC «Gravimetric Expedition No.3» 地質調査（鉱物） Krasnoyarsk
JSC «Buryatgeotsentr» 地質調査（鉱物）

石材加工
Ulan-Ude

JSC «Chitageolsyomka» 地質測量 Chita
JSC «Irkutskgeofizika» 地質調査（鉱物・炭化水素） Irkutsk
JSC «Centre for management of non-core assets» 土地測量 Abakan
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JSC «Chitageologorazvedka» 地質調査（鉱物・水）
土木地質調査

Chita 

OJSC «Sibneftegeofizika» 地質調査（炭化水素）
地質環境モニタリング

Novosibirsk

中央連邦管区
JSC «Zarubezhgeologia» 地質調査（鉱物・水）

土木地質調査
地質測量
研究開発
実験研究

Moscow

JSC «Tula Scientific and Research Geological 
Enterprise» （Tula NIGP）

地質調査（鉱物） Tula

JSC «All-Russian Research Institute of Geophysical 
Exploration Methods» （VNIIGeofizika）

地質調査（鉱物・炭化水素）
土木地質調査
研究開発
土地測量

Moscow

JSC «Nedra Scientific and Engineering Centre» 地質調査（鉱物・炭化水素）
深部ボーリング
土木地質調査
実験研究

Yaroslavl

JSC«Moscow Research Centre for Geoenvironmental 
Surveys and Subsoil Management» （Geocentre - 
Moscow）

地質調査（鉱物・水）
地質環境モニタリング
土木地質調査
地質測量

Moscow

JSC «Alexandrovskaya Experimental and 
Methodological  Expedition» （AOME）

地質調査（鉱物）
研究開発
実験研究

Aleksandrov 

JSC «Tsentrkvarts» 地質調査（鉱物）
石材加工

Moscow

OJSC «All-Russian Scientific Research Institute of 
Foreign Countries Geology» 

研究開発
実験研究

Moscow

OJSC «Central Geophysical Expedition» 地質調査（炭化水素）
研究開発

Moscow

北西連邦管区
JSC «Sevmorgeo» 地質調査（鉱物・炭化水素・大

陸棚・大洋）
研究開発

St. Petersburg

JSC «Severkvartssamotsvety» 地質調査（鉱物）
石材加工

St. Petersburg

JSC «Saint-Petersburg Complex Geological Expedition» 地質調査（鉱物・水）
地質環境モニタリング
土木地質調査
地質測量

St. Petersburg

JSC «Sevzapgeologia» 地質調査（鉱物） St. Petersburg
OJSC «Arctic Marine Engineering Geological 
Expeditions» 

地質調査（大陸棚・大洋）
土木地質調査研究開発
実験研究

Murmansk

OJSC «Sevmorneftegeofizika» 地質調査（大陸棚・大洋）
研究開発

Murmansk

OJSC «Kaliningradgeofizika» 地質測量
研究開発

Kaliningrad

OJSC «Ukhtaneftegasgeologiya» 地質調査（炭化水素） Ukhta
極東連邦管区

JSC «Primorgeologia» 地質調査（鉱物）
実験研究

Vladivostok

JSC «Georegion» 地質調査（鉱物）
土木地質調査
地質測量

Anadyr

8



JSC «Kamchatgeologia» 地質調査（鉱物）
土木地質調査
地質測量
実験研究

Petropavlovsk-Kamchatsky

JSC «Dalgeofizika» 地質調査（鉱物）
実験研究

Khabarovsk

JSC «Amurgeologia» 地質調査（鉱物）
地質環境モニタリング
地質測量

Blagoveshchensk

JSC «Sakhalin Geological Survey Expedition»
（SakhGRE）

地質調査（鉱物・水）
地質環境モニタリング
地質測量

Yuzhno-Sakhalinsk

OJSC «Dalmorneftegeofizika» 地質調査（炭化水素）
地質調査（大陸棚・大洋）
研究開発

Yuzhno-Sakhalinsk

JSC «Magadangeologia» 地質調査（鉱物）
実験研究

Magadan

北カフカス連邦管区
OJSC «Kavkazgeolsyomka» 地質調査（鉱物）

地質環境モニタリング
土木地質調査
地質測量
研究開発
実験研究

Essentuki

OJSC «Kavkazgeologia» 地質調査（鉱物） Cherkessk
JSC «Koltsovgeologia» 地質調査（鉱物）

地質環境モニタリング
土木地質調査

Essentuki

OJSC «Sevosgeologorazvedka» 地質調査（鉱物）
地質環境モニタリング

Vladikavkaz

OJSC «Stavropolneftegeofizika» 地質調査（炭化水素） Stavropol
南部連邦管区

OJSC «Yuzhgeologia» 地質調査（鉱物）
地質環境モニタリング
土木地質調査
実験研究

Rostov-on-Don

OJSC «Volgogradneftegeofizika» 地質調査（鉱物・炭化水素）
土木地質調査
研究開発

Volgograd

OJSC «Krasnodarneftegeofizika» 地質調査（炭化水素・水）
研究開発

Krasnodar

OJSC «Soyuzmorgeo» 地質調査（大陸棚・大洋）
研究開発

Gelendzhik

ウラル連邦管区
OJSC «Bazhenovskaya Geophysical Expedition» 地質調査（鉱物・炭化水素）

土木地質調査
土地測量

Zarechny, Sverdlovsk region

OJSC «Chelyabinskgeolsyomka» 地質調査（鉱物）
地質環境モニタリング
地質測量

Chelyabinsk

OJSC «Nizhnevartovskneftegeofizika» 土木地質調査
研究開発

Nizhnevartovsk

沿ヴォルガ連邦管区
JSC «Kama Research Institute for Comprehensive 
Surveying of Deep and Ultradeep Holes»

地 質 調 査（鉱 物・ 炭 化 水 素・
水）
研究開発

Perm 

JSC «Geokarta-Perm» 地質測量 Perm
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2015年2月19日付ロシア連邦大統領令第82号に従い、
10社が24ヵ月以内（2017年2月まで）にRosgeologia社

に統合される（表1.2参照）。

JSC «Volgageologia» 地質調査（鉱物・水）
地質環境モニタリング
土木地質調査
地質測量
実験研究

Nizhniy Novgorod

JSC «Votemiro Company» 地質調査（鉱物・水）
地質環境モニタリング
土木地質調査
地質測量

Nezhinka village, Orenburg 
region 

OJSC «Permneftegeofizika» 土木地質調査
研究開発

Perm

OJSC «Samaraneftegeofizika» 地質調査（炭化水素・水）
土木地質調査
研究開発

Samara

表1.2　公開型株式会社に改編され、株式100％マイナス一株がロシア連邦出資金として2017年2月までに
公開型株式会社Rosgeologia社の定款資本に繰り入れられる連邦国家単一企業の一覧
企業名 事業分野 所在地

シベリア連邦管区
Siberian Research Institute of Geology, 
Geophysics and Mineral Resources

・　 探鉱の科学的実証、現行税制及び生産分与契約にお
ける炭化水素原料鉱床の探査・開発の有効性評価 

・　 物理探査の新機軸の方法論基礎の開発、地域的地質
調査・鉱物探査・水文地質作業のためのロシアの最
新地震・電気探査テレメトリーシステムの開発

Novosibirsk

地質企業Urangeologorazvedka ・　 あらゆるタイプの鉱物・鉱物原料の地質調査（予測・
探鉱作業から詳細探査、地質試料の総合分析、国家
鉱量委員会による報告書審査、採掘・開発に向けた
鉱床準備まで）

Irkutsk

中央連邦管区
All-Russian Research Institute of 
Hydrogeology and Engineering 
Geology

・　 地域的水文地質・土木地質・凍土学・環境地質学作
業及びロシア連邦国土の地図作成

・　 地下水資源量・埋蔵量の状態の調査・評価・予測
・　 地中状態の国家モニタリングシステムの構築・整備
・　 地質災害拡大のメカニズム・法則性 の調査
・　 地震地殻力学調査・地震予測

Zeleny, Moscow region

研究生産企業Aerogeologia ・　 各種地質調査・環境地質学調査及び環境モニタリン
グにおける地球リモートセンシングデータの徹底活
用 

Moscow

北西連邦管区
研究生産企業  Geologorazvedka ・　 地質・地球物理新技術の開発

・　 地質環境モニタリング
St. Petersburg

All-Russia Petroleum Research 
Exploration Institute

・　 地質調査
・　 各種規模の石油ガス鉱床の定量的資源評価・地質経

済学評価方法、地質調査効率、局在資源の評価方法、
潜在的石油ガス集積地帯の評価方法の開発・改善

St. Petersburg

研究生産企業Polar Marine Geosurvey 
Expedition

・　 地質・地球物理学調査
・　 地質環境モニタリング

St. Petersburg

南部連邦管区
State Scientific Center of the Russian 
Federation – Federal State Unitary 
Geological Enterprise « Southern 
Scientific and Production Association 
for Marine Geological Operations»

・　 石油ガス集積区域発見のための海底調査
・　 探鉱・採掘、環境問題解決、環境保護のための高効

率の海洋地質工学・技術の創出

Gelendzhik

Russian Research Geological 
Prospecting Institute of Coal Deposits

・　 固体化石燃料関連の研究開発・地質学方法論・分
析・技術・設計・環境地質学作業

Rostov-on-Don
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（2）鉱業関連業界団体
鉱業関連業界団体は表1.3のとおり。

沿ヴォルガ連邦管区
Nizhnevolzhsky Scientific & Research 
Institute of Geology and Geophysics

・　 地質調査モニタリング及び地質調査方針の基礎付け
・　 地下資源ライセンス交付・資源基盤のモニタリング
・　 炭化水素原料の地域・区域・詳細調査

Saratov

表1.3　鉱業関連業界団体
名称・設立年 活動 住所・電話

ロシア金生産者同盟
 （1995年）

・　 ロシアの産金業・貴金属市場の発展
・　 貴金属市場、地下資源利用の法的枠組みの整

備
・　  ロシアの国家機関・社会組織その他組織に対

するロビー活動

119019 Moscow, 11 Noviy Arbat 
street 
+7 （495） 691 60 32
E-mail: ugpr@bk.ru

NPO「ロシアの鉱業家」
（1999年） 

・　 鉱物資源部門の効率化に向けた行政・立法機
関との協力

125009 Moscow, 9 Degtyarniy lane
+7 （495） 411-53-36

ロシア鉱業・製錬業協会 
（1997年）

・　 製錬業界の利益を代表・保護 109074 Moscow, 2 Slavyanskaya sq.
+7 （495）974-70-62
E-mail: amror@amror.ru

全国地下資源審査協会
（2004年）

・　 地下資源利用分野の専門家の能力向上を目的
とする学習セミナー・講演会・研修・会議・
円卓会議の実施

・　 最新の国内・国際地下資源利用基準に基づく
ロシア地下資源利用専門家協会の活動拡大 

・　 地下資源利用の効率化に向けた研究に基づく
審査業務の改善 

・　 国際協力（適正審査のための基準作り、分
類・報告システムの統一化、鉱物資源開発関
連）の発展

・　 地下資源利用に関する国内共通の系統的枠組
みの構築・整備への参画 

115054 Moscow, 2- 71/5 
Pyatnitskaya street
+7 （495） 780-33-12
E-mail: info@naen.ru

ロシア金属製品供給者同盟
（1997年）

・　 国内外の会員利益を代表・保護し、その活動
を調整、紛争の解決

・　 金属製品販売、供給、金属取引、マーケティ
ング、ロジスティクス、保管等の分野におけ
る会員の人材のスキルアップ

・　 会合・コンサルティング・会議の実施、製錬
業界に対する生産・販売拡大支援

・　 不正行為や外国との競争から国内市場を保護
・　 販売、金属取引、産業向け金属加工、リサイ

クルの最新方式の国内普及

129085 Moscow, 1-9 Bolshaya 
Mariinskaya street 
+7 （495） 925-05-49
E-mail: mail@rspm.ru

特殊鋼・合金消費者供給者協会
（2006年）

・　 特殊鋼・合金市場発展に向けた会員の団結・
協調

・　 特殊鋼・合金製品の生産・消費拡大の促進
・　 情報提供の拡充と特殊鋼・合金製品の消費文

化形成

11710 Moscow, 1-17 Varshavskoe 
shosse 
+7 （495） 509-85-50
E-mail: pro@ussa.su

NPO「亜鉛発展センター」 ・　 亜鉛国内市場の発展・保護のための市場志向
戦略の策定 

・　 会合・コンサルティング・会議の実施による
内外の亜鉛生産者・消費者の活動の調和 

・　 亜鉛産業への国内外からの投資誘致を支援
・　 亜鉛製品生産者と消費者の互恵的関係の発展

支援
・　 亜鉛製品の生産・消費状況（技術、設備、商

品市場等）のデータバンク構築 
・　 信頼性のある最新式の情報（海外市況情報

等）交換システム構築と会員への提供、宣伝
材料の製作・発行 

・　 亜鉛市場形成・マーケティングに関する海外
の最新ノウハウ利用のため、亜鉛市場開発の
有力国際組織・センターと協力 

125009 Moscow, 1-12 Tverskaya 
street 
+7 （495） 772-07-39
E-mail: polkin@zdc.ru
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3．鉱業関連法律事務所
鉱業関連法律事務所は表1.4のとおり。

表1.4　鉱業関連法律事務所

Official name Website 
Contact information 

Address Tel Fax

ALRUD http://www.alrud.ru/
125040 Moscow, 6 

floor, 2-17 Skakovaya 
street

+7（495）234-96-92,
+7（495） 926-16-48 +7（495）956-37-18

Goltsblat BLP http://www.gblplaw.
ru/

123100 Moscow, 
Moscow City, 

Gorod stolits, 1-8 
Presnenskaya 
embankment

+7 （495） 287-4444 +7 （495） 287-4445

Dentons www.dentons.com/
ru.aspx

125047 Moscow, 
Belye sady, 7 Lesnaya 

street
+7 （495） 644-0500 +7 （495） 644-0599

YUST www.yust.ru 119002 Moscow, 43 
Sivtsev Vrazhek lane

+ 7 （495） 795-0845
+ 7 （495） 795-3272 +7 （499） 241-1948

HOGAN LOVELLS www.hoganlovells.
com/ru/

125009 Moscow, 
9 floor, Summit, 22 

Tverskaya
+7 （495） 933-3000 +7 （495） 933-3001

Allen & Overy Legal 
Services

www.allenovery.com/
pages/default.aspx

107031 Moscow, 9 
Dmitrovskiy lane +7 （495） 725-7900 -

Baker & McKenzie www.bakermckenzie.
com

127006 Moscow, 12 
floor, Sadovaya Plaza, 

7 Dolgorukovskaya 
street

+7 （495） 787-2700 +7 （495） 787-2701

Vinson & Elkins LLP www.velaw.com
123242 Moscow, 6 
floor, 31 Novinskiy 

blvd.
+7 （495） 544-5800 +7 （495） 544-5801

GIDE LOYRETTE 
NOUEL www.gide.com 107031 Moscow, 7 

Petrovka street +7 （495） 258-3100 +7 （495） 258-31-01

Debevoise & Plimpton 
LLP www.debevoise.com

123242 Moscow, 
2-4/7 Vozdvizhenka 

street
+7 （495） 956-3858 +7 （495） 956-3868

DLA Piper Rus Limited www.dlapiper.com 125009 Moscow, 25 
Leontievskiy lane +7 （495） 221-4400 +7 （495） 221-4401

Integrites www.integrites.com

123317 Moscow, 
block 7, Bashnya na 

Naberezhnoy, Moscow 
City, 10 Presnenskaya 

embankment

+7 （495） 660-50-70 +7 （495） 660-50-70
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4．鉱物埋蔵量・資源量のロシア式分類
鉱物埋蔵量・資源量のロシア式分類は表1.5のとお

り（2006年12月11日付ロシア天然資源省令第278号に
より承認）。

表1.5　鉱物埋蔵量・資源量のロシア式分類
分　　類 説　　明

経済的意義に基づく鉱物埋蔵量分類
バランス

（商業性あり）
地下資源の合理的利用及び環境保護の要件を遵守する機材・技術を鉱物資源の採掘・処理に利用し
た場合、FSにより、評価時点で競争市場下の開発に採算性がある埋蔵量

オフバランス
（潜在的な商業性あり）

1） FSでは技術経済評価が低いため、評価時点で競争市場下の開発に採算性がない（赤字である）
が、鉱物価格の変化、最適な販売市場や新技術の出現により開発が経済的に成立し得る埋蔵量

2） バランス埋蔵量の要件を満たしているが、水資源保護地帯、居住区、建造物、農業施設、自然保
護区、天然・歴史・文化記念物の境界内に存在するため、評価時点では利用が不可能な埋蔵量

地質調査レベルに基づく埋蔵量・資源量のカテゴリ
地質調査レベルに基づく鉱物埋蔵量のカテゴリ
カテゴリA埋蔵量 詳細に探査された埋蔵量。鉱体及び鉱床の範囲は確定している。決定された鉱石の品位・量、開発

条件には信頼性がある。鉱床は、トレンチ、試錐及び（または）坑道により調査されている。探査
データは開発計画の信頼性を保証する。

カテゴリB埋蔵量 かなり詳細に探査された埋蔵量。鉱床及び鉱体主要部分の範囲は確定している。鉱石の品位・量、
開発条件は詳細に決定されている。鉱床はトレンチ、試錐または坑道により調査されている。探査
データは開発計画の信頼性を相当程度まで保証する。

カテゴリC1埋蔵量 広間隔のグリッドで探査された埋蔵量。鉱床及び鉱体の範囲の解釈には信頼性がある。このカテゴ
リには、カテゴリA、B層に隣接する埋蔵量も含まれる。鉱石量は所定の平均的指標に基づいて決定
され、かなり正確である。鉱石品位と開発条件は実験的調査と類推により決定される。鉱床はトレ
ンチ、試錐または坑道により調査されている。このカテゴリが適用されるのは、構造が非常に複雑
で、鉱化の分布に一貫性がなく、探査グリッドを密にすることが適切でない鉱床における鉱山設計
である。

カテゴリC2埋蔵量 暫定的に評価された埋蔵量。鉱体の範囲は、主に既知の地質構造の範囲内及びカテゴリA、B、C1
層の隣接エリアにおける推定により定められる。鉱石量と品位は限られたデータに基づいて決定さ
れ、実験的調査により承認され得る。鉱化帯及び鉱体はトレンチ、個々の試錐または坑道により必
ずしも十分調査されていない。カテゴリC2埋蔵量は追加探査を要し、探査・開発企業の設計にのみ
利用し得る。

確度に基づく地下資源鉱区の資源量のカテゴリ
カテゴリP1資源量 推定・暫定的に評価された資源量。鉱化帯の範囲は鉱物を含有する地質構造に基づき、また探査済

層の隣接エリアにおいて推定される。鉱石量と品位は限られたデータに基づき決定される。鉱化帯
はトレンチ、個々の試錐または坑道により必ずしも十分に調査されていない。カテゴリP1資源量は
埋蔵量増加の主要供給源である。

カテゴリP2資源量 予測資源量。 有望な鉱徴または鉱化帯は、探査指標の存在を特徴とする地質構造により解釈される。
カテゴリP2資源量は地球物理、地球化学データに基づく。

カテゴリP3資源量 予想資源量。理論構成、鉱床成因論的・構造的地質分析、地域的地球化学・地球物理データの解釈
に基づく予想がカテゴリP3資源量 に分類される。

調査レベルに基づく鉱床分類
探査済 埋蔵量、埋蔵量の質、技術特性、開発の水文地質学的・鉱山工学条件が、試錐及び採鉱場により、

商業開発のFS作成のために十分詳細に調査された鉱床（地下資源鉱区）。
評価済 埋蔵量、埋蔵量の質、技術特性、開発の水文地質学的条件・鉱山工学条件が、今後の探査・開発の

妥当性を裏付けられるレベルで調査された鉱床
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ロシア式分類とJORCの分類のおおよその対応関係
は次のとおり。

5．地下資源鉱区の体系化
地下資源鉱区は、重要度別、目的別、利用度別、

状態別に、体系化することができる。概要はつぎのと
おり。

（1）重要度別
地下資源法に従い、地下資源鉱区は、ロシア連邦

政府（連邦予備地下資源鉱区に属する地下資源鉱区）、
国家地下資源を管理する連邦機関及びその地方機関、
ロシア連邦構成主体の行政機関、地方自治体の直接管
轄下に置かれる。これにより、地下資源鉱区は重要度
別に、「連邦予備地下資源鉱区」、「連邦管轄地下資源
鉱区」、「ロシア連邦構成主体管轄地下資源鉱区」、

「地方自治体管轄地下資源鉱区」に分類される。 

（2）目的別
地下資源利用形態により、調査用地下資源鉱区と

開発用地下資源鉱区に分類される。  

（3）利用度別
地下資源法に従い、地下資源鉱区は利用・未利用

に分けられ、それぞれ割当済地下資源鉱区と未割当地
下資源鉱区を形成する。割当済地下資源鉱区は、所定
の手続きにより地下資源利用権の許可証が交付された
地下資源鉱区である。未割当地下資源鉱区は、地質調
査あるいは地下資源利用対象の開発が予定されている
が、地下資源利用権の許可証がまだ交付されていない
地下資源鉱区である。法的関係に関しては、前者は地
下資源利用者の管轄下、後者は国家の管轄下にある。
この二つの利用度別カテゴリに入らない地下資源鉱区
は、地位未決定の地下資源鉱区となる。

（4）状態別
地下資源鉱区の状態別の分類は以下の通りである 。

①予備的
・ 連邦予備地下資源鉱区に属する地下資源鉱区、

また開発作業が中止され、許可証が取り消され
た地下資源鉱区で、完全には開発されていない
か、全く開発されていないもの。このカテゴリ
に該当するのは、国家または地域鉱床台帳に登
録されているが開発されていない鉱床を含む、

「計画中」カテゴリに入らない全ての地下資源鉱
区である。

②計画中
・ 国家もしくは連邦構成主体の短期（特定年度）の

地質調査計画、またはライセンス交付計画に含
まれるが、地下資源利用者が決定していない（許
可証未交付の）地下資源鉱区。

③調査中
・ 地下資源利用者が決定し（許可証交付済）、作業

完了期限が定められている調査用地下資源鉱区。
④停止中
・ 地質調査が中止されたが、最終報告が提出され

ていない調査用地下資源鉱区。合法的な許可証
があるが、開発作業が行われていない（中止また
は一時停止された）開発用地下資源鉱区。

⑤開発中
・ 地下資源利用者が決定し、準備作業を含む開発

作業が行われている地下資源鉱区。
⑥無許可開発中
・ 許可証なしに開発（調査）が行われている地下資

源鉱区。
⑦調査済
・ 地質調査が完了し、ライセンス条件に従って取

得した地質情報が地質情報バンクに提出された
地下資源鉱区。

⑧開発済
・ 開発作業が完了し、地下資源利用対象が完全に

ロシア（国家鉱量委員会） 海外（JORC）
A、B埋蔵量 確認埋蔵量/精測資源量
C1埋蔵量 確認及び推定埋蔵量/ 概測資源量
C2埋蔵量 推定埋蔵量/ 概測資源量
P1資源量 概測資源量
P2資源量 予測資源量
P3資源量 対応なし

出典： 2006年12月11日付ロシア天然資源省令第278号、2007年9月25日付Vestnik zolotopromyshlennika掲載記事「埋蔵
量分類：類似と相違」を基に作成4

4 埋蔵量：地中に存在する鉱物の量であり、その存在と種類は調査結果と採取された試料により確認される。
資源量 ：地中に存在する鉱物の量であり、その存在と種類は地質調査の間接的類推法により確認される。
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開発され（坑内施設が廃止済）、採鉱場が廃止さ
れ、関連するライセンス鉱区の土壌回復が行わ
れた地下資源鉱区。

⑨廃止済
・ 地質調査を実施することなく地質調査計画から

除外された地下資源鉱区。権利の対象（経済活動
の対象）でなくなった地下資源鉱区。例えば、他
の地下資源鉱区との統合、別個の地下資源鉱区
への分離等による。
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Ⅱ．地下資源法
1．地下資源の所有権

ロシア連邦領域内の地下資源の所有権については、
地下資源法（以下2．において「法」という。）第1条2
に規定されている。概要は次のとおり。

・ ロシア連邦領域内の地下資源（地下空間および地
下資源に含まれる鉱物 、エネルギー資源その他
の資源を含む）は、国有財産である

・ 地下資源鉱区は、売買、贈与、相続、寄進、抵
当の対象とすることはできず、その他の形態で
処分することはできない

・ 地下資源の利用権は、連邦法が利用権を移転す
る権利を認めていればその認める範囲内で処分
し、他人へ譲渡することができる

・ 地下資源から採掘（生産）された鉱物およびその
他の資源は、ライセンスの条件に基づいて連邦
国有財産、ロシア連邦構成主体財産、地方自治
体（市町村）財産、個人財産その他の財産形態と
することができる

2．鉱区の分類
ロシアの鉱区は、連邦管轄地下資源鉱区、連邦保

留地下資源埋蔵地、地方管轄地下資源鉱区の3種類に
分類される。

（1）連邦管轄地下資源鉱区（法第2条1）
国防の保障および国家の安全を確保する目的から、

特定の地下資源鉱区は連邦管轄地下資源鉱区として取
り扱うものとする。

連邦管轄地下資源鉱区に帰属するのは、以下の地
下資源鉱区である。

・ ウラン、ダイヤモンド、純度が特に高い石英原
料、イットリウム族の希土類、ニッケル、コバ
ルト、タンタル、ニオブ、ベリリウム、リチウ
ム、白金族金属の埋蔵地および露頭

・ ロシア連邦の1つあるいは複数の構成主体の領域
に賦存し、国家鉱物資源登録規定に従い、2006
年1月1日以降、以下の埋蔵量を有する埋蔵地

・ 石油については、可採埋蔵量 が7000万t以上
・ 天然ガスについては、埋蔵量が500億㎥以上
・ 鉱脈金については、埋蔵量が50t以上
・ 銅については、埋蔵量が50万t以上
・ ロシア連邦の内水、領海、大陸棚の地下資源鉱

区
・ 利用の際、防衛、安全のための土地区画の一部

を利用することが必要となる地下資源鉱区

連邦管轄地下資源鉱区のリストは、ロシア連邦の
公的刊行物の中で、ロシア連邦政府が定める手続きに
従って国家地下資源管理局の連邦機関 により公刊さ

れる。公刊された連邦管轄地下資源鉱区は、法第2条
1で定められた要件の変更にかかわらず、連邦管轄地
下資源鉱区の地位を維持する。

外国投資家が参加した法人あるいは外国投資家の
地下資源利用者により行われる地下資源の地質調査に
おいて、複合ライセンスに基づいたものを含め、もし
そこで特性上、法第2条1に定められた要件に合致し
た鉱物鉱床が発見された場合、ロシア連邦政府はその
連邦管轄地下資源鉱区における鉱物の探査および採掘

（生産）のために地下資源鉱区利用権を提供すること
を拒否する決定を採択することが出来る。あるいは複
合ライセンスに基づき地下資源の地質調査が行われた
場合、国の防衛および国家安全に対する脅威が発生す
る際には、この連邦管轄地下資源鉱区における鉱物の
探査および採掘（生産）のための地下資源鉱区利用権
の停止に関する決定を採択することが出来る。地下資
源鉱区利用権の停止に関する決定が採択された場合、
発見された鉱物鉱床の探査と評価のための支出、およ
び複合ライセンスの条件に従って地下資源鉱区の利用
に対して一回限りで（サインボーナス相当）支払った
額に対する、連邦管轄地下資源鉱区における鉱物の探
査および採掘（生産）のための地下資源鉱区利用権の
提供を拒否された人物に対する補償、ならびに当該人
物に対する報酬の支払いは、ロシア連邦政府により定
められた手順により連邦予算の資金で行われる。
「外国投資家」の概念は、1999年7月9日付け連邦法

「ロシア連邦における外国投資について」第2条で示
された意味において使用される。本法においてはロシ
ア連邦の領域で設立されたものも含め、外国投資家の
管理下にある組織も外国投資家と見なされる。

（2）連邦保留地下資源埋蔵地（法第2条2）
戦略的あるいは不足している種類の鉱物資源で、

ロシア連邦の将来的需要を確保するため利用に供され
ていない地下資源埋蔵地の中から連邦保留地下資源埋
蔵地が決められる。

連邦保留地下資源埋蔵地に含まれる地下資源鉱区
は、連邦保留地下資源埋蔵地から除外されることに関
する決定が採択されるまでは利用に供されない。

連邦保留地下資源埋蔵地に含まれることに関する
決定およびそこから地下資源鉱区が除外されることに
関する決定は、連邦法により別段の定めのない限り、
全権を持つ連邦執行機関の申請に基づきロシア連邦政
府により採択される。

（3）地方管轄地下資源鉱区（法第2条3）
地方管轄地下資源鉱区に帰属するのは、次の地下

資源鉱区である。
・ 一般鉱物を含む地下資源鉱区
・ 地方および地域の管轄下にある、鉱物の採掘と

は関係のない地下施設の建設および操業に使用
する地下資源鉱区
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一般鉱物を含む地下資源鉱区の地方管轄地下資源
鉱区に係る地方管轄地下資源鉱区リストの作成および
承認は、国家地下資源管理局の連邦機関またはその地
方機関との調整のもとに、ロシア連邦構成主体執行権
力機関が実施する。

地方管轄地下資源鉱区リストの作製、審議、調整
規定、または同リストの調整拒否規定は、国家地下資
源局の連邦機関が制定する。

3．ロシア連邦行政機関の権限
地下資源利用の諸関係の規制における連邦行政機

関の権限は、次のとおりである　（法第3条）。
・ 地下資源に関するロシア連邦法令の作成および

改善
・ 地下資源利用の連邦政策の決定および実行、連

邦プログラムの策定および実行による利用戦略
の決定、産業基盤となる鉱物資源量の維持およ
び将来的拡大、質的改善の進捗度の決定

・ 地下資源の利用および保護に関する基本規則の
制定、埋蔵量および粗評価資源量等の分類・規
格（規準、規則）の作成

・ 地下資源鉱区利用権の入札・競売参加料の算定
手続きの制定

・ 連邦地質情報バンク及びその地方機関の統一シ
ステムの構築と運営。地下資源利用者が地下資
源利用形態・鉱物タイプに従って連邦地質情報
バンク及びその地方機関、ロシア連邦構成主体
の地質情報バンクに提出する一次地質情報及び
加工地質情報の内容目録の承認。地質情報の内
容・提出様式の要件と提出手続きの承認。ロシ
ア連邦が所有者である地質情報の利用手続き及
び条件の承認。地下資源利用者が提出し、一時
保管のため地下資源利用者に引き渡される地質
情報の内容目録の承認、地下資源利用者による
その一時保管の規則の承認。岩石・コア・地層
水・流体の試料、その他の一次地質情報の物質
媒体の国家特別保管所への提出・保管・取扱い・
記録の規則の制定

・ 連邦国家情報システム「統一地質情報バンク」の
設立、運営規則の制定と運営、情報所有者が統
一地質情報バンクに提出する情報の構成の決定、
統一地質情報バンクの運営者と地質情報の所有
者及び利用者との情報交換手続きの制定、統一
地質情報バンクの情報へのアクセス手続きの制
定

・ 探鉱を行った地下資源の量・価値・危険性等の
当該地下資源の特性に関する情報の国家鑑定の
実施（地方管轄地下資源鉱区に関する情報を除
く）

・ ロシア連邦政府により定められた公的刊行物に
おける連邦管轄地下資源鉱区のリストの公刊、
連邦保留地下資源埋蔵地の作成、生産分与に関

する合意条件により利用に供されることの出来
る地下資源鉱区のリストの制定

・ 連邦構成主体と共同による、一般的な鉱物資源
の地方版リスト作成

・ ロシア連邦構成主体執行権力機関が提出した地
方管轄地下資源鉱区リストの調整、または上記
リストの調整拒否

・ 国家鉱物埋蔵量バランスシートの作成・管理、
採鉱に利用される地下区画及び採鉱に関係しな
い地下構造物の建設に利用される地下区画の国
家登録、国家鉱床台帳の作成・管理。地質調査
事業の国家登録、国家鉱物埋蔵量バランスシー
トの作成・管理規則の制定、国家鉱床台帳の作
成・管理規則の制定、地域的埋蔵量バランス
シート及び一般採掘物鉱床台帳の作成・管理規
則の制定

・ 地下資源鉱区の利用に際する生産分与契約の締
結

・ 地下資源利用に関連する作業の安全に対する国
家的監視（国家鉱業監視）の組織・実施規則の制
定

・ 割当鉱区の正確な境界を証明する文書の作成・
正式化手続きの制定

・ 鉱物タイプに基づく採掘計画またはスキームの
審査・承認

・ 鉱物タイプに基づく採掘計画またはスキームの
作成・審査・承認規則の制定など

地下資源利用の諸関係規制における連邦行政機関
の権限は、その行使のためロシア連邦構成主体の行政
機関に移譲することができる（法第3条1）。

4．ロシア連邦構成体行政機関の権限
ロシア連邦構成体行政機関の、自己の領域内での

地下資源利用の諸関係の規制における権限に属すこと
は、次のとおりである（法第4条）。

・ 地下資源に関するロシア連邦構成主体の法およ
び規範的法的文書の採択および改善

・ 産業基盤となる鉱物資源の開発および利用に関
する地方プログラムの策定と実行

・ ロシア連邦構成主体の地質情報バンクの設立と
運営。ロシア連邦構成主体が所有者である地質
情報の利用手続き・条件の制定

・ 資源量地方バランス表および一般鉱物の鉱床・
埋蔵量・粗評価資源量台帳の作成、鉱物の採掘

（生産）に関連しない地下構造物の建設のために
利用される地下資源鉱区の登録

・ 自己領域内の統一地下資源国家基金をロシア連
邦と共同管理し、一般鉱物に帰属する鉱物の地
方版リストをロシア連邦と共同作成、地方管轄
地下資源鉱区利用権を付与

・ 鉱床の利用の条件および手続きの確定への参加
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・ 地下資源の利用および保護の分野におけるその
他の諸問題の規制（ロシア連邦管轄を除く）など

5．地方自治体（市町村）の権限
地方自治体（市町村）の権限に属することは次のと

おりである（法第5条）。
・ 地下資源の利用権の賦与に際し、地域住民の社

会的経済的利益および環境保護上の利益の順守
に関連する諸問題解決への参加など

6．地下資源利用の種類
地下資源は、次の目的で利用に供される（法第6

条）。
・ 地方の地質調査（地球物理学的作業、地質測量、

地質工学的調査、学術研究作業、古生物学的作
業等を含む）

・ 鉱床の探鉱および評価を含む地質調査、鉱物の
採掘（生産）に関連しない地下構造物の建設と操
業のための地下資源鉱区の適性の調査および評
価

・ 鉱物の探鉱および採掘（生産）。天然資源採掘と
それに関連する加工業からの廃棄物の利用を含
む

地下資源は地質調査、鉱物の探査及び採掘のため
同時に利用に供することができる。探査及び採掘は、
地質調査の途中、終了後いずれにおいても行うことが
できる（外国投資家の支配下にある法人または外国投
資家が、連邦的意義を有する地下資源鉱区において行
う場合を除く）。連邦的意義を有する地下資源鉱区に
おける外国投資家の支配下にある法人または外国投資
家による鉱物の探査及び採掘は、その実施可否に関す
るロシア連邦政府の決定に基づき行うことができる5。

7．地下資源鉱区の利用権付与
地下資源鉱区は、鉱物の採掘（生産）のための地下

資源利用ライセンスに従い、また生産分与契約に従
い、鉱物資源の探鉱および採掘（生産）に際し、割当
て鉱区（三次元的空間）として利用者に供される （法
第7条）6。

割当て鉱区の暫定境界は、地下資源利用ライセン
スが交付される際に定める。地下資源法第23条2に従
い地下資源利用に関連する作業実施の技術計画書の作
成、国家審査の肯定的結論の取得及び当該計画書の承
認を経て、国家鉱業監督機関、またはロシア連邦政府
が定める場合はロシア連邦構成主体の行政機関（地域
的意義を有する地下資源鉱区の場合）は、割当鉱区の
正確な境界を証明する文書（割当鉱区証書及び添付図
表）を作成し、同文書はライセンスの不可分の一部と
なる。

割当て鉱区を取得した地下資源利用者は、交付さ
れたライセンスに従って鉱区の境界内の地下資源を利
用する排他的権利を有する。割当て鉱区の境界内の地
下資源利用に関連するすべての活動は、権利を取得し
た地下資源利用者の同意を得てのみ行うことができ
る。

地下資源の保全に重大な侵害を及ぼさない地質調
査のライセンスに従って供与される地下資源鉱区には

（深部の坑道の開削、鉱物採掘のためのボーリングま
たは鉱物の採掘（生産）に関連しない目的の地下構造
物の建設がないもの）、地下資源国家ファンド連邦管
理機関またはその地方機関の決定により、地質調査の
ための割当て区域の資格が付与される。地質調査のた
めの割当て区域の境界内においては、複数の地下資源
利用者が作業を行うことができる。その相互関係は、
地下資源の利用権が付与される際に定める。

利用に供された地下資源鉱区の境界は、地質調査
の完全性、地下資源の合理的利用および保全の確保を
目的として変更される場合がある。

利用に供された地下資源鉱区の境界の制定および
変更に係る規定は、ロシア連邦政府が定めるものとす
る。

5 連邦的意義を有する地下資源鉱区の利用関連の制限については第3章を参照。 
6 鉱区割当手続きは「鉱床開発のための鉱区割当手続きに関する指示書」（1998年2月7日付天然資源・環境省第56

号、1997年12月31日付連邦鉱工業監督局第58号指示書として承認）に規定されている。割当鉱区証書を発行する
機関は連邦環境・技術・原子力監督局である。ライセンスの有効期間を延長（連邦地下資源利用庁）する場合、
割当鉱区証書の有効期間の延長（連邦環境・技術・原子力監督局）も必要となる。
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8．地下資源利用ライセンスにおける事務的過誤の訂正
地下資源利用ライセンスにおける事務的過誤の訂

正にいては、法第7条1に規定されている。概要は表
2.1のとおり。

9．地下資源利用者
地下資源利用者となることが出来るのは、組合の

参加者、外国人、法人を含む企業活動主体である（た
だし連邦法により別段の定めのない限りとする。）（法
第9条）。表2.2のとおり。

連邦法により地下資源利用に関する活動実施のた

めに許可（ライセンス）が求められることがロシア連
邦法により定められている場合、地下資源利用者は、
地下資源利用に関する当該の活動実施に対する許可

（ライセンス）を持たねばならない、あるいはこれら
の許可（ライセンス）を有する者をこの種の活動の実
現に誘致しなければならない。

地下資源利用者の権利および義務は、地下資源利
用に対するライセンスが国家登録された日付で発生
し、また生産分与に関する合意条件に基づき地下資源
鉱区利用権を提供する場合には、その合意が効力を発
する日付から発生する。

表2.1　地下資源利用ライセンスにおける事務的過誤の訂正
事務的過誤 地下資源利用ライセンス交付・再交付時の誤記、誤植、文法・計算上または類似の過誤。地下資源

鉱区の境界に関する情報における過誤を含む。
訂正の責任機関 国家地下資源を管理する連邦機関またはその地方機関、地域的意義を有する地下資源鉱区に関して

は関係ロシア連邦構成主体の管轄行政機関が過誤を訂正する。
期　間 ・責任機関による事務的過誤の発見後15暦日以内 

・責任機関が過誤の存在を確認している場合は、地下資源利用ライセンスにおける事務的過誤の訂
正申請書を当該ライセンス所有者から受領後60暦日以内

通　知 国家地下資源を管理する連邦機関またはその地方機関、地域的意義を有する地下資源鉱区に関して
は、関係ロシア連邦構成主体の管轄行政機関が、ライセンスにおける事務的過誤の訂正または訂正
拒否を、その決定後7暦日以内に地下資源利用ライセンス所有者に通知する。

条　件 地下資源利用ライセンスの事務的過誤の訂正は、その訂正により地下資源利用権の停止・発生・移
転が生じない場合に行われる。

表2.2　地下資源利用者
地下資源利用者の種類 地下資源利用者になることが出来るもの

連邦管轄地下資源鉱区における地下資源利用
者（大陸棚の地下資源鉱区を除く）

ロシア連邦法に従い設立された法人（ただし、法により、外国投資家が参加
しする法人が地下資源鉱区利用権の競売に参加することを制限されていない
場合に限る）

大陸棚の地下資源鉱区における地下資源利用
者

ロシア連邦法に従い設立され、5年以上の期間ロシア連邦大陸棚の地下資源
鉱区での開発経験を有し、資本金におけるロシア連邦の持分（出資）が50%
超を占め、および（あるいは）その法人の資本金を構成する表決権のある株
式（持分）に相当する全表決権の50％超をロシア連邦政府が直接的あるいは
間接的に管理する権利を有する法人

生産分与に関する合意条件に基づいた地下資
源利用者

共同活動に関する契約（組合契約）に基づき設立され、かつ統合の参加者が
生産分与に関する合意から除外される債務に関する連帯責任を持つという条
件の統合法人の地位を持たない法人

放射性物質の採掘及び放射性廃棄物・危険度I
～ Vクラスの廃棄物の埋設を行う場合の地下
資源利用者

ロシア連邦の法律に従って設立され、管轄連邦行政機関が交付した放射性物
質の採掘・処理に関する許可（ライセンス）、危険度I ～ Vクラスの廃棄物
処理に関する許可（ライセンス）を有する法人
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10．地下資源鉱区の利用期間
第10条に従い、地下資源鉱区は一定期間または期

間の制限なく利用に供される。地下資源鉱区が一定期
間の利用に供されるのは、表2.3のとおり（法第10
条）。

地下資源鉱区の利用期間は、地下資源利用者の発
意により延長することができる。ただし、鉱床の探
鉱、評価または開発を終了させる必要がある場合もし

くは地下資源利用ライセンスの条件違反がないことを
条件に清算事業を行う場合とする。

地下資源鉱区の利用期間は、利用ライセンスが国
家に登録された時から算入される。

11．地下資源鉱区利用権の発生事由
地下資源鉱区利用権の発生事由は表2.4のとおり

（法第10条1）。

表2.3　地下資源利用期間
地質調査 サハ共和国（ヤクーチア）、カムチャツカ地方、クラスノヤルスク地方、ハバロフスク地方、イル

クーツク州、マガダン州、サハリン州、ネネツ自治管区、チュクチ自治管区、ヤマロ・ネネツ自治
管区に全部または一部がある地下資源鉱区の地質調査を実施する場合は5年または7年以下。ロシ
ア連邦の内海・領海・大陸棚の地下資源鉱区の地質調査を実施する場合は10年以下

鉱物採掘 地下資源の合理的利用と保全を保証する鉱床開発FSに基づき算定される、鉱床採掘完了までの期
間

短期の地下資源利用権
供与に基づく鉱物採掘

1年以下

表2.4　地下資源鉱区利用権の発生事由
ロシア連邦政府の決定 連邦的意義を有する地下資源鉱区における鉱物の探査及び採掘、または複合ライセンスに

基づく地質調査・探査・採掘のための競売の結果に基づく決定
連邦的意義を有する地下資源鉱区における鉱床発見の事実が認定された場合、または地質
調査（政府契約に基づくものを除く）を行った地下資源利用者による鉱床発見の結果、鉱区
が連邦的意義を有する地下資源鉱区に分類され、当該鉱区における鉱床発見の事実が認定
された場合の決定
放射性廃棄物、危険度I ～ Vクラス廃棄物の封じ込めのための深層埋設に関する決定
連邦的意義を有する次の地下資源鉱区における、鉱物の探査及び採掘、または複合ライセ
ンスに基づく地質調査・探査・採掘のための決定
1） ロシア連邦大陸棚の地下資源鉱区
2） ロシア連邦領内に存在し、その大陸棚に達する 地下資源鉱区
3） ロシア連邦政府が承認する、競売を実施せずに利用に供される連邦的意義を有する地下
資源鉱区のうち、ガスを含有する地下資源鉱区

国家地下資源を管理する連邦機
関（連邦地下資源利用庁）また
はその地方機関の決定

期限前に利用権が停止された地下資源鉱区（地域的意義を有する地下資源鉱区を除く）にお
いて法人（オペレータ）が活動を行うための短期（1年以下）の地下資源鉱区利用権供与を
目的とする決定

地下資源利用権供与の申請審査
のため、国家地下資源を管理す
る連邦機関が設置し、関係ロシ
ア連邦構成主体の行政機関の代
表も参加する委員会の決定

連邦管轄鉱区および地方管轄地下資源鉱区の地下資源を除いた、地下資源の地質調査を目
的とする際の決定
発見された鉱床の鉱物の試掘および採掘のための鉱区の地下資源の地質調査の作業を行っ
た地下資源利用者による鉱物鉱床発見の事実認定の際の決定。ただし国家契約に従った鉱
物鉱床発見の結果および地下資源の地質調査作業の実施の結果、連邦管轄地下資源鉱区と
なった連邦管轄地下資源鉱区および地方管轄地下資源鉱区は除く

入札または競売委員会の決定 鉱物の探査及び採掘、または複合ライセンスに基づく地質調査・探査・採掘のための地下
資源鉱区利用権供与（連邦的意義を有する地下資源鉱区を除く）に関する決定

地下資源鉱区利用権の移転 地下資源利用関係を規制する連邦法が定めた根拠に従った移転
生産分与契約の発効 連邦法「生産分与契約」に従い締結された契約
政府契約 2013年4月5日付連邦法第44-FZ号「国及び地方自治体向け商品・役務調達に関する契約

システム」に従い、国家地下資源を管理する連邦機関が締結した地質調査（地域的地質調査
を含む）実施契約
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12． 入札または競売によらない地下資源利用ライセン
スの交付

法第10条に規定されているように、地下資源鉱区
利用権の発生事由は入札や競売の結果のみではない。
法律上は地質調査ライセンスを採掘ライセンスへ転換
することも可能である。しかし実現は困難と言われて
いる。例えば、この手続きにおいて申請者は、高度な
専門家を現在雇用しているか将来雇用予定であるこ
と、プロジェクト実施のための十分な技術力・資金力
を有していることを証明しなければならない。地下資
源利用者はまた、鉱床発見証明書を取得しなければな
らないとされている7。 

非戦略的地下資源鉱区に関しては、連邦地下資源
利用庁は、競売・入札を行うことなく当事者の申請に
基づいて地質調査ライセンスを交付することができ
る。ただし、申請が2件以上あった場合は、地下資源
鉱区を競売にかけなければならない。地質調査のため
の地下資源利用権取得申請の審査は、2005年3月15日
付ロシア連邦天然資源・環境省令第61号「地質調査の
ための地下資源（連邦的意義を有する地下資源鉱区に
おける地下資源を除く）利用権取得申請の審査手続き
の承認」に規定されている。

また、地下資源利用ライセンスは生産分与契約の条
件でも取得可能であるが（連邦法「生産分与契約」）、
一定の鉱床に限られる（生産分与条件による利用権供
与が可能な地下資源鉱区の条件は、生産分与条件とは
異なる、ロシア連邦の法律が定める他の条件による地
質調査・探査・採掘の可能性が存在しないことであ
る）。現在ロシアで、生産分与契約条件で実施されて
い る プ ロ ジェク ト は3件（Sakhalin-1、Sakhalin-2、
Kharyaga油田）のみである。投資家の間で生産分与
契約が不評なのは、地下資源利用権の取得手続きが複
雑で、投資家に対する法的インセンティブや政府保証
のメカニズムが不足しているためとの見方もある。 

以上のような事情により、鉱床開発権の大半は連
邦地下資源利用庁が組織する競売・入札により供与さ
れている。 

13．地下資源利用ライセンス
地下資源は、国の特別な許可（ライセンス形式）に

より利用に供される（法第11条）。概要は次のとお
り。

・ ロシア連邦構成主体の国家機関の利用への供与
を含め、地下資源の利用への供与は、ライセン
ス形式の許可証により手続きされ、許可証はロ
シア連邦の国章のある所定の書式、さらに文書、
図表および許可証と不可分であり、地下資源利
用基本条件を定義するその他の付録から構成さ

れる
・ 生産分与契約の条件における地下資源鉱区利用

権は、地下資源利用ライセンスによって付与さ
れる。ライセンスは、「生産分与契約に関する連
邦法」および地下資源に関するロシア連邦法令に
従って地下資源の利用に必要なすべての条件を
定める契約の条件下での地下資源鉱区の利用権
を証明するものである

・ ライセンスは、それを所持する者があらかじめ
定められた条件を順守し、所定の期間ライセン
スに記された目的に従って定められた境界内で
地下資源鉱区を利用する権利を有することを証
明する文書である。権限を有する国家行政機関
と地下資源利用者の間で鉱区の利用条件や契約
の履行に関わる双方の義務を定める契約を締結
することができる

・ ライセンスは、地質調査、鉱床開発、随伴水及
び地下資源利用者が炭化水素原料の探査・採掘
において生産・技術上の必要により利用した水
の岩盤への注入、採鉱・選鉱尾鉱の利用、採鉱
に関係しない目的での地下資源利用、特別に保
護すべき地質学的対象の形成、鉱物学・古生物
学その他地質学コレクション材料の収集を行う
権利を証明する

ライセンス交付の国家システムを担うのは、国家
地下資源を管理する政府機関（連邦地下資源利用庁）
及びその地方機関 である（地下資源法第16条）

14．地下資源利用ライセンスの内容
ライセンスおよびその不可分の構成部分は、以下

を含まなければならない（法第12条）。
・ ライセンスを取得した地下資源利用者およびラ

イセンスを交付した機関に関する情報、ライセ
ンスの交付事由

・ 地下資源利用に関連する作業の目的に関する情
報

・ 利用権が付与される地下資源鉱区の境界線の表
示

・ 地下資源利用に関連する作業の実施のため割り
当てられた領域・土地区画・水域の境界の表示

・ ライセンスの有効期限および各作業の期限（技術
計画書の作成期限、生産能力の達成期限、地質
情報の国家鑑定への提出期限）

・ 地下資源、土地、水域の利用の際に徴収される
料金の支払いに関する条件

・ 合意に達した鉱物資源の採掘（生産）水準、採掘
（生産）した鉱物資源に対する所有権

・ 地下資源法第27条に従った、連邦地質情報バン

7 鉱床発見に伴う地下資源利用権取得申請の審査手続きを規定する2005年1月24日付ロシア連邦天然資源・環境省
令 
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ク及びその地方機関、ロシア連邦構成主体の地
質情報バンク（地域的意義を有する地下資源鉱区
利用ライセンスの場合）への地質情報の提出期限 

・ 法令、規格（規範、規則）により定められた地下
資源および環境の保護、作業の安全な実施に関
わる要件の履行条件

・ 石炭（オイルシェール）の採掘（再処理）時、炭
鉱、石炭層および採掘地域における爆発性ガス
含有量を所定の許容基準まで引き下げる規則

・ 坑道の廃止または保存、土地の再肥沃化の計画
書作成の手続きおよび期限

地下資源利用に対するライセンスには、サービス
の提供に関する契約（リスクを伴うもの、リスクを伴
わないもの）を含む地下資源利用の契約関係の条件お
よび形態が列挙され、また本法に反しない他の条件を
追加することができる。

生産された生産物の消費量が、地下資源利用者に
制御できない状況によって著しく変化した場合、ライ
センス合意で定めた設備の操業期間は、地下資源利用
者の申し出に基づいて地下資源鉱区の利用ライセンス
を交付した機関が見直すことができる。

生産分与契約の条件における地下資源利用ライセ
ンスは、当該契約が規定する情報および条件を含まな
ければならない。

ライセンスに規定する地下資源利用の条件は、ラ
イセンスに定める期間において、またはライセンスの
期間中は有効である。条件の変更は、地下資源利用者
およびライセンス交付機関の同意を得た場合、または
法令に定める場合において認められる。

15．地下資源鉱区利用権の入札及び競売
連邦管轄地下資源鉱区利用権に対する競売の実施、

競売委員会の構成と業務手順に関する決定の採択と、
個々の地下資源鉱区あるいは地下資源鉱区群に関する
この競売の実施手順と条件の決定は、ロシア連邦政府
により行われる（法13条1）。

連邦管轄地下資源鉱区利用権に対する入札あるい
は競売の実施、競売委員会の構成と業務手順に関する
決定の採択と、個々の地下資源鉱区あるいは地下資源
鉱区群に関するこの入札あるいは競売の実施手順と条
件の決定は、以下の機関により行われる。

・ 地方管轄地下資源鉱区については、当該鉱区の
ロシア連邦構成主体の国家権力機関

・ 連邦あるいは地方管轄地下資源鉱区を除く地下
資源鉱区については、国家地下資源管理局の連
邦機関あるいはその地方機関

国防および国家安全保障のため、ロシア連邦大陸
棚の連邦管轄地下資源鉱区とロシア連邦領域に位置し
大陸棚に広がる連邦管轄地下資源鉱区を除いた連邦管
轄地下資源鉱区利用権に対する競売の実施手順と条件
を確定する際、防衛領域において国家政策の策定・実

施に係る職務を遂行する連邦執行機関の申請、および
（あるいは）安全保障領域における連邦執行機関の申
請に基づき、ロシア連邦法に基づき設立された外国投
資家が参加する法人の当該競売への参加の許可を、ロ
シア連邦政府は制限することができる。

地下資源鉱区利用権に対する入札あるいは競売結
果の承認に関する決定は、入札あるいは競売実施日か
ら30日以内に、競売の実施手順と条件のを決定した
機関により採択される。

国家地下資源管理局の連邦機関あるいはその地方
機関により設置される入札あるいは競売委員会の構成
には、当該鉱区のロシア連邦構成主体の執行機関の代
表者も含まれる。

地下資源鉱区利用権に対する入札の実施に際して、
落札者を決める主な基準は、地下資源地質調査と地下
資源鉱区利用プログラムの科学技術レベル、鉱物抽出
能力の高さ、地域の社会経済発展への貢献、当該プロ
グラムの実施期間、地下資源・環境保全対策の効率
性、国の防衛と国家の安全保障である。

地下資源鉱区利用権の競売の実施に際して落札者
を決める主な基準は、地下資源鉱区利用権に対する一
時払い金の額である。

入札の申請を出した入札参加者が一人だけであっ
たことを理由に、地下資源鉱区利用権の入札が不成立
とされる場合は、地下資源鉱区利用ライセンスは、こ
の入札条件にもとづき、この参加者に交付することが
できる。

地下資源鉱区利用権の入札あるいは競売の実施に
関する告示は、ロシア連邦取引実施情報の配布を目的
として、情報通信網「インターネット」における公式
サイト（以下、公式サイト）に掲載される。

公式サイトとその運営権限を有する機関は、ロシ
ア連邦政府が決定する。

地下資源鉱区利用権に対する入札あるいは競売の
実施に関する告示は、地下資源鉱区利用権の入札実施
日の90日以上前までに、または地下資源鉱区利用権
の競売実施日の45日以上前までに掲載される。連邦
管轄の地下資源鉱区利用権に対する競売の実施に関す
る告示は、当該の入札または競売への参加について法
13条1が定めている制限に関する情報を含むものでな
ければならない。

生産分与協定の締結を目的とした地下資源鉱区利
用権の入札あるいは競売の実施手順と条件は、ロシア
連邦法に基づいて決定される。

ロシア連邦政府による公式サイトの確定までは、
地下資源鉱区利用権の入札あるいは競売の実施に関す
る告示は、競売の実施手順と条件のを決定した機関の
情報通信網「インターネット」上の公式サイトに掲載
されるとともに、全ロシアのマスメディアや、当該の
ロシア連邦構成主体領域で発行されるマスメディア上
で、最初の公示日から数えて、地下資源利用権に対す
る入札実施日の90日以上前までに、地下資源鉱区利
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用権に対する競売実施日の45日以上前までに公示さ
れる。当該の公示のためのマスメディアの選定は、競
売の実施手順と条件のを決定した機関により行われ
る。

入札あるいは競売が、ライセンス交付と契約（協
定）締結の基盤となる議事録署名日から10日以内に、

あるいは情報通信網「インターネット」サイトにおけ
る上記議事録の掲載が定められる場合はその掲載日か
ら10日以内に、不成立と認められる場合、地下資源
鉱区利用権に対する入札あるいは競売の結果に基づく
ライセンスの交付、契約（協定）締結は認められな
い。

図2.1　地下資源鉱区利用権の入札及び競売の流れ
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地下資源利用に関する入札・競売の実施手続きは、
2009年6月17日付ロシア連邦天然資源・環境省令第
156号（2012年2月22日改訂）「地下資源利用権の入札

及び競売の所定の手続きによる実施に係る国の業務実
施に関する連邦地下資源利用庁の行政規則の承認」に
規定されている。入札・競売実施手続きのフロー

図2.2　入札実施の実施手続き

図2.3　競売実施の実施手続き

24



チャートを以下に示す。 

16．入札または競売の参加申請の却下等
次の場合に、入札または競売の参加申請の却下、

入札または競売を実施しない地下資源利用権の取得申
請の却下が行われる（法第14条）。

・ 所定の要件に反してライセンス交付申請が提出
された場合（内容が入札または競売の公示条件に
合致していない場合を含む）

・ 申請者が自己に関する不正確な情報を故意に提
示した場合

・ 申請者が、効率的かつ安全な作業の実施のため
に有資格の専門家および必要な財政的技術的手
段を有していること、または将来有することを
証明しなかった、または証明することができな
い場合

・ 地下資源利用権を申請者に付与する際に反独占
の要件を順守しない場合

・ 申請者が、連邦管轄地下資源鉱区利用権提供の
競売の実施条件により定められた条件に合致し
ない

17．ライセンス発行の国家システムの組織的保障
ライセンス発行の国家システムの組織的保障は、

国家地下資源管理局の連邦機関およびその地方機関に
課せられる（法第16条）。国家地下資源管理局の連邦
機関およびその地方機関並びにロシア連邦構成主体執
行機関が行うことは表2.5のとおり。

ライセンス交付の具体的な手続きは、2009年9月29
日付ロシア連邦天然資源・環境省令第315号「地下資
源利用ライセンスの交付・登録、地下資源鉱区利用ラ

イセンスの変更・追加、ライセンスの再交付、連邦自
然利用監督局その他の管轄機関の提言によるものを含
む地下資源鉱区利用権の期限前終了・一時停止・制限
の決定に係る国の業務の実施に関する連邦地下資源利
用庁の行政規則の承認」に規定されており、連邦地下
資源利用庁がこの業務を担当している。

18．地下資源利用権終了の事由
法第20条には、地下資源利用権が終了する場合と

ライセンス交付機関による地下資源利用権の期限前終
了・一時停止・制限が規定されている。

地下資源利用権は、次の場合に終了する。
・ ライセンスに定められた活動期間が終了した場

合
・ ライセンス所持者が地下資源利用権を放棄した

場合
・ ライセンスに定められている地下資源利用権を

停止する一定の条件が発生した場合
・ 法第17条1に規定する条件の違反によってライセ

ンスが切換えとなった場合
・ コンセッション契約に関するロシア連邦の法律、

官民パートナーシップ（地方自治体を含む）に関
するロシア連邦の法律に定められている場合

地下資源利用権は、次の場合に、ライセンスの交
付機関によって、期限前に終了、一時停止または制限
される。

・ 地下資源利用に関連する作業の影響する地域に
おいて作業または居住する人々の生命または健
康に対する直接的な脅威が発生した場合

・ 地下資源利用者がライセンスの条件に重大な違
反をした場合

表2.5　国家地下資源管理局の連邦機関およびその地方機関並びにロシア連邦構成主体執行機関が行うこと
国家地下資源管理局の連邦機関
およびその地方機関

　 • 　 連邦管轄鉱区の利用権に対する競売の実施に関する提案、地下資源の探査・生産ある
いは複合ライセンスに基づいて実施される地下資源の地質調査・探査・生産を目的と
して、競売無しで提供される鉱区、ロシア連邦大陸棚の鉱区、ロシア連邦領内に位置
しロシア連邦の大陸棚に繋がる鉱区、ガスを含有する鉱区、を連邦管轄地下鉱区リス
トに含める提案、ならびに、かかる鉱区の利用権を競売無しで付与する提案をロシア
連邦政府に提出する

　 • 　 利用に供される予定の地下資源鉱区リストの作成を行い、そのリストと地下資源鉱区
提供条件を承認する。ただし連邦管轄地下資源鉱区および地方管轄地下資源鉱区を除
く

　 • 　 地方管轄地下資源鉱区リストを調整する
　 • 　 ライセンス発行国家システムの機能を保障する。ただし地方管轄地下資源鉱区利用権

のライセンス発行は除く
　 • 　 地下資源の地質調査、個々の地下資源鉱区に関する鉱物の探査および採掘のための地

下資源鉱区利用条件を作成する。ただし連邦管轄地下資源鉱区および地方管轄地下資
源鉱区を除く

ロシア連邦構成主体執行機関 その領域にある地下資源鉱区に関し以下のことを行う。
　 • 　 地方管轄地下資源鉱区の利用ライセンス発行の国家システムの機能を保障
　 • 　 地方管轄地下資源鉱区の利用条件作成
　 • 　 地下資源鉱区利用ライセンス発行プログラムの作成、地下資源利用権に対する入札あ

るいは競売の実施条件、および地下資源利用権に対するライセンス条件に関する提案
を国家地下資源管理局の連邦機関およびその地方機関に対し提出する義務を負う

　 • 　 国家地下資源管理局の連邦機関またはその地方機関との調整のもとに、地方管轄地下
資源鉱区リストの作成および承認を実施
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・ 地下資源利用者が定められた地下資源利用規則
に常習的に違反した場合

・ 非常事態（天災、軍事行動その他）が発生した場
合

・ 地下資源利用者がライセンスに定められた期間内
に規定量の地下資源利用に着手しなかった場合

・ 地下資源を利用している企業またはその他の経
済活動の主体が解散した場合

・ ライセンス所持者の発議による場合
・ 地下資源利用者が地下資源に関するロシア連邦

の法律が定める報告書を提出しない場合。地下
資源法第27条に従った、連邦地質情報バンクと
その地方機関、ロシア連邦構成主体の地質情報
バンク（地域的意義を有する地下資源鉱区利用ラ
イセンスの場合）への地質情報提出がなされない

場合または提出期限に違反した場合
・ 地下資源利用者の申請に基づく発議による場合
複合ライセンスに基づき行われる鉱物の探査及び

採掘のための連邦的意義を有する地下資源鉱区利用権
は、法第2条1第5項によるロシア連邦政府の決定に基
づき、当該ライセンス交付機関により期限前に停止さ
れる。

地下資源利用者は、地下資源利用権の終了・一時
停止・制限の決定に不同意の場合、行政または裁判手
続きにより異議申し立てができる。

生産分与契約に基づく地下資源利用権は、当該契
約の定める条件及び手続きにより終了・一時停止・制
限されることがある。

法第21条には、地下資源利用権の期限前終了の手
続きが規定されている。概要は表2.6のとおり。

表2.6　地下資源利用権の期限前終了の手続き
期限前終了となる要因 手続きの内容

・　 ライセンス所有者が地下資源利用権を放棄する場合 ・　 地下資源の利用権の放棄は、ライセンス所持者がライセ
ンス交付機関に対し、放棄予定日の6か月前までに書面
で申請しなければならない。

・　 権利を期限前に放棄する場合、所定の地下資源利用権の
終了期日までライセンスに定めるすべての義務を履行し
なければならない。ライセンス所持者が当該義務を履行
しない場合、ライセンス交付機関は不履行に伴う損害を
裁判手続きにより徴収する権利を有する。

・　 地下資源利用に関連する作業の影響地帯において作業ま
たは居住する人々の生命または健康に対する直接的な脅
威が発生した場合

・　 非常事態（天災、軍事行動その他）が発生した場合
・　 外国人投資家が参加した法人あるいは外国人投資家の地

下資源利用者により行われた地質調査により連邦管轄地
下資源鉱区に該当する鉱物鉱床が発見され、ロシア連邦
政府が地下資源鉱区利用権を供与することを拒否する決
定をロシア連邦政府が採択した場合

・　 複合ライセンスに基づく地質調査が行われ、国の防衛お
よび国家安全に対する脅威が発生するために、連邦管轄
地下資源鉱区における地下資源鉱区利用権の停止に関す
る決定をロシア連邦政府が採択した場合

地下資源利用権は権限のある機関が地下資源利用者へ書面通
知した上で当該決定を行い、直接停止される

・　 地下資源利用者がライセンスの条件に重大な違反をした
場合

・　 地下資源利用者が定められた地下資源利用規則に常習的
に違反した場合

・　 地下資源利用者がライセンスに定められた期間内に規定
量の地下資源利用に着手しなかった場合

・　 地下資源利用者が地下資源に関するロシア連邦の法律が
定める報告書を提出しない場合、地下資源法第27条に
従った、連邦地質情報バンクとその地方機関、ロシア連
邦構成主体の地質情報バンク（地域的意義を有する地下
資源鉱区利用ライセンスの場合）への地質情報提出がな
されない場合、または提出期限に違反した場合

地下資源利用権の停止に関する決定は、地下資源利用者が自
己の違反に関する書面通知を受理した日から3カ月経過した
時に行われる。ただし、利用者が所定の期間内に違反を除去
していないことを条件とする。
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19．地下資源利用者の基本的権利及び義務
地下資源利用者は次の権利を有する（法第22条）。
・ ライセンスまたは生産分与契約に記された目的

に合致するあらゆる形態の企業活動またはその
他の活動のため、供与された地下資源鉱区を利
用する

・ 現行法令に反しない限り、活動の形態を自主的
に選択する

・ ライセンスまたは生産分与契約、現行法令に従
い、採掘（生産）した鉱物資源を含む自己の活動
の成果を利用する

・ ライセンスまたは生産分与契約に異なる規定が
ない限り、自己の採鉱およびそれに関連する加
工業から発生した天然資源生産物の廃棄物を利
用する

・ 割当て鉱区の境界内の鉱物が存在する敷地にお
ける建物の建設を制限する

・ ライセンスまたは生産分与契約に従って供与さ
れた割当て鉱区の境界内で、自己資金により追
加許可なしに地下資源の地質調査を行う

・ ライセンス交付時点と本質的に異なる状況が発
生した場合、ライセンス交付機関に対してライ
センス条件の見直しを求める

・ 採鉱場廃止のために剥土・母岩を使用する
地下資源利用者は次の義務を負う。
・ 法令要件の順守。所定の手続きにより承認され

た地下資源利用に関連する技術的作業の実施に
関わる規格（規準、規則）の要件の順守。鉱物資
源の一次加工についても同様

・ 技術計画書、採掘計画またはスキームの要件遵
守、採掘損失の基準超過・品位低下・抜掘りの
禁止

・ 地下資源利用のあらゆる形態の過程における地
質、測量その他の文書の作成

・ 連邦及び地域の地質情報バンクへの地質情報提
出

・ 鉱物の確認埋蔵量・可採埋蔵量・残存埋蔵量と
その含有成分に関する信頼できるデータ、採鉱
を目的としない地下資源利用に関する信頼でき
るデータを連邦及び関係地域の地質情報バンク、
国家統計機関に提出

・ 地下資源利用に関連する作業の安全な実施
・ 所定の手続きにより承認された地下資源利用に

関連する作業による有害な影響から地下資源、
大気、土地、森林、水資源、建物および構造物
を保護する条件を規制する規格（規準、規則）の
順守

・ 地下資源利用の際に侵害された土地その他の自
然物を将来の利用に適した状態に復元すること

・ 利用に供された地下資源鉱区の境界内に存在す
る採鉱場、ボーリング孔、その他地下資源利用
関連の構造物の安全

・ 鉱床の開発および（または）経済的な目的のため
に利用できる探鉱用坑道および坑井の保全、利
用に適さない坑道および坑井の所定の手続きに
従った廃止

・ ライセンスまたは生産分与契約に定める条件の
履行、地下資源利用料の迅速かつ適切な支払い

・ 高価かつ危険な貨物、地質文書、測量文書、そ
の他の文書、特殊な通信文、ならびに国家機密
に属する情報を記録した媒体を含む貨物の保全

・ 随伴水及び地下資源利用者が生産・技術上の必
要により利用した水の岩盤への注入に伴う環境
への悪影響の排除

地下資源利用者または地下資源利用者によって地
下資源利用のために招聘された他の法人および個人に
は、しかるべき形態の活動を行うための国家ライセン
ス（証明書、修了証書）によって確認される地質測
量、探鉱、試掘、鉱物の様々な採掘（生産）方法、地
下構造物の建設と操業、その他の地下資源利用方法の
専門的技能と経験についての要件が求められる。

20．鉱物資源の一次加工を行う地下資源利用者の義務
地下資源から得る鉱物資源の一次加工を行う地下

資源利用者は、次を行う義務を負う（第23条3）。
・ 鉱物資源に含まれる有効成分の合理的かつ複合

的な抽出を可能とする鉱物資源の加工技術ス
キームの厳格な順守、加工の様々なステージお
よび鉱物資源から有効成分を抽出する様々な段
階における有効成分の配分の記録および管理

・ 鉱物資源の工学的性質および成分の将来にわた
る研究、鉱物資源加工の技術改良のための工学
的実験の実施

・ 生産物および加工廃棄物（沈殿物、粉塵、排水
等）の最大利用、一時的に利用しない生産物およ
び有効成分を含む生産廃棄物の収納、記録およ
び保存

21． 地下資源利用に関連する作業の安全な実施に関す
る基本的要件

地下資源利用に関連する作業の安全な実施に関す
る基本的要件は次のとおり（法第24条）。

・ 鉱物の採掘（生産）企業および種々の用途を持つ
地下構造物の建設と操業、地質調査の実施は、
当該企業の従業員および地下資源利用に関連す
る作業の影響地帯に居住する住民の生命および
健康の安全が確保される場合に限り認められる

・ 国家行政機関および地下資源利用者は、地下資
源利用に関連する作業の安全な実施に関する規
格（規準、規則）を履行する義務を負う

・ 国家鉱山監督機関は自己の権限の範囲内で、地
下資源の利用に関連する作業の安全の諸問題の
国家規範規制を行い、監督機能を果たす

・ 地下資源利用に関連する作業の安全条件の確保
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は、企業が交付されたライセンスに従って作業
を行っているか、または契約に基づいて作業を
委託されたかに関わらず、当該企業の代表者が
直接的な責任を負う

地下資源利用に関連する作業の安全な実施のため
の基本的要件は次のとおり。

・ 作業には専門的な訓練を受けた者または技能を
有する者が、採掘（生産）作業の幹部にはしかる
べき専門教育を受けた者のみが従事する

・ 採掘（生産）作業および掘削作業に従事する者に
対し、専用作業服、個人および集団のための安
全設備を確保する

・ 安全規則および衛生基準の要件に合致する機械、
設備、資材を使用する

・ 爆発物および爆薬の正しい利用、適正な記録、
保管、使用を行う

・ 作業の正常な工程の確保および危険予知のため
に地質、測量その他の複合的監視の実行、危険
地帯の特定と採掘（生産）計画への記載を行う

・ 坑内の空気の状態、空気中の酸素、有害ガス、
爆発性ガスおよび粉塵の含有量の系統的な管理
を行う

・ 大気の気温および操業坑道の坑内空気中の酸素、
有害ガス、爆発性ガスおよび粉塵の含有量が安
全基準および規則、衛生基準および規則に合致
しない場合、採掘（生産）作業を禁止する

・ 突然のガスの噴出、水、鉱物、鉱石の決壊、落
石の予測および防止のための特別な対策を行う

・ 坑道にいる人々の安全を確保するため、崩落等
の事前防止対策を行う

・ 地下資源利用に関連する作業を行う企業の従業
員と作業の影響地帯の住民を通常の体制および
非常事態発生時の作業の有害な影響から保護す
る対策を検討し、実行する

地下資源利用に関連する作業の安全確保の基本的
要件を満たすための措置は、国家鉱業監督機関の承認
を必要とする採掘計画またはスキームに盛り込まれ
る。鉱物タイプに基づく採掘計画またはスキームの作
成・審査・承認の規則はロシア連邦政府が定める。 

地下資源利用に伴う危険度の高い全ての作業は、
当該業務のライセンスに基づき行われる。

坑内採掘を行う地下資源利用者は、鉱山救助専門
機関との契約に基づきそのサービスを利用しなければ
ならない。また、石油・ガス田の探査・開発に伴う
ボーリング作業を行う地下資源利用者は同様に石油・
ガス噴出防止・処理専門機関のサービスを利用しなけ
ればならない。

地下資源利用に関連する作業を行う事業所の責任
者、その権限を付与されたその他の者は、当該事業所
の従業員の生命・健康に対する直接的脅威が発生した

場合、直ちに作業を中止し、従業員を安全な場所に移
送しなければならない。

地下資源利用に関連する作業の影響圏内で住民の
生命・健康に対する直接的脅威が発生した場合、当該
事業所の責任者は速やかにこれを関係政府機関及び地
方自治体に通知しなければならない。

22． 国または地方自治体が所有し、地下資源利用に関連
する作業の実施に必要な土地区画及び水域の供与

国または地方自治体が所有し、地下資源利用に関
連する作業の実施に必要な土地区画（森林区画を含
む）、水域は、民法、土地法、森林法、水法、地下資
源法に従って地下資源利用者に供与される（法第25条
1）。

国または地方自治体が所有し、地下資源利用に関
連する作業の実施に必要な土地区画は、入札・競売を
実施することなく地下資源利用者に貸与される。国ま
たは地方自治体が所有する土地または土地区画は、市
民または法人に供与された土地区画を除き、ロシア連
邦土地法第39条2が定める政府機関または地方自治体
の許可に基づき、土地区画の供与及び地役権の設定を
することなく、地質調査のために利用できる。

国または地方自治体が所有し、地下資源利用に関
連する作業の実施に必要な土地区画は、地下資源利用
ライセンスの取得及び地質調査区画割当・鉱区割当手
続き後、また地下資源利用関連作業の計画書の承認
後、地下資源利用者に供与される。

地下資源利用に関連する作業の実施に必要な土地
区画及び水域に対する市民及び法人の権利は、民法、
土地法、水法、地下資源法に従って停止される（第25
条2）。 

国または地方公共団体は、その必要により、土地
区画（森林区画を含む）が地下資源利用に関連する作
業に必要な場合、土地区画を収用することができる。

23．国家登録および国家登記
国家登録および国家登記簿への記載の対象となる

のは、地下資源の地質調査に関わる作業、鉱物の採掘
（生産）のため、また採掘（生産）に関連しない目的
のために供与される地下資源鉱区および地下資源利用
ライセンスである（法第28条）。

国家登録および国家登記簿への記載は、地下資源
国家ファンド連邦管理機関の定めた手続きにより、統
一システムに基づいて行われる。

24．資源量の国家鑑定
探鉱が行われた鉱床の資源量は、地下資源の合理

的複合的利用のための条件の整備、地下資源利用料の
確定および利用権が付与される地下資源鉱区の境界線
の確定のため、国家鑑定に付される（法第29条）。

鉱物の採掘（生産）のための地下資源の利用権の付
与は、資源量の国家鑑定が実施された後に行われる。
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探鉱が行われた資源量の産業的意義に関する国家
鑑定書は、国家登録の事由となる。

国家鑑定に付される地質資料が、資源量の量と品
位、国民経済上の意義、鉱業技術、流体地質学、環境
保護等の当該鉱床の開発に関して信頼しえる評価を下
すに十分である場合、鉱床の地質調査のあらゆる段階
において国家鑑定を行うことができる。（注）段階に
ついては段階区分の条例あり。

鉱床の開発に関連のない地下構造物の建設および
操業に適した地下資源鉱区に関する地質情報について
も、国家鑑定の対象となる。これらの地下資源鉱区の
利用権の付与は、地質情報の国家鑑定が実施された後
にのみ許可される。

資源量並びに利用権が付与される地下資源鉱区に
関する地質学的、経済的、環境保護上の情報の国家鑑
定は、特別に権限を与えられたロシア連邦および連邦
構成主体の行政機関がロシア連邦政府の定める手続き
により行う。

資源量並びに利用権が付与される地下資源鉱区に
関する地質学的、経済的、環境保護上の情報の国家鑑
定は、地下資源国家ファンド連邦管理機関および（地
方管轄地下資源鉱区の一部については）ロシア連邦構
成主体行政機関がロシア連邦政府の定める手続きによ
り行う。

上記鑑定の実施料金は連邦予算の収入となる。た
だし、地方管轄地下資源鉱区の一部についてロシア連
邦構成主体行政機関が行った国家鑑定料は、ロシア連
邦構成主体予算の収入となる。

25．鉱床・埋蔵量・粗評価資源量国家台帳
鉱床・埋蔵量・粗評価資源量国家台帳は、地下資

源の地質調査に関する連邦および地方プログラムの策
定のため、鉱床の複合的利用、採掘（生産）企業の合
理的配置その他の国民経済上の目的のために作成され
る（法第30条）。

鉱床・埋蔵量・粗評価資源量国家台帳には、鉱床
ごとの主たる鉱物および随伴鉱物の量と品質に関する
情報、それらの含有成分、鉱業技術、流体地質学、自
然環境保護その他の鉱床開発条件および各鉱床の地質
学的経済性の評価、明らかになっている埋蔵量・粗評
価資源量に関する情報が含まれるものとする。

26．資源量国家バランス表
産業基盤となる鉱物資源の状況を記録することを

目的として、資源量国家バランス表が作成される。こ
こには、商業的価値を有する鉱床ごとの資源量の量、
品位、調査の水準に関する情報、鉱床の位置、商業開
発の程度、採掘（生産）、損失およびロシア連邦政府
が定める手続きによって承認される資源量の分類に基
づく探鉱された資源量の産業への供給率に関する情報
が含まれる（法第31条）。

資源量国家バランス表への登載および削除は、地

下資源国家ファンド連邦管理機関が国家鉱山監督機関
と調整して行う。

27． 国家鉱床台帳と国家鉱物埋蔵量バランスシートの
作成・管理

国家鉱床台帳及び国家鉱物埋蔵量バランスシート
は、地質調査を行う地下資源利用者が地下資源法に
従って連邦地質情報バンク及びその地方機関、ロシア
連邦構成主体の地質情報バンク（地下資源利用が地域
的意義を有する地下資源鉱区で行われる場合）に提出
する地質情報に基づき、また鉱床の探査、鉱物の採掘
を行う地下資源利用者が、ロシア政府より権限を付与
された連邦行政機関が定める手続きにより地質情報バ
ンクに提出する国家報告に基づき、国家地下資源を管
理する連邦機関が作成・管理する（法第32）。 

28． 鉱床の発見に対する報奨
未探鉱の地下資源区域において鉱床存在の証拠、

地質学的に希少な露出構造、学術的または文化的に価
値のある鉱物学的、古生物学的その他の形成物の存在
の兆候を発見した者は、その区域を地下資源国家ファ
ンド連邦管理機関またはその地方機関において登録す
る権利を有する（法第34条）。

地下資源国家ファンド連邦管理機関またはその地
方機関により、上記地下資源区域の価値が確認された
場合、これを登録した者に対して報奨金が支払われ
る。

従前に知られていなかった商業的価値を有する鉱
床を発見および（または）探鉱した者、従前に知られ
ていた鉱床において更なる資源量または新たな鉱物資
源を発見し、鉱床の商業的価値を著しく高めた者は、
国家報奨金を受ける権利を有する。

国家報奨金の給付手続きおよび額は、ロシア連邦
政府またはロシア連邦構成主体行政機関が制定する。

29． 地下資源の国の地質調査
ロシア連邦は国による地質調査を行っており、そ

の目的は、ロシア連邦の領土及び大陸棚の地質図作
製、国家プログラムに基づく鉱床の探査及び評価、地
中状態のモニタリング及び地中で生じる変化の予測、
地中及び鉱物資源基盤状態に関する情報の収集と保
存、その他の地質調査関連作業である（法第36条1）。

国の地質調査は、国家地下資源を管理する連邦機
関（連邦地下資源利用庁）が組織する。

国の地質調査の施策（地域的地質調査、地質学的・
地球物理学的基線と層序試錐井・大深度井の全国的
ネットワーク構築、地質調査の研究開発サポート、地
質調査関連のテーマ別及び実験・方法論的活動、地質
情報の収集・加工・保存・利用・利用のための提供が
含まれる）は、国家地下資源を管理する連邦機関また
はその地方機関の管轄下にある国家機関（予算機関、
独立機関）が、国家的課題に基づき実施する。
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（2015年6月29日付連邦法第205-FZ号第3項）

30． 地下資源に関する法令違反に対する行政責任・刑
事責任

国家予算及び地下資源利用者の自己資金で行われ
る地域的地質調査、地質調査（鉱床の探査・評価を含
む）、鉱床の探査は、承認された計画書に従って実施
される。計画書の審査は、申請者の費用負担により、
国家地下資源を管理する連邦機関またはその地方機関
が組織し、それら機関の管轄下にある国家機関が実施
する。

地下資源に関するロシア連邦の法令への違反の罪
を犯した者は、ロシア連邦の法令が定める方法に則
り、行政責任、刑事責任を負う（法第49条）。

地下資源に関するロシア連邦の法令への違反の責
任の追及は、違反を犯した者を、摘発された違反を是
正する義務、ならびに自らが生じせしめた損害を賠償
する義務から解放するものではない。

31． 紛争解決手続き
地下資源利用の諸問題に関わる紛争は行政機関、

司法裁判所または調停裁判所がそれぞれの権限に基づ
き、法令の定める手続きに従って解決する（法第50
条）。

司法裁判所または調停裁判所での審議に付される
のは、次のとおりである。

・ 地下資源利用に関連する財務上、財産上等の紛
争

・ 地下資源利用ライセンスの交付却下または地下
資源利用権の期限前終了の決定など、本法に反
する行政機関の決定に対する不服申し立て

・ 本法に反する公務員および機関の決定および行
為に対する不服申し立て

・ 法令に反する地下資源利用、地下資源および環
境保護に関連する作業の実施技術に関わる規格

（規準、規則）に対する不服申し立て
双方の合意に基づき、地下資源利用に関連する財

産上の紛争は、仲裁裁判所の審議に付すことができ
る。

生産分与契約の条件における地下資源利用に関す
る争議は、当該契約に記す条件に従って解決する。

32． 地下資源に関する法令違反によって地下資源が
被った損害の賠償

地下資源に関するロシア連邦の法令への違反に
よって地下資源に損害を生じせしめた者は、これを自
発的に、もしくは司法手続きに則って賠償する（法第
51条）。

地下資源に関するロシア連邦の法令への違反に
よって地下資源が被った損害の規模の見積方法は、ロ
シア連邦政府が定めるものとする。
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Ⅲ．鉱業関連法規等
1．地下資源利用関連税

（1） 地下資源利用に関連する税の種類
地下資源利用に関連する税は表3.1のとおり。

（2） 一回で支払う税
地下資源法第40条に基づき、地下資源利用権を取

得した地下資源利用者は、ライセンスに規定された一
定の事象8が発生した場合、一回で地下資源利用料を
支払う。

地下資源法第40条は、一回払い地下資源利用料の
算定方法を定めており、その最低（開始）金額は、採
掘企業の平均年産能力に基づく鉱物採取税額の10％
以上とされている。なお、外国投資家または外国投資
家が出資する法人が連邦的意義を有する地下資源鉱区
で鉱床を発見し、同人に対しロシア連邦政府が当該鉱
区の探査及び採掘目的の利用権を付与しないことを決
定した場合、当該鉱区利用権の競売実施時の一回払い
地下資源利用料の最低（開始）金額は、同人が当該鉱
床の探査・評価に支出した額とする（ただし、採掘企
業の平均年産能力に基づく鉱物採取税額の10％以
上）。

一回払い地下資源利用料の最低（開始）金額算定の
原則は、連邦地下資源利用庁（Rosnedra）が使用する
算定方法に定められている（2008年9月30日付天然資
源・環境省令第232号「一回払い地下資源利用料の開
始金額算定方法の承認」）。

一回払い地下資源利用料の最終的な金額は、入札
または競売の結果に基づいて決定され、地下資源利用
ライセンスに定められるが、入札（競売）条件が定め
た金額より低くすること、個々の支払額を落札者が入
札オファーで提示した金額より低くすることは禁止さ
れている。

利用に供された地下資源鉱区の境界を変更する場

合、地下資源利用者は、ロシア連邦政府が定めた方法
（2009年2月4日付ロシア連邦政府決定第94号「入札・
競売を実施することなく探査及び採掘目的または一貫
ライセンスに基づく地質調査・探査・採掘目的の利用
に供される地下資源鉱区の一回払い地下資源利用料、
利用に供された地下資源鉱区の境界変更により同鉱区
に編入しうる地下資源鉱区の一回払い地下資源利用料
の算定方法」）により算定した金額で一回払いの支払
を行う。

入札・競売を実施することなく探査及び採掘目的
または一貫ライセンスに基づく地質調査・探査・採掘
目的の利用に供される地下資源鉱区の一回払い地下資
源利用料は、短期（1年未満）利用権に基づき供与さ
れる地下資源鉱区を除き、ロシア連邦政府が定めた方
法（2009年2月4日付ロシア連邦政府決定第94号によ
り承認された「入札及び競売を実施することなく探
査・採掘目的もしくは一貫ライセンスに基づく地質調
査・探査・採掘目的の利用に供される地下資源鉱区の
一回払い地下資源利用料、利用に供された地下資源鉱
区の境界変更により同鉱区に編入しうる地下資源鉱区
の一回払い地下資源利用料の算定規則」）により算定
した金額を地下資源利用ライセンスに定める。

地下資源利用料の一回払いの支払いは、地下資源
利用ライセンスが定める手続きにより行われる9。一
回払いは、ロシア連邦政府が定めた条件及び手続きに
より分割納付が可能である（2015年8月6日付ロシア
連邦政府決定第802号「ライセンスに規定された一定
の事象の発生に伴う一回払い地下資源利用料の分割納
付の条件及び手続き」）。

表3.1　地下資源を利用する際に発生する税
種類 根拠法 備考

一回で支払う税 地下資源法 ライセンスに規定された一定の事象が発生した場合の
一回払い地下資源利用料、入札・競売参加料、国家審
査料

定期的に支払う税 地下資源法
鉱物採取税 税法
鉱物輸出関税 関税率法 輸出関税は地下資源利用に対する課税ではないが、鉱

物採掘に間接的に影響を与えている。
その他の租税公課 税法 利潤税、統一社会税、法人資産税、土地税、付加価値

税等

8 ライセンス取得後の一定期間満了、採掘企業による平均年産量の達成、採掘量の計画値超過等が考えられる。
9 ライセンスには、発生により一回払いが求められる事象、一回払いの金額のみでなく、一回払いの支払方法（例

えばライセンス取得時に一部を支払うといった分割納付）も規定される。
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地下資源利用権が停止された場合（期限前停止を含
む）、地下資源利用者が既に支払った一回払い地下資
源利用料は返還されない。ただし、地下資源法第2.1
条が定めるケース（連邦的意義を有する地下資源鉱区
の利用権を付与しない場合の費用補償）を除く。

入札・競売参加料は全ての参加者が支払わなけれ
ばならず、それは申請書登録条件の一つとなる。参加
料の金額は、入札・競売入札の準備、実施および結果
の集計、誘致した専門家への謝礼に対する支出額に基
づき決定される。

地下資源鉱区利用権の入札・競売参加料の金額は、
2013年11月14日付天然資源・環境省令第507号「地下
資源鉱区利用権の入札または競売参加料の算定方法の
承 認」に 基 づ き、 地 下 資 源 を 管 理 す る 連 邦 機 関

（Rosnedra）が決定する。
国家審査料も一回払いである。金額と徴収手続き

は2005年2月11日付ロシア連邦政府決定第69号「鉱物
埋蔵量の国家審査、利用に供される地下資源鉱区に関
する地質・経済・環境情報の国家審査、その料金と徴
収手続き」により規定されている。

（3） 定期的に支払う税
鉱床の探鉱および評価、鉱物の試掘に対する排他

的権利が地下資源利用者に付与された場合に、地下資
源利用に伴い定期的に支払う税が発生する。

地下資源利用に伴い定期的に支払う税は、ロシア
連邦、ロシア連邦の大陸棚、ロシア連邦の排他的経済
水域、ロシア連邦に管轄権のあるロシア連邦国境外の
領域において行われる作業形態ごとに、地下資源利用
者から徴収される（国際条約に別の規定がない限り、
国際条約に基づいて外国で賃借りまたは使用している
領域を含む。）。

次の場合は、地下資源利用に伴う定期的な支払う
税は徴収されない。

・ 地域的地質調査のための地下資源の利用。
・ 学術、文化、美学、衛生、健康増進、その他の

意義を有する特に保護すべき地質学的対象の形
成のための地下資源の利用。学術、文化、美学、
衛生、健康増進、その他の意義を有する特に保

護すべき地質学的対象への地下資源利用対象の
分類規則は、ロシア連邦政府が制定する10。

・ 鉱物採掘のため地下資源利用者に供与された割
当鉱区内で商業開発が行われている鉱床におけ
る当該鉱物の探査。

・ 鉱物採掘のため地下資源利用者に供与された割
当鉱区内における当該鉱物の探査。

地下資源利用に伴う定期的な支払う税の額は次の
点を踏まえて定められる。

・ 経済的地質学的条件
・ 地下資源鉱区の規模
・ 鉱物の品目
・ 作業の継続期間
・ 領域の地質学的解明の度合い
・ リスクの程度
地下資源利用に伴う定期的な支払う税は、地下資

源利用者に供された地下資源鉱区の面積に応じ、地下
資源鉱区の返還された部分を除いた上で徴収される。
地下資源利用権に対する料金は地質（調査･探鉱）過
程の区分に厳密に従い、次の点を踏まえて徴収され
る：

・ 鉱床探査作業の実施を対象に設定された料率に基
づき、当該鉱物の埋蔵量が確定し国家埋蔵量バラ
ンスシートに計上された地下資源鉱区の面積（割
当鉱区の面積を除く）に応じて徴収される。

・ 探鉱・鉱床評価作業の実施を対象に設定された
料率に基づき、発見済みの鉱床領域を除く面積
に応じて徴収される。

地下資源利用に伴う定期的な支払う税のレートは、
地下資源鉱区面積1km2あたりの年額として定められ
る。地下資源利用に伴う定期的な支払う税の具体的料
率は、地下資源を管理する連邦機関（Rosnedra）また
はその地方機関、地域的意義を有する地下資源鉱区に
関しては当該連邦構成主体の管轄行政機関が、所定の
手続きにより地下資源利用ライセンスが交付される地
下資源鉱区毎に、表3.2の範囲内で定める（2014年3月
7日付天然資源・環境省令第134号「地下資源利用に
対する定期的支払いの具体的料率の算定方法承認」）。

10 この権限に基づき、2001年12月26日付ロシア連邦政府決定第900号「学術的、文化的、美学的、衛生・健康増進
上その他の意義を有し特別に保護すべき地質学的対象」が公布された。
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地下資源利用に伴う定期的な支払う税の額は、企
業等が利潤税の課税標準を確定する際に考慮する生産
および現金化（販売等）に関連するその他の費用に、
1年間均等割合で含めることができる11。

地下資源利用に対する定期的支払いは、地下資源
利用者が四半期ごとに、満了した四半期の翌月の最終
日までに、算出した1年分の額の4分の1と同額を支払
う。

地下資源利用に伴う定期的な支払う税はロシア連
邦の予算法令に従い、金銭により徴収される。地下資
源利用者は四半期毎に、満了した四半期の翌月の最終
日までに、地下資源鉱区所在地の、租税公課関連の法
令順守を管理・監督する連邦行政機関（ロシア連邦税
務局）の地方機関、天然資源に関する権限を付与され
た連邦行政機関の地方機関に対し、地下資源利用に伴
う定期的な支払う税の計算書を提出する。その書式は
予算・税務分野の国家政策立案及び法的規制を所管す
る連邦行政機関が地下資源を管理する連邦機関と調整
の上承認した書式とする。

（4） 鉱物採取税
鉱物採取税は、地下資源利用者から徴収される直

接連邦税であり、ロシア連邦税法第26章（2001年8月
8日付連邦法第126-FZ号により2002年1月1日施行）
に規定されている。

鉱物採取税の納税者は、ロシア連邦の法律により
地下資源利用者とみなされる組織及び個人事業主であ
る（税法第334条）。納税者は、地下資源鉱区利用ラ
イセンス（許可）の国家登録日より30暦日以内に地下
資源鉱区所在地において登録されなければならない。

課税対象はつぎのとおりである（税法第336条）。
・ ロシア連邦の法律に従い納税者の利用に供され

た地下資源鉱区におけるロシア連邦領内の地下
から採取された鉱物 

・ 採鉱廃棄物（損失）から回収された鉱物で、当該
回収がロシア連邦の法律に基づき個別認可の対
象となる場合

鉱物とは、地中（尾鉱、損失）から実際に採取（回
収）された鉱物原料（岩石、液体その他混合物）に含
まれる鉱業・採掘製品であり、その品質がロシア連邦

11 利潤税の納税企業は、定期的支払いの年間総額の12分の1を利潤税の課税標準から毎月減ずることができる。た
だし、生産・販売関連のその他費用の一覧を定める税法第2部第25章「企業利潤税」の第264条には、地下資源利
用に対する定期的支払いについては明示されていない。

表3.2　地下資源利用に伴う定期的な支払う税のレート（年額）
（ルーブル／地下資源鉱区1㎡）

最小 最大
1. 鉱床の探鉱および評価のための地下資源利用に伴う定期的な支払う税のレート

炭化水素資源 120 540
ロシア連邦大陸棚、ロシア連邦排他的経済水域、ロシア連邦に管轄権のあるロシア連邦国境外に
おける炭化水素資源 50 255

貴金属 90 405
金属鉱物 50 225
すべての品目の鉱物の漂砂鉱床 45 205
非金属鉱物、石炭、油母頁岩（オイルシェール）、泥炭（ピートモス） 27 90
その他の硬質鉱物 20 75

2. 鉱物の探鉱のための地下資源利用に伴う定期的な支払う税のレート
炭化水素資源 5,000 20,000
ロシア連邦大陸棚、ロシア連邦排他的経済水域、ロシア連邦に管轄権のあるロシア連邦国境外に
おける炭化水素資源 4,000 16,000

貴金属 3,000 18,000
金属鉱物 1,900 10,500
すべての品目の鉱物の漂砂鉱床 1,500 12,000
非金属鉱物 1,500 7,500
その他の硬質鉱物 1,000 10,000
地下水 800 1,650

3. 鉱物の採掘（生産）に関連しない地下構造物の建設および操業に際する地下資源利用に伴う定期的な支払う税のレート
石油および凝縮ガスの貯蔵（ルーブル／1t） 3.5 5
天然ガスおよびヘリウムの貯蔵（ルーブル／1000㎥） 0.2 0.25
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表3.3　鉱物採取税の税率
採取された鉱
種のコード 採取された鉱物の名称 税率 課税根拠

（ロシア連邦税法）
表土及び規格外埋蔵量から採取された鉱物、採掘損失

なし 鉱物の実質採掘損失が規準範囲内の場合 0% 
（RUB） 第342条1

なし
以下の開発による鉱物
– 規格外埋蔵量（低品質の残存埋蔵量）
– 償却済埋蔵量

0% 
（RUB） 第 342条1

なし

以下に残存する鉱物（全量）:
– 表土
– 母岩（脈石）
– 選鉱尾鉱
以下より採取される鉱物 （尾鉱中の含有量が規準範囲内の場合） 
– 表土
– 母岩（脈石）
– 採鉱・選鉱尾鉱 （オイルスラッジ処理を含む）

0% 
（RUB） 第 342条1

04000 商用鉱石
04100 鉄類の商用（標準）鉱石
04101 鉄

4.8% 第 342条204102 マンガン
04103 クロム
04200 非鉄金属の商用（標準）鉱石

国家標準規格（GOST）、業界規格、地域規格、国際
規格に適合するもの、採取された特定の鉱物に関して
これらの規格が存在しない場合は企業の規格（技術仕
様）に適合するものをいう。課税対象は採取された鉱
物のみである（税法第337条）。

鉱物の課税標準12は、炭化水素とは異なり、採取さ
れた鉱物の価格と規定され、従価税率（％表示）が適
用される13。

採取された鉱物の評価額は、下記いずれかの方法
で納税者自身が決定する。

・ 当該課税期間の納税者による販売価格（補助金を
除く）を基に算出14

・ 当該課税期間の採取された鉱物の納税者による
販売価格を基に算出15

・ 採取された鉱物の見積価格を基に算出16

＜鉱物採取税の計算例＞鉱物採取税の計算例
ある地下資源鉱区で鉄鉱石が採掘され、終了した

課税期間内の鉄鉱石採掘量を5,000t、鉄鉱石の卸売価
格を1t当たり400ルーブル（RUB）（うち付加価値税
61RUB）とし、契約に従い製品輸送は購入者の負担
で行われ、政府補助金の交付はないと仮定。

当該課税期間における鉱物採取税の課税標準は、
5,000t×  （400- 61） RUB/t = 169万5,000RUB。 これ
に税率4.8% （表3.3参照）を乗じると、税額 が8万
1,360RUBと算出される。

税額は採取された鉱物別に各課税期間（月）毎に算
定する。課税期間毎の課税額は終了した課税期間の翌
月25日までに支払う。

鉱物採取税の納税申告書は、各期間毎に（累計では
なく）終了した課税期間の翌月末日までに納税者の所
在地（居住地）の税務機関に納税者が提出する。

12 貴金属に関する例外は税法第26条に規定。
13 ロシア連邦税法が0％税率を定めているケースもある。例えば、鉱物の採掘損失が規準範囲内である場合や、規

格外埋蔵量（低品質の残存埋蔵量）や償却済埋蔵量の開発による鉱物の場合である。
14 販売価格は付加価値税を除いて計算し（ロシア連邦内における販売の場合）、消費者への製品納入に係わる納税者

の支出額を減ずる（納入契約に基づき供給者が輸送費を負担する場合）
15 販売価格は付加価値税を除いて計算し（ロシア連邦内における販売の場合）、消費者への製品納入に係わる納税者

の支出額を減ずる（納入契約に基づき供給者が輸送費を負担する場合）
16 採取された鉱物の見積価格は税務会計データに基づき納税者自身が算定する。この場合、企業利潤税の課税標準

算定のための収支評価方法が適用される。
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04201 アルミニウム

8% 第342条2

04202 銅
04203 ニッケル
04204 コバルト
04205 鉛
04206 亜鉛
04207 錫

極東連邦管区に全部もしくは一部が位置する地下資源鉱区で採取され
た標準錫鉱石 0% 第 342条1

04208 タングステン

8%  第342条2

04209 モリブデン
04210 アンチモン
04211 水銀
04212 マグネシウム
04213 他グループに属さないその他の非鉄金属（霞石、ボーキサイトを除く）
04214 霞石
04215 ボーキサイト
04300 固有鉱床を形成するレアメタルの商用鉱石
04301 チタン

8% 第342 条2

04302 ジルコニウム
04303 ニオブ
04304 レアアース
04305 ストロンチウム
04306 リチウム
04307 ベリリウム
04308 バナジウム
04309 ゲルマニウム
04310 セシウム
04311 スカンジウム
04312 セレン
04313 タンタル
04314 ビスマス
04315 レニウム
04316 ルビジウム

05000 多成分複雑鉱及び多成分複雑鉱の有価成分 （貴金属を除く） 
多成分複雑鉱

8% 第 342条2

多成分複雑鉱の有価成分（貴金属を除く）
– クロム
– アルミニウム
– 銅
– ニッケル
– コバルト
– 鉛
– 亜鉛
– 錫
– タングステン
– モリブデン
– アンチモン
– 水銀
– マグネシウム
– カドミウム
– インジウム
– その他
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06100 鉱業化学非金属原料
06101 燐灰・霞石

4% 第342条206102 リン鉱石
06118 燐灰石
06103 カリウム塩 3.8%  第342条2
06104 マグネシウム塩

5.5% 第 342条2

06105 岩塩
06106 ホウ素鉱石
06107 硫酸ナトリウム
06108 天然硫黄
06109 ガス・黄鉄鉱・複雑鉱床の硫黄
06110 重晶石
06111 石綿
06112 ヨウ素
06113 臭素
06114 蛍石
06115 土性顔料（鉱物性顔料）
06116 炭質岩
06117 化学工業用・無機質肥料生産用のその他の非金属鉱物
07000 鉱業非金属原料
07001 研磨用鉱物

6% 第 342条2

07002 脈石英 （高純度石英・圧電体原料を除く）
07003 珪岩
07004 金属工業用炭質岩
07005 石英・長石質原料
07006 珪質原料
07007 ガラス砂
07008 天然黒鉛
07009 タルク （凍石）
07010 マグネサイト
07011 タルク・マグネサイト
07012 パイロフィライト
07013 白雲母
07014 金雲母
07015 バーミキュライト
07016 掘削流体用耐火粘土
07018 吸着剤
07017 他グループに属さないその他の鉱物
08000 瀝青岩 （炭化水素原料を除く） 6% 第 342条2
09000 レアメタル原料（微量元素） 
09001 インジウム

8% 第 342条2

09002 カドミウム
09003 テルル
09004 タリウム
09005 ガリウム
09006 その他のレアメタル
09007 他の鉱物の鉱石の随伴成分であるその他の抽出有価成分
10000 主に建設業で利用される非金属原料
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10001 石膏

5.5% 第 342条2

10002 無水石膏
10003 天然白亜
10004 ドロマイト
10005 石灰岩フラックス
10006 石灰岩
10007 石灰・セメント製造用石灰石
10008 建築用天然砂
10009 円礫
10010 砂利
10011 砂礫
10012 建築用石材
10013 外装用石材
10014 泥灰岩
10015 粘土
10016 建設業で利用されるその他の非金属鉱物
11100 圧電体原料の規格品

6.5% 第 342条2
11200 高純度石英原料の規格品
11300 宝石用原石の規格品
11301 トパーズ

6.5%  第342条2

11302 軟玉
11303 硬玉
11304 ロードナイト
11305 青金石
11306 アメジスト
11307 トルコ石
11308 メノウ
11309 碧玉
11310 その他
12000 天然ダイヤモンド、一次鉱床・漂砂鉱床・人工鉱床から採取したその他の貴石、半貴石
12001 天然ダイヤモンド

8% 第 342条2

12002 エメラルド
12003 ルビー
12004 サファイア
12005 アレキサンドライト
12006 琥珀
12007 半貴石
13000 貴金属を含有する精鉱その他の半製品
13001 金 6% 第 342条2
13002 銀

6.5% 第 342条2

13003 プラチナ
13004 パラジウム
13005 イリジウム
13006 ロジウム
13007 ルテニウム
13008 オスミウム
14100 天然塩

5.5% 第 342条2
14200 純塩化ナトリウム
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16000 放射性金属原料
16100 ウラン

5.5% 第 342条216200 トリウム
16300 その他
17000 他グループに属さない鉱物 6% 第 342条2

（5） 貴金属に対する課税の特徴 
一次・漂砂・人工鉱床からの貴金属を採取する場

合、鉱物採取量は、ロシア連邦の貴金属関連法に従っ
て行われる採取時の義務的記録のデータに基づき算定
される（貴金属及び同精鉱の記録は、1998年3月26日
付連邦法第41-FZ号「貴金属及び貴石」及び2000年9
月28日付ロシア連邦政府決定第731号「貴金属・貴石
及び同製品の記録・保管及び報告作成の規則の承認」
に従い、地下資源利用者が行う。）。

一次・漂砂・人工鉱床から採取された貴金属の価額
査定にも特徴がある。査定は、当該課税期間における
化学的に純粋な金属の納税者による販売価格（付加価
値税を算入せず、精錬と消費者への納入（輸送）に係
わる納税者の支出額を減じたもの）に基づき行われる。

課税期間において化学的に純粋な金属の販売価格が
存在しない場合は、貴金属を含有する精鉱（半製品）
の販売の有無にかかわらず、過去の直近の課税期間に
おける化学的に純粋な金属の販売価格が考慮される。 

採取された鉱物の単価は、採取された鉱物の単位
当たりの化学的に純粋な金属の含有比率（採取された
鉱物を化学的に純粋な金属に換算した量と採取された
鉱物（精鉱（半製品））の量の比） 及び化学的に純粋な
金属の単価に基づき算定される。

（6） 輸出関税 
ロシア連邦関税率法に基づき、特定の鉱物が関税

境界を越えて輸出される場合は関税が課される。鉱物
の輸出関税率は表3.4のとおり。

表3.4　鉱物の輸出関税率
非鉄金属 商品名 HSコード 税率

ニッケル ニッケルのマット 7501 10 000 0 1.25%
焼結した酸化ニッケル
その他ニッケル製錬の中間生産物

7501 20 000 0 1.25%

ニッケル（合金を除く）のくず 7503 00 100 0 10%（ただし1,000㎏当たり 240ユーロ
を下回らない）

ニッケル合金のくず 7503 00 900 0 10%（ただし1,000㎏当たり 240ユーロ
を下回らない）

アルミニウム 塊または液状の二次アルミニウム合金 7601 20 910 0 1.25%
銅 銅のマット及びセメントカッパー（沈殿銅） 7401 00 000 0 2.5%

粗銅及び電解精製用陽極銅 7402 00 000 0 10%
銅・亜鉛合金（黄銅）の塊 7403 21 000 0 10%
銅・錫合金（青銅）の塊 7403 22 000 0 10%
その他の銅合金

（7405のマスターアロイを除く）の塊
7403 29 000 0 10%

精製銅のくず 7404 00 100 0 20%（ただし1,000㎏当たり 168ユーロ
を下回らない）

銅のマスターアロイ 7405 00 000 0 2.5%
鉛 鉛のくず 7802 00 000 0 18%（ただし1,000㎏当たり 63ユーロ

を下回らない）
亜鉛 亜鉛のくず 7902 00 000 0 18%（ただし1,000㎏当たり 108ユーロ

を下回らない）
錫 錫のくず 8002 00 000 0 1.63%
白金 品位が1000分の999.5以上の白金の塊 7110 11 000 1 6.5%

貴金属化合物 2843 90 900 0 6.5%
貴金属製品 7115 90 000 0 6.5%

出典：2013年8月30日付連邦政府決定第754号「ロシア連邦から関税同盟協定加盟国外に輸出される商品の輸出関税率の承認」17

17 2015年5月29日付連邦政府決定第514号及び2015年8月4日付連邦政府決定第786号「ロシア連邦から関税同盟協定
加盟国外に輸出される商品の輸出関税率変更」に従い、2015年9月1日以降2016年8月31日まで有効である。

38



（7） 通関手数料
2004年12月28日付ロシア連邦政府決定第863号「通

関手数料」に基づき、以下の通関手数料が課される。
対象商品の関税価格 通関手数料

・20万ルーブル以下 500 ルーブル
・20万ルーブル1コペイカ以上45万ルーブル以下

1,000 ルーブル
・45万ルーブル1コペイカ以上120万ルーブル以下

2,000ルーブル
・120万ルーブル1コペイカ以上250万ルーブル以下

5,500ルーブル
・250万ルーブル1コペイカ以上500万ルーブル以下

7,500ルーブル
・500万ルーブル1コペイカ以上1,000万ルーブル以下

2万ルーブル
・1,000万ルーブル1コペイカ以上 3万ルーブル 

＜輸出税及び通関手数料の計算例＞
銅・亜鉛合金（未加工）1tを100US$（1US$=77.1326

ルーブルと仮定）で輸出した場合、輸出関税は10US$

（税率10％）、通関手数料は6.48US$（500ルーブル）と
なる。

2．外国投資法及び関連法令 
（1） 適用法

外国の法人及び自然人に関わる地下資源利用関係
については、地下資源法、外国投資法等に規定されて
いる。表3.5のとおりである。

（2） 「外国投資家」の定義
地下資源に関するロシアの法律（地下資源法第2条

1及び連邦法「国防及び国家安全保障上戦略的に重要
な企業への外国投資実施手続き」第3条2項）におい
て、「外国投資家」とは、外国投資法第2条の定義に
従うとされている。外国投資家の支配下にある組織

（ロシア領内で設立されたものを含む）も外国投資家
とみなされる（外資規制法第3条）。

外国投資法第2条における外国投資家は表3.6のとお
りである。

表3.5　外国の法人及び自然人に関わる地下資源利用関係に関連する法令
法令 概要 概要が記載されている条文

1992年2月21日 付 ロ シ ア 連 邦 法 №
2395-1「地下資源法」

・ 地質調査、地下資源の利用・保全において生じる関
係を規定。

前文

1999年7月9日 付 連 邦 法 第160-FZ号
「ロシア連邦における外国投資」（外国投
資法）

・ 基本用語（「外国投資家」、「外国投資」、「直接外
国投資」、「投資プロジェクト」、「優先的投資プロ
ジェクト」、「投資プロジェクトの回収期間」、「再
投資」、「総税負担」）を定義。

・ 外国投資家がロシア領内で投資を行う場合の権利の
政府保証に関連する関係を規定。

第2条

2002年7月25日付連邦法第115-FZ号
「ロシア連邦における外国人の法的地
位」

・ ロシアにおける外国人の法的地位を規定。外国人を
一方とし、政府機関・地方自治体・その公務員を他
方とし、外国人のロシア滞在（居住）及びロシア領
内における労働・事業・その他の活動に伴い生じる
関係を規定。

第1条

2008年4月29日 付 連 邦 法 第57-FZ号
「国防及び国家安全保障上戦略的に重要
な企業への外国投資実施手続き」（外資
規制法）

・ 国防及び安全保障上戦略的に重要な企業の定款資本
を構成する株式（持分）の取得という形態での外国
投資家または団体による投資、当該企業に対する外
国投資家または団体の支配確立を伴うその他の取引
に関連する関係を規定。

第2条1項

表3.6　外国投資法第2条における外国投資家
外国投資家の種類 権利能力

外国法人 ・ その民事上の権利能力（及び行為能力）は、同者が設立された国（無国籍者に
ついては居住国）の法律に従って決定され、同国の法律に従ってロシア領内で
投資を行う権利を有する法人でない外国組織

外国人
ロシア国外に居住する無国籍者
国際組織 ・ロシアの国際条約に従ってロシア領内で投資を行う権利を有する
外国 ・連邦法が定める規定に従う
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戦略的意義を持ちかつ連邦的意義を有する地下資
源鉱区の利用を行う経営団体が被管理者である場合、
以下の特徴のひとつがある場合に、管理者である外国
投資家の支配下にあると見なされる（外資規制法第5
条第3項）。

・ 管理者が（財産の管理信用契約、組合契約、信託
契約に基づいたもの、あるいは別の取引の結果
やその他の事由に基づいたものを含め）定款資本
を構成する表決のある株式（持分）に相当する全
票数の25%以上を直接的あるいは間接的に持っ
ている場合。

・ 管理者が契約に基づきあるいはその他の事由に
基づき、被管理者による企業活動の実施条件を
決定することを含め、被管理者により採択され
る決定を確定する権限をあるいは全権を持って
いる場合。

・ 管理者が一人からなる執行機関および（あるい
は）被管理者の合議執行機関のメンバーの25%以
上を任命する権利、または外国投資家あるいは
個人の集合体がこの経営団体の理事会（監督機
関）あるいは別の合議管理組織のメンバーの25%
以上を選出する無条件の可能性を持つ場合。

・ 管理者が、被管理者の管理会社の全権を行使す
る場合。

（3） 事前承認の対象となる取引
外資規制法に従い事前協議の対象となる取引は、

以下の種類のものである（外資規制法第7条）。
① （戦略的意義を持ちかつ連邦的意義を有する地下

資源鉱区の利用を行う経営主体の定款資本を構
成する株式（持分）に関する取引を除き）結果的
に外国投資家あるいは人物が以下のものを取得
する取引。

a） 戦略的意義を持つ経営団体の定款資本を構成す
る表決権付き株式（持分）に相当する全票数の
50%超を直接的あるいは間接的に管理する権利。

b） 戦略的意義を持つ経営団体の一人からなる執行
機関および（あるいは）合議執行機関のメン
バーの50%超を任命する権利、および（あるい
は）この経営団体の理事会（監督機関）あるいは
別の合議管理組織のメンバーの50%超を選出す
る無条件の可能性。

② 戦略的意義を持ち連邦的意義を有する地下資源
鉱区を利用する経営団体の定款資本を構成する
株式（持分）に関する取引。ただしその取引の結
果、外国投資家あるいは個人の集合体が以下の
ものを取得する場合に限る。

a） この経営団体の定款資本を構成する株式（持分）
に相当する全票数の25%以上を直接的あるいは
間接的に管理する権利。

b） この経営団体の一人からなる執行機関および
（あるいは）合議執行機関のメンバーの25%以上
を任命する権利、および（あるいは）この経営
団体の理事会（監督機関）あるいは別の合議管
理組織のメンバーの25%以上を選出する無条件
の可能性。

③ 連邦的意義を有する地下資源鉱区を利用する戦
略的に重要な企業の定款資本を構成する株式（持
分）を直接または間接的にコントロールする権利
を外国投資家または団体が取得することを目的
とする取引で、当該外国投資家または当該団体
が当該企業の定款資本を構成する議決権株式（持
分）に相当する総議決権数の25％以上75％以下
を直接または間接的にコントロールする権利を
有する場合（ただし、当該企業の定款資本増強に
伴って行われるか、外資規制法第5条1項1号18に
より当該企業を支配する者の支配下にある者に
より行われ、当該企業の定款資本における当該
外国投資家または当該団体の持分が増加しない
取引は除く）。

④ 外国投資家あるいは個人の集合体を構成する商
業団体または個人企業家が、戦略的意義を持つ
経営団体に関し管理者（管理団体）の職務を果た
すことに関する契約。

⑤ 外国、国際機関あるいはそれらの管理下にある
団体が、戦略的意義を持つ経営団体の定款資本
を構成する表決権付き株式（持分）に相当する全
票数の25%超を直接的あるいは間接的に管理す
る権利、あるいはこの経営団体の経営機関の決
定を阻止するその他の可能性、あるいは戦略的
意義を持ち連邦的意義を有する地下資源鉱区を
利用する経営団体の定款資本を構成する株式（持
分）に相当する全票数の5%超を直接的あるいは
間接的に管理する権利を取得することを目的と
した取引。

⑥ 戦略的に重要な企業の経営機関の決定（事業活動
方針を含む）に影響を与える権利を外国投資家ま
たは団体に譲渡することを目的とするその他の
取引、合意。

⑦ 戦略的に重要な企業の主要生産手段であり、価
額が直近決算日の簿価の25％以上である資産の
所有・占有または利用目的の取得を定めた取引
も事前承認の対象となる。

18 支配者が、（財産信託管理契約・組合契約・委任契約に基づき、またはその他の取引の結果、もしくはその他の
根拠等により）、被支配者の定款資本を構成する議決権株式（持分）に相当する総議決権数の50％超を直接または
間接的にコントロールする権利を有する。
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3.2.3.①、②、⑦で示された取引には次のものが属する。
・ 戦略的に重要な企業の定款資本を構成する議決

権株式（持分）の売買・贈与・交換契約、並びに
当該株式（持分）の所有権を外国投資家または団
体に譲渡するその他の合意

・ 戦略的に重要な企業の定款資本を構成する議決
権株式（持分）を対象とする信託管理契約及び

（または）類似の合意
・ 戦略的に重要な企業の主要生産手段であり、価

額が直近決算日の簿価の25％以上である資産を
外国投資家または団体が所有・占有または利用
目的で取得することを定めた売買・贈与・交換・
賃貸・信託管理・無償利用契約及び（または）類
似の合意

戦略的意義を持ち、外資規制法に従い事前協議の
対象にある経営団体を管理することになる取引（以
下、取引）に属するのは、戦略的意義を持つ経営団体
に対する監督を直接的あるいは間接的に行う第三者に
関し外国投資家あるいは個人の集合体により行われ、
その経営団体を外国投資家あるいは個人の集合体が管
理することになるような任意の取引である。

戦略的に重要な企業の経営機関の決定（事業活動方
針を含む）に影響を与える権利の外国投資家または団
体による取得を伴うその他の行為も事前承認の対象と
なる。

外資規制法第7条の要件は、1995年12月26日付け
連邦法N208-FZ「株式会社について」（株式会社法）第
84条2に従い、経営団体の有価証券の取得に関する義
務を外国投資家あるいは個人の集合体が売却すること
を含め、戦略的意義を持つ経営団体に対する管理が、
結果的に外国投資家あるいは個人の集合体によって直
接的または間接的に行われるような株式（持分）の取
得のその他の場合にも適用される。

戦略的意義を持つ経営団体に対する外国投資家あ
るいは個人の集合体の管理の確立が、その経営団体の
定款資本を構成する表決権付き株式（持分）に相当す
る票数の比率を変更し、株主（参加者）の総会でこの
経営団体による取得の結果、所有株式（その定款資本
を構成する持分）が譲渡されるあるいは購入され、そ
の経営団体に属する持分がその参加者の間で分配さ
れ、特権のある株式が通常の株式に兌換され結果、あ
るいはロシア連邦法により定められた別の事由に基づ
き行われる場合、外国投資家あるいは個人の集合体
は、この経営団体に対する管理の確立日から3ヶ月以
内の期限で、本連邦法により定められた手順で管理確

立の協議に関する申請書を提出しなければならない。

（4） 取引または支配確立の事前承認手続き
取引及び（または）戦略的に重要な企業に対する外

国投資家または団体の支配確立の事前承認に関する請
願審査の行政サービス提供は連邦独占禁止局が行
う19。取引の事前承認に関する請願審査は政府外国投
資監視委員会が行い、以下を決定する。

・ 取引の事前承認または支配確立の承認。外国投
資家、もしくは団体に加入する法人または自然
人との間で、その義務履行及び合意条件の変更
に関する合意（外資規制法第12条に規定）がある
場合を含む。

・ 取引の事前承認の拒否または支配確立の承認拒
否

・ 特例として、取引の事前承認及び支配確立の承
認に関する請願の審査期間を延長20

・ 戦略的に重要な企業の経営機関を、ロシア連邦
の法律に基づき国家機密情報にアクセス可能な
者により編成。国家機密保護に関するロシア連
邦の法律に基づく国家機密保護対策を当該企業
が実施。自然人の申請者もしくは法人申請者の
幹部または従業員による国家機密情報へのアク
セスが必要な場合は、国家機密保護に関するロ
シア連邦の法律に基づきその許可の手続きを行
うことを含む

・ 国防発注商品（役務）の当該企業による納入の継
続

・ 当該企業による動員能力維持業務の継続
・ 自然独占に関するロシア連邦の法律に基づき設

定された価格（料金）での当該企業によるサービ
ス提供

・ 申請者が提出した当該企業の事業計画実施
・ ロシア連邦領内もしくはその当該企業所在地域

における戒厳令下または非常事態下で、当該企
業がロシア連邦の法律に基づき定められる対策
を遅滞なく講ずること

・ 取引の事前承認または支配確立の承認に関する
決定が定めた期間中、当該企業が平均従業員数
を維持すること

・ 連邦的意義を有する地下資源鉱区を利用する戦
略的に重要な企業が採取した鉱物のロシア連邦
領内における加工

・ 戦略的に重要な企業が採取（捕獲）した水生生物
資源のロシア連邦領内における加工

19 2011年8月18日付連邦独占禁止局令第597号「取引及び（または）国防及び国家安全保障上戦略的に重要な企業に
対する外国投資家または団体の支配確立の事前承認に関する請願審査の行政サービス提供に関する連邦独占禁止
局の行政手続き承認」に規定。

20 2008年7月6日付ロシア連邦政府決定第510号「政府外国投資監視委員会」

41



（5） 連邦管轄地下資源鉱区
地下資源法第2条1に基づいて、複合ライセンスに

基づき地質調査が行われた場合の、鉱物の探査及び採
掘のための連邦的意義を有する地下資源鉱区利用権の
停止決定に関する規程として、2008年9月16日付政府
決定第697号「一貫ライセンスに基づき地質調査が行
われた場合の鉱物の探査及び採掘のための連邦的意義
を有する地下資源鉱区利用権の停止決定に関する規定
の承認」が設けられている。同規定は、鉱物埋蔵量の
国家審査により、鉱床の特性が地下資源法第2条1の
要件を満たすことが判明した場合、当該地下資源鉱区
の利用者は、当該鉱区における鉱物の探査及び採掘実
施可否の審査に向け申請書及び必要書類（定款の写し
等）を連邦地下資源利用庁に提出することを求めてい
る。 

（参考）連邦的意義を有する地下資源鉱区が外国企業
の利用に供された

① 2015年5月20日付ロシア連邦政府令第909-r号に
より、Kun-Manie社（英Amur Minerals社傘下）
は、地下資源法並びに「鉱床発見が認定された場
合の地下資源利用権取得申請審査に関する規定」

（2008年11月27日付政府決定第897号により承
認）に基づいて、Kun-Manie鉱床（アムール州）
を含む連邦的意義を有する地下資源鉱区のニッ
ケル・銅・コバルト・硫黄・プラチナ・パラジ
ウム・金・銀の探査及び採掘目的の利用権を取

得した。
② 2016年3月24日に外国投資政府委員会は、«Molumin

AG»社（スイス）によるSPC　Geotechnology社の
75％の株式の取得を承認した。SPC　Geotechnology
社は連邦的意義を有する地下資源鉱区である
Shanuchという銅ニッケル硫化鉱床をはじめ、カム
チャツカ地方においてニッケル、銅、コバルト、金
及びパラジウムの大規模な埋蔵量に関するライセン
スを所有している。

③ 2016年4月 の 時 点 で、 ロ シ ア の 政 府 はAmur
Minerals社（（米）Freeport-McMoRan 社（49%）
と（加）のIG Copper （51%）の合弁会社）にハバ
ロフスク地方における連邦的意義を有する地下
資源鉱区であるMalmyzhskoe金・斑岩銅鉱床の
開発ライセンスをを付与する可能性を検討して
いる。

　注： KINROSS社によると、探査・評価ライセン
スで事業を行う戦略的鉱床の第一発見者には
当該鉱床の開発権を取得できる保証はなく、
一般的な国際慣行と矛盾することがしばしば
批判を招いている。しかも、連邦的意義を有
する地下資源鉱区では鉱物の探査及び採掘の
権利は、政府の決定によってのみ、かつ鉱区
全体の地質調査が完了した場合にのみ付与さ
れる。つまり、戦略的地下資源鉱区の所有者
は、ライセンス地域のどこか一部における鉱
物採掘権を取得するには、たとえ何百km2あ

図3.1　取引または支配確立の事前承認取得プロセス 
*首相を長とする政府外国投資監視委員会
**外資規制法第12条1項に従い、委員会が取引の事前承認または支配確立の承認を決定する場合、第12条1項が定める義務の履行
に関し申請者との合意があれば、委員会は申請者に課す義務を次の中から一つまたは複数を決定する。

42



ろうとライセンス地域全体の地質調査を実施
しなければならない。 

3．鉱床廃止を規制する法令
（1） 鉱物の採掘（生産）企業および採掘（生産）に関連

しない地下構造物の解体（廃棄）および活動停止
鉱物の採掘（生産）企業および採掘（生産）に関連

しない地下構造物の解体（廃棄）および活動停止につ
いては、地下資源法第26条において、次のように規
定されている。

・ 鉱物の採掘（生産）企業および採掘（生産）に関
連しない地下構造物が解体（廃棄）または活動停
止となるのは、ライセンスの有効期間満了時ま
たは地下資源の利用が期限前に終了となった場
合である。

・ 解体（廃棄）または活動停止の過程が完了するま
で、地下資源利用者は本法により課せられた責
任を負う。

・ 企業または地下構造物が完全に、または部分的
に解体（廃棄）または活動停止となる場合、坑道
および坑井は、住民の生命および健康に対する
安全、環境、建物および構造物の保全を確保す
る状態でなければならず、活動停止の場合にお
いてもその全期間中、鉱床、坑道、坑井の保全
が確保される状態でなければならない。採鉱場
廃止計画に基づき、剥土、母岩、鉄鋼スラグ（危
険度Ⅳ、Ⅴクラス）を採鉱場廃止のために使用す
ることができる。

・ 鉱物の採掘（生産）企業またはその一部を、また
採掘（生産）に関連しない地下構造物を解体（廃
棄）または活動停止とする場合、地質、測量その
他の記録文書は、作業完了時点で補足を行い、
所定の手続きで保管のために引き渡される。

・ 鉱物の採掘（生産）企業または採掘（生産）に関
連しない地下構造物の解体（廃棄）および活動停
止は、ライセンスを交付した機関および国家鉱
山監督機関による解体（廃棄）または活動停止に
関する調書署名後に完了したものとみなす。

・ 坑道および地下資源利用に関連するその他の構
造物の操業停止および廃止は、地下資源利用者
である企業の資金で行われる。

・ 生産分与契約に基づく坑道および地下資源利用
に関連するその他の構造物の操業停止および廃
止は、投資家（インベスター）が設立した清算基
金の資金で行われる。当該基金の創設および利
用手続きは、ロシア連邦法令に従った合意によ
り定める。

次の理由で地下資源利用が停止される場合、利用
権の期限前終了に伴う事業所の休眠化及び廃止の費用
は地下資源利用者が負担することを、地下資源法第
21条は求めている。

・ 地下資源利用に関連する作業の影響圏内で労働
または居住する人間の生命・健康に対する直接
的脅威が発生（事業所に過失がある場合）

・ 地下資源利用者によるライセンスの基本条件違
反

・ 地下資源利用者による地下資源利用規則の常習
的違反

なお、次の理由で地下資源利用が停止される場合
は、地下資源利用者である事業所の休眠化及び廃止の
費用は国が負担する。

・ 地下資源利用に関連する作業の影響圏内で労働
または居住する人間の生命・健康に対する直接
的脅威が発生（事業所に過失がない場合）

・ 非常事態の発生（天災、軍事行動その他）
・ 一貫ライセンスに基づく鉱物の探査・採掘のた

めの連邦的意義を有する地下資源鉱区利用権が、
地下資源法第2条1によるロシア連邦政府の決定
に基づき、当該ライセンス交付機関により期限
前に終了

地下資源利用者は、地下資源利用権の終了・一時
停止・制限に不同意の場合、行政または裁判手続きに
より異議申し立てができる。

生産分与契約に基づく地下資源利用権は、当該契
約の定める条件及び手続きにより終了・一時停止・制
限されることがある。

（2） 鉱床の廃止・休眠化実施手続き
鉱床の廃止・休眠化作業は、「地下資源利用に関連

する危険生産施設の廃止・休眠化実施手続きに関する
指示書RD 07-291-99」（1999年6月2日付国家鉱業監督
局決定第33号により承認）に従って実施される。

地下資源利用施設の廃止・休眠化は、所定の手続
きにより作成・承認された計画に基づき実施される。
地下資源利用施設の廃止・休眠化計画は、適切なライ
センスを所持する研究・設計専門機関が作成する。計
画では、施設の廃止・休眠化関連作業の期間、方法、
手順が定められ、技術対策（地下資源・水体の汚染防
止等）が作成される。

割当鉱区内に未開発の鉱物埋蔵量を有する地下資
源利用施設を廃止・休眠化する場合、当該埋蔵量の開
発、国家鉱物バランスシートからの抹消または計上継
続の妥当性に関する技術経済分析を廃止・休眠化計画
に盛り込む。既開発領域の再生計画は廃止・休眠化計
画の必須事項である。

地下資源利用施設の廃止・休眠化計画は、国家環
境アセスメント、産業安全審査の肯定的結論、管轄政
府諸機関の同意が得られた場合、廃止または休眠化を
決定した機関により承認される。採鉱場及びその他の
地下資源利用関連施設の廃止・休眠化の作業は、所定
の手続きによる計画承認後に実施される。
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図3.2　地下構造物の解体（廃棄）及び活動停止に向けた流れ
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表3.7　採鉱場の廃止・休眠化技術計画書の構成要件
（2010年6月25日付ロシア連邦天然資源・環境省令第218号「鉱床開発、採鉱場の廃止・休眠化、鉱物原料の一次加工の計画
文書の構成・作成要件の承認」）
1.一般情報
1.1.廃止される事業所の概要
1.2.鉱業事業所または施設（採鉱場、ボーリング孔）の廃止（休眠化）が必要となった主たる原因
1.3. 土地区画に関する情報
1.4. 事業活動の財務・経済指標
2. 廃止される事業所の地質構造及び鉱業・地質条件、埋蔵量情報
2.1. 割当鉱区及び割当土地区画の境界
2.2. 廃止される鉱業事業所に隣接する操業中の鉱業事業所の概要
2.3. 鉱物埋蔵量情報
2.4.資源開発終了後に生じた鉱業・地質条件の主要な変化の特徴 
2.5. 廃止（休眠化）される鉱業事業所による未開発の鉱物埋蔵量に関する決定
2.6. 地質測量書類の保存
3. 廃止（休眠化）される鉱業事業所の主要な鉱業技術諸元
3.1. 採鉱の特徴
3.2. 開坑・準備計画
3.3. 採鉱方法
3.4. 採鉱場の換気計画
3.5. 坑内輸送
3.6. 排水
3.7. 採鉱状況、採鉱場の状態
3.8. 採鉱場維持条件（必要な場合）
4. 廃止される鉱業事業所の地上施設
4.1. 生産施設
4.2. 管理・生活用建物、荷役・倉庫・修理施設
4.3. 電気・熱・水供給施設
4.4. 設備配管・配線
4.5. 自然保護施設
4.5.1. 廃止（休眠化）される自然保護施設
4.5.2. 建設中の自然保護施設（当該施設に関し別途の計画文書がない場合）
4.6. 補助施設、尾鉱堆積場、スラッジ堆積場、水利施設
5. 坑内採鉱場の廃止（休眠化）及び坑内設備の撤去に関する技術ソリューション
5.1.廃止される採鉱場の特徴
5.2. 廃止（休眠化）方法選択の根拠
5.3. 採鉱場及び休眠化される鉱業事業所の施設の維持に関する技術ソリューション
5.4. 地下水の動態管理の方法・措置の選択
5.5. 地殻力学・水文地質・気体力学的問題からの地表保護
6.廃止または休眠化の技術的作業における安全条件の確保
7.廃止または休眠化の技術的作業の量及び金額に関する総合指標
8. 廃止（休眠化）される事業所の建物・施設の解体、地下・地上設備の撤去（地上部分）
9.採鉱による有害影響の除去
9.1. 事業所廃止（休眠化）による環境への潜在的悪影響の評価
9.2.鉱業事業所の廃止（休眠化）により損害を被った 社会インフラ施設の改修及び交換
9.3. 事業所（施設）の廃止・休眠化作業過程の鉱業・環境モニタリング計画
9.4. 破壊された土壌の再生
9.5. 水環境回復措置
10. 廃止作業期間中の事業所（施設）の機能確保
11. 鉱業事業所廃止の技術的作業に関する総合指標
12. 添付図表及び文書
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Ⅳ．環境関連法令
1. 環境保護法

（1） 地下資源利用時の環境保護の基本原則
環境保護法第1条において、地下資源を自然環境の

一要素と定義されており、土地、土壌、地表・地下
水、大気、動植物も自然環境に分類されている。

法的主体による経済活動は、地下資源利用に関し、
環境保護法第3条に従って、以下の原則に基づき実施
しなければならない。

・ 良好な環境、環境安全保障の必須条件としての
天然資源の保護・再生・合理的利用

・ 自然利用の有償性と環境損害補償
・ 環境保護管理の独立性
・ 予定される経済活動による環境リスクの推定
・ 経済活動実施を決定する際の環境アセスメント

実施義務
・ 環境に悪影響を与え、国民の生活・健康・財産を

脅かす可能性のある経済活動の根拠となる計画書
その他の文書の国家環境アセスメント実施義務

・ 経済活動の計画・実施の際に地域の自然・社会
経済特性を考慮

・ 環境保護要件に基づく、経済活動の自然環境へ
の影響の許容度

（2） 環境保護関連の規制
環境保護に関する諸関係の有効な国家規制を行う

ため、環境保護法第2章において、ロシア連邦政府機
関、ロシア連邦構成主体政府機関、地方自治体の権限
が区別されている。

ロシア連邦政府機関の役割:
・ 国家環境モニタリング
・ 連邦環境監視
・ 環境への悪影響に対する課徴金の算定・徴収規

則、その算定の正確性及び納付の完全性・適時
性の管理実施規則、環境への悪影響に対する課
徴金の料率・係数の決定規則の承認

・ 環境保護要件の制定、環境保護に関する基準・
規範文書の作成・承認

・ 国家環境アセスメントの組織・実施
・ 環境保護法令違反により生じた環境損害の賠償

提訴

・ 経済活動等の環境に対する影響の経済的評価

ロシア連邦構成主体政府機関の役割:
・ 連邦法に基づき、環境保護に関するロシア連邦

構成主体の法律・法令を制定し、その執行に対
する監督を行う

・ 環境保護に関する地域的計画を採択・実施する
権利

・ ロシア連邦構成主体領内の環境状態に対する地
域的監視システム構築・運営権に基づく国家環
境モニタリングへの参加

・ 地域国家環境監視の実施。ただし、連邦国家環
境監視の対象となる施設を利用する活動を除く。

・ 要件・基準が連邦レベルで制定されたものを下
回らない環境品質基準の制定

・ 環境保護法令違反により生じた環境損害の賠償
提訴

・ 環境に悪影響を与え、地域国家環境監視の対象
となる施設の国家記録管理

地方自治体の役割:　
・ 都市ゴミの処理・リサイクル・無害化・埋設事

業の組織への参加

環境保護法で定められている環境保護の手法に経
済的規制（環境保護法第4章）があるが、これは主に
環境への悪影響に対する課徴金及び環境損害補償であ
る。環境への悪影響とされるのは、大気への汚染物質
その他物質の排出、水体への汚染物質排出、土壌汚
染、生産・消費廃棄物の投棄、騒音・熱その他の物理
的影響による環境汚染及び地下資源汚染、その他であ
る21。 

環境への悪影響に対する課徴金の算定・徴収規則
は、ロシア連邦の法律に定められている。課徴金の納
付により経済活動の主体が環境保護対策の実施と環境
損害補償を免除されることはない。 環境への悪影響
に対する課徴金の支払い方法は連邦法が定めてい
る22。

環境損害額の算定は、2013年7月4日付ロシア連邦
政府決定第564号「地下資源に関するロシア連邦の法
律の違反により地下資源が被った損害の額の算定規則
の承認」に定められている。

21 経済活動等による環境への悪影響の定義は不十分であり、これが裁判の原因になり得る。環境保護法は環境への
悪影響として5種類を 定めているが、網羅的なものではないとの指摘もある。

22 特別連邦法「環境への悪影響に対する課徴金」が採択されていないため、現在、環境への悪影響に対する課徴金
の算定と徴収は、「自然環境の汚染、廃棄物投棄、その他の有害影響に対する課徴金及びその上限の算定規則」

（1992年8月28日付ロシア連邦政府決定第632号により承認）及び「固定・移動排出源による大気への汚染物質排
出、地表・地下水体への汚染物質排出、生産・消費廃棄物の投棄に対する課徴金の基準」（2003年6月12日付ロシ
ア連邦政府決定第344号により承認）に基づき行われている。
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環境保護のため、次のような規制も設けられてい
る。

・ 環境基準（汚染物質及び微生物の排出限度、生
産・消費廃棄物の投棄及びその他の環境への悪
影響の限度）（環境保護法第5章）

・ 環境認証の取得（環境保護法第31条）
・ 環境保険への加入23（環境保護法第18条）
・ 環境アセスメントの実施24（環境アセスメント

は、予定される経済活動その他の活動の根拠と
なる文書及び（または）書類の環境保護要件への
適合確認のために行われている。環境アセスメ
ント実施手続きは環境アセスメントに関する連
邦法（環境アセスメント法）に定められている。）

地下資源に関する現行の法律は、特別な環境基準
を定めておらず、鉱物（一般採掘物を含む）、地下水

（鉱水、工業用水、温泉）の損失基準の同意と炭化水
素原料の損失基準の承認の必要性に関する要件だけに
とどめている。損失基準の承認（炭化水素については
ロシア連邦エネルギー省）または同意（その他の地下
資源については連邦自然利用監督局またはロシア連邦
構成主体政府機関）は、主として採鉱量と実際の採掘
損失の算定による課税を目的として行われ、税法第2
部第342条1項に基づき、基準内の損失については0％
課税となる。この種の基準が持つのは主に経済的意味
である。

環境保護法第26条において、自然環境要素の許容
採取基準が規定されており、地下資源利用に関するこ
れらの規則は地下資源に関する法律で定めるとされて
いる。しかし、地下資源に関する法律には地下資源の
許容採取基準化の要件は含まれておらず、地下資源法
第12条に地下資源利用ライセンスの重要部分として

「鉱物原料採掘の合意レベル」に関する規定を設け、
基準を示唆しているだけである。

（3） 国家環境監視 
環境保護法第65条において国家環境監視が規定さ

れている。国家環境監視は、管轄連邦行政機関（連邦
国家環境監視）とロシア連邦構成主体の行政機関（地
域国家環境監視） （以下これらを「国家監視機関」と
いう。）が、ロシア連邦の法律に基づく権限により、
前者はロシア連邦政府が定める規則、後者はロシア連
邦構成主体政府最高機関が定める規則に従って実施す
る。 

連邦国家環境監視は、環境に悪影響を与え、かつ

ロシア連邦政府に権限を付与された連邦行政機関が承
認するリストに入っている施設において経済活動及び
その他の活動が行われる際に実施される。

連邦国家環境監視の対象となる施設のリストはロ
シア連邦政府が定める基準により定められる。

（4） 国家環境モニタリング
環境保護法第63条において国家環境モニタリング

が規定されている。国家環境モニタリングは、統一国
家環境モニタリングシステムの一環として、連邦行政
機関とロシア連邦構成主体の行政機関が、ロシア連邦
の法律が定める権限に基づき、統一国家環境モニタリ
ングシステムのサブシステムにおける監視ネットワー
クと情報資源の構築・運営、ロシア連邦政府に権限を
付与された連邦行政機関による国家データベースの構
築・運営により実施する。

環境保護法第63条1によると、統一国家環境モニタ
リングシステムは、以下のサブシステムを含む。

・ 環境状態・汚染の国家モニタリング
・ 大気の国家モニタリング
・ ロシア連邦領内の放射線環境の国家モニタリン

グ
・ 土地の国家モニタリング
・ 動物相の国家モニタリング
・ 国家森林病理学モニタリング
・ 森林再生の国家モニタリング
・ 地中状態の国家モニタリング
・ 水体の国家モニタリング
・ 水生生物資源の国家モニタリング
・ ロシア連邦の内海の水及び領海の国家モニタリ

ング
・ ロシア連邦の排他的経済水域の国家モニタリン

グ
・ 狩猟資源及びその生息環境の国家モニタリング

（5） 国家データベース
環境保護法第63条2において国家データベースが規

定されている。国家データベースはデータの収集・処
理・分析の連邦情報システム であり、以下を含む。

・ 統一国家環境モニタリングシステムのサブシス
テムのデータベースに含まれる情報

・ 産業における環境保護管理及び国家環境監視の
結果

・ 環境に悪影響を及ぼす施設の国家記録データ

23 非合理的な地下資源利用、環境汚染により生じるリスク、その他の「自然」リスクはロシアの伝統的な保険には
入っていない。つまり、地下資源利用分野には環境保険は事実上適用されていない。

24 1995年11月23日付連邦法第174-FZ号「環境アセスメント」第11条、第12条が定めた国家環境アセスメントの対
象を踏まえると、国家環境アセスメント実施の必要性に関する要件は地下資源利用分野には適用されないとの意
見もある。
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（6） 産業環境保護監査
環境保護法第67条において、産業環境保護監査 

（産業生態学監査）が規定されている。産業環境保護
監査は、経済およびその他の諸活動中に、環境保護、
天然資源の合理的利用と回復および環境保護法の環境
保護の諸規定の遵守の目的のための諸措置を着実に遂
行させるために、実施される。

環境保護法第67条に定められるカテゴリI、 II 、III
の施設25において経済活動及びその他活動を行う法人
及び個人事業者は、産業環境管理計画を作成・決定
し、所定の要件に従い産業環境監査を実施し、情報を
文書化し、取得したデータを保管する必要がある。

産業環境管理計画には以下のデータが含まれる。
・ 大気汚染物質排出インベントリ
・ 環境汚染物質排出インベントリ
・ 産業・消費廃棄物と投棄先のインベントリ
・ 産業環境管理の担当部署及び（または）責任者
・ 国家認定に関するロシア連邦の法律に基づく自社

及び（または）外部の認定試験機関（センター）
・ 産業環境監査の実施間隔と方法、サンプリング

場所、測定手法（方法）
産業環境管理計画の内容の要件、産業環境監査の

実施・結果に関する報告書の提出期限は、ロシア連邦
政府に権限を付与された連邦行政機関が、環境に悪影
響を与える施設のカテゴリを考慮の上決定する。

産業環境監査では、環境に悪影響を与える施設で
利用されている技術と生産プロセスの特徴を示す汚染
物質（マーカー物質）の排出量測定は必須である。

産業環境監査結果のデータを含む文書には、以下
の文書化した情報が含まれる。

・ 工程、技術、製品（商品）生産用設備、実施業
務、提供サービス、使用燃料・原料・資材、生
産・消費廃棄物の発生

・ 汚染物質の実質排出容量・質量、物理的影響レ
ベル、測定手法（方法）

・ 生産・消費廃棄物の処理
・ 環境状態、サンプリング場所、測定手法（方法）
法人及び個人事業者は、ロシア連邦政府に権限を

付与された連邦行政機関または関係ロシア連邦構成主
体の行政機関に対し、ロシア連邦政府に権限を付与さ
れた連邦行政機関が定める手続き・期限で、産業環境

監査の実施・結果に関する報告書を提出しなければな
らない。

産業環境換算の実施・結果に関する報告書の形式、
その記入手引書は、デジタル署名された電子文書形式
によるものも含め、ロシア連邦政府に権限を付与され
た連邦行政機関が承認する。 

（7） 社会的環境保護管理 （社会的環境管理、第68条）
環境保護法第68条において、社会的環境保護管理

が規定されている。概要はつぎのとおり。
・ 社会的環境保護管理（社会的環境管理）は、良好

な環境に対する各人の権利の実現と環境保護分
野の法律違反防止を目的として実施される。

・ 社会的環境保護管理（社会的環境管理）は、社会
団体及びその他の非営利組織が定款に基づき、
また市民が法に基づき実施する。

・ ロシア連邦政府機関、ロシア連邦構成主体政府
機関、地方自治体に提出された社会的環境保護
管理（社会的環境管理）の結果は、法律が定める
手続きにより義務的審査に付される。

2． 地下資源法における地下資源の合理的利用および
保護

（1） 基本的要件
地下資源法第23条において、地下資源の合理的利

用および保護に関する基本的要件が規定されている。
概要は、次のとおり。

・ 法令によって定められた地下資源の利用権付与
の手続きの順守および地下資源の無許可利用の
禁止。

・ 地下資源の地質調査、合理的かつ複合的利用と
保護を完全に行うこと。

・ 資源量または鉱物の採掘（生産）に関連しない目
的のために利用権が付与された地下資源鉱区の
特性に対して確実な評価を与える事前の地質調
査の実施。

・ 資源量および鉱物の採掘（生産）に関連しない目
的で利用される地下資源鉱区の国家鑑定および
国家登録の実施。

・ 地下資源からの主たる鉱物、随伴鉱物、随伴成
分の最大抽出。

25 環境に悪影響を与える施設は、影響のレベルにより4つのカテゴリに分けられる（環境保護法第4.2条）。
カテゴリ I　 環境に顕著な悪影響を与え、BAT（Best Available Technology）適用分野に属する施設
カテゴリ II　環境に中程度の悪影響を与える施設　　
カテゴリ III   環境に僅少の悪影響を与える施設
カテゴリ IV   環境に最小の悪影響を与える施設
なお、環境に悪影響を与える施設の該当カテゴリへの分類基準の設定においては以下が考慮される。
・経済活動及び（または）その他活動のタイプ（分野、部門、生産）の環境への影響レベル
・排出汚染物質の毒性レベル、発がん性、突然変異性、生産・消費廃棄物の危険度クラス
・産業施設及び生産施設の分類
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・ 鉱床の開発に際して、地下資源における主たる
鉱物、随伴鉱物、随伴成分の抽出可能量および
残存量の正確な記録。

・ 浸水、水位上昇、火災などの鉱物の品質および
鉱床の産業的価値を低下させる、またはその開
発を困難にする要因からの鉱床の保護。

・ 石油、ガス、その他の物質・資材の地下貯蔵、危
険度Ⅰ～Ⅴクラスの廃棄物埋設、廃水排出、随伴
水及び地下資源利用者が生産・技術上の必要によ
り利用した水の岩盤への注入等の地下資源利用関
連作業の実施における地下資源の汚染防止。

・ 鉱物の採掘（生産）企業および採掘（生産）に関
連しない地下構造物の活動停止および解体（廃
棄）に関する所定の手続きの順守。

・ 鉱物が存在する土地における無許可建設の防止
および当該土地を他の目的に利用する場合の所
定の手続きの順守。

・ 飲料水および生活用水の供給または工業用水の
供給に利用されるか、もしくは飲料水および生
活用水供給の水源として備蓄されている地下水
資源の取水池および地下水の所在場所における
産業廃棄物および生活廃棄物の投棄防止。

これらの要件に違反した場合、法律に基づき管轄
政府機関から地下資源利用権が制限、一時停止または
停止される可能性がある。ただし、地下資源法は、い
かなる場合に地下資源利用権の停止、制限、一時停止
措置が適用されるかを定めていない。

2003年6月6日付連邦鉱工業監督局26決定第71号
（2009年6月30日改訂）により承認された地下資源保
護規則も地下資源保護に関する主要な法令であり、地
下資源保護に関する要件を含んでいる。例えば、同規
則の第11章によると、表土の破壊に関連する作業に
おいて土壌の肥沃層を剥離・保管する場合、土壌再生
または生産性の低い用地に利用することを求めてい
る。

（2） 地下資源の合理的利用及び保護
地下資源法第37条において、地質調査、地下資源

の合理的利用および保護に対する国家監督について規
定されている。概要は次のとおりである。

・ 地質調査、地下資源の合理的利用および保護に
対する国家監督の目的は、ロシア連邦の国際条
約、ロシア連邦の地下資源法令、ならびにロシ
ア連邦の法令が定める方法に則り承認された地
質調査、地下資源の合理的利用および保護に関
する規格（基準、規則）の要件に対する地下資源

利用者の違反行為を防止、摘発、阻止すること
である。

・ 地質調査、地下資源の合理的利用および保護に
対する国家監督は、全権を付与された連邦執行
権力機関（連邦国家監督）とロシア連邦構成主体
執行権力機関（地域国家監督）が、それぞれ、ロ
シア連邦政府、ロシア連邦構成主体上級国家権
力執行機関が定める方法に則り、自らの権限に
従ってこれを実施する。

・ 地質調査、地下資源の合理的利用および保護に
対する国家監督の実施、法人および個人事業主
に対する監査の組織および実施に関係する諸関
係 に 対 し て は、2008年12月26日 付 連 邦 法 第
294-FZ「国家による管理（監督）および自治体に
よる管理の実施に際する法人および個人事業主
の権利の保護について」の規定を適用する。

国家地質監視関係機関の権限、権利、義務、業務
規則は、2005年5月12日付ロシア連邦政府決定第293
号により承認された「地質調査、地下資源の合理的利
用と保護に対する国家監視に関する規定」に定められ
ている。同規定に従い、国家地質監督機関である連邦
自然利用監督局（Rosprirodnadzor）、国家鉱業監督機
関 で あ る 連 邦 環 境・ 技 術・ 原 子 力 監 督 局

（Rostechnadzor）及びそれらの地方機関（他の管理機
関と連携）、ロシア連邦構成主体政府機関が、ロシア
連邦の法律に基づいて国家地質監視を実施する。

環境保護の法的措置で重要な位置を占めるのはラ
イセンス交付であり、ライセンスには法律その他法規
が定めた地下資源保護・環境保護要件の履行条件が盛
り込まれる。これらの条件履行の管理は連邦自然利用
監督局が行うが、具体的鉱区の地下資源利用権の期限
前停止、一時停止、制限に関する決定（連邦自然利用
監督局及びその他の管轄機関の提言によるものを含
む）は連邦地下資源利用庁またはその地方機関により
行われる27。

3．森林関連法令
地質調査及び鉱床開発のために、地下資源利用者

が森林利用に関連する経済活動を行う場合は、森林関
連法令も適用される。

森林法（2006年12月4日付ロシア連邦法第200-FZ
号）第21条において、森林インフラ整備に関係しない
施設の林地での建設・改修・操業は以下の目的の場合
に許可される。 

・ 地質調査 
・ 鉱床開発 

26 2004年より連邦環境・技術・原子力監督局
27 ロシア天然資源・環境省令「地下資源利用のライセンス交付・登録、地下資源鉱区利用ライセンスの変更・追加、

ライセンスの再交付、連邦自然利用監督局及びその他の管轄機関の提言によるものを含む地下資源鉱区利用権の
期限前停止、一時停止、制限の決定に係る国の業務実施に関する連邦地下資源利用庁の行政規則の承認」
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上記施設は当該業務の実施期限満了に伴い、地下
資源に関する法律に従い、休眠化または廃止される。

地質調査及び鉱床開発のために、地下資源利用者
が森林利用に関連する経済活動を行う場合の環境要件
の詳細は、2010年12月27日付連邦林業庁令第515号

「地質調査、鉱床開発のための森林利用規則の承認」
に記載されている28。

4．行政・刑事上の責任
環境保護法第75条によると、環境保護関連の法律

違反には、法律に基づき財産・規律・行政・刑事上の
責任が定められている。地下資源法第49条によると、
地下資源に関するロシア連邦の法律に違反した者は、
法律が定める手続きに従い、行政・刑事上の責任を負
うと定められている。

地下資源に関するロシア連邦の法律の違反責任を
問われた場合、違反者は、明らかになった違反の是正
義務、同人が与えた損害の補償義務は免除されない。

ロシア連邦行政違反法には、地下資源に直接関係
する7つの法律違反が規定されている。無許可または
ライセンス条件違反を伴う地下資源利用（行政違反法
第7条3）、鉱床域における無許可建設（第7条4）、土
地・地下資源・林地・水体の利用権の無許可譲渡（第
7条10）、土地を用途に応じた利用に適した状態にす
る義務の不履行（第8条8）、地下資源及び鉱水資源保
護要件違反 （第8条9）、地下資源の合理的利用要件違

反（第8条10）、地質調査の規則・要件違反 （第8条
11）である。なお、地下資源の合理的利用要件違反

（第8条10）では、80万～100万ルーブルの行政的罰金
が法人に課される。 

ロシア連邦刑法第246条に基づき、産業・農業・学
術その他の施設の設計・配置・建設・操業開始・操業
において環境保護規則の順守に責任のある者が当該規
則に違反し、バックグラウンド放射線の著しい変化、
人間の健康被害、動物の大量死、その他の 深刻な結
果をもたらした場合、12万ルーブル以下もしくは有
罪とされた者の賃金またはその他の収入の1年分以下
相当の罰金、または480時間以下の義務的労働、また
は2年間以下の矯正労働、または5年以下の自由剥奪

（併せて、最大3年間、特定の役職就任・特定活動へ
の従事の権利が剥奪される場合とされない場合あり）
に処せられる。

刑法第255条に基づき、鉱業事業所または採鉱に関
係しない地下構造物の設計・配置・建設・操業開始・
操業における地下資源保護・利用規則の違反、鉱床域
における無許可建設が甚大な損害をもたらした場合
は、20万ルーブル以下もしくは有罪とされた者の賃
金またはその他の収入の18ヵ月分以下相当の罰金、
または最大3年間の特定の役職就任・特定活動への従
事の権利の剥奪、または480時間以下の義務的労働、
または2年以下の矯正労働に処せられる。

28 要件の記述はかなり曖昧であり、具体的期限の記載はなく、関連義務、その履行規則、不適切な履行に対する責
任の規定もない。
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Ⅴ．その他の地下資源利用関連法令
1．ローカルコンテント

ロシアにおける地質調査、鉱床開発及び鉱物採掘
は、契約ではなく許認可の原則に基づいており、ライ
センスが地下資源利用条件を定めている。地下資源法
第12条においてライセンスに含まれるべき内容が規
定されているが、ローカルコンテントを含むことは求
められていない。また、その他の地下資源関連法に
も、ローカルコンテントという用語は用いられていな
い。このように、ロシアではローカルコンテントを法
律で明確に求めることはしていない。 

ロシアで金採掘を営むある外国企業は、ロシアで
ローカルコンテントに関連する何らかの義務に直面し
たことはないとコメントしている。

一方、ロシアで金採掘を営む別の外国企業は、地
方では投資家に対し追加的な制限や要件が課される場
合があるとコメントしている。例えば、2つの地方で
は地方政府機関の代表が、他国の事例を挙げ、雇用創
出と地元住民の雇用を要求することがある。 

地下資源利用企業が活躍する地域は総じて地域社
会への参加、社会的事業への資金拠出を求め、地下資
源利用者は、雇用創出、地域の企業や事業者との協定
に基づく商品・サービスの購入を通じて、地域住民を
経済的・社会的に支援している。

2．国家機密法
ロシアでは国家機密法で情報管理が行われており、

次の地質関連情報が国家機密とされている（国家機密
法第5条）。

・ 戦略物資の保有量に関する情報
・ 国家安全保障に影響を及ぼし、国防上または経

済上重要な意義を持つ、科学技術の成果、研究・
開発、設計、技術に関する情報

・ プラチナ、白金族金属、天然ダイヤモンドの保
有量に関する情報

・ ロシア連邦の戦略的鉱種（ロシア連邦政府の定め
るリストに基づく）の埋蔵量、採掘量、生産量、
消費量に関する情報

国家機密扱いとなる鉱種リストが承認されており、
当該政府決定では、鉱種一覧だけでなく、国家機密で
ある情報の一覧も定められている。

1995年11月30日付ロシア連邦大統領令第1203号
「国家機密情報一覧の承認」第67項に基づき、戦略的
鉱種（2002年4月2日付ロシア連邦政府決定第210号に
より承認された鉱種リスト）のバランス埋蔵量、採掘

（生産）量、移転量または消費量の情報が国家機密情
報に加えられた。この情報はロシア連邦全体、ロシア
連邦構成主体、連邦行政機関または大規模鉱床に関係
し、情報を取り扱う範囲は国家機密情報を扱う権限を
付与された政府機関が定める（特定の鉱床またはその
鉱区において、外国の法人・自然人の参加により行わ
れた共同作業で得られた情報を除く）（1995年11月30
日付ロシア連邦大統領令第1203号「国家機密情報一覧
の承認」第67項）。

表5.1　戦略的鉱種及び国家機密となる情報
戦略鉱種 国家機密となる情報
ニッケル バランス埋蔵量に関する情報
コバルト    バランス埋蔵量に関する情報
タンタル バランス埋蔵量、採掘量、生産量に関する情報
ニオブ バランス埋蔵量、採掘量、生産量に関する情報
ベリリウム バランス埋蔵量、採掘量、生産量に関する情報
リチウム バランス埋蔵量、採掘量、生産量に関する情報
イットリウム族元素 バランス埋蔵量、採掘量、生産量に関する情報
高純度石英原料 バランス埋蔵量、採掘量に関する情報
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3．地質情報関連法令
（1） 地質情報の種類

地下資源法第27条において、地質情報とは、地質
構造の情報、地中に存在する鉱物（特殊な鉱物資源、
地下水を含む）の情報、それらの開発条件やその他の
地中の性質・特性（天然・人工由来の地下空洞を含
む）の情報と、地下資源法が定める地下資源利用、地
下資源保護、採鉱・選鉱尾鉱の利用、他の連邦法に基
づく地質調査、個別鉱物原料の採掘、放射性廃棄物・
有毒物質の埋設に関連する活動により取得され、書
面、電子媒体または他の物質媒体（岩石・コア・地層
水・流体の試料、その他の一次地質情報の物質媒体）
により提出された観測データのこととされている。

地質情報は、一次地質情報と加工地質情報に分け
られる。

地質情報の所有者とは、自己資金により独自に地
質情報を取得した者、または法律や契約に基づき地質
情報へのアクセスを許可あるいは制限する権利を取得
した者をいう。

連邦予算、ロシア連邦鉱物資源基盤再生国家予算
外基金、地下資源利用者に譲渡された鉱物資源基盤再
生納付金の一部、連邦鉱物資源基盤再生基金を利用し
て地下資源利用者が取得した地質情報の所有者はロシ
ア連邦である。国家地下資源を管理する連邦機関

（Rosnedra）またはその地方機関がロシア連邦を代表
し地質情報所有者としての権限を行使する。

ロシア連邦構成主体予算、地方予算を利用して地
下資源利用者が取得した地質情報の所有者は、当該ロ
シア連邦構成主体である。ロシア連邦構成主体の管轄
行政機関がロシア連邦構成主体を代表して地質情報所
有者としての権限を行使する。

地下資源利用者は自己資金により自身が取得した
地質情報の所有者となる。

地下資源利用者は、取得した一次地質情報及び加
工地質情報を連邦地質情報バンク29及びその地方機関
に提出しなければならない。 

地下資源利用者が連邦地質情報バンク及びその地
方機関、ロシア連邦構成主体の地質情報バンクに提出
する一次地質情報の地下資源利用形態・鉱種別リス
ト、地質情報の内容に関する要件、その提出様式と手
続きは国家地下資源を管理する連邦機関（Rosnedra）

が定める。
地質情報は、他の連邦法に定めがある場合はその

手続きに従って、関係ロシア連邦政府機関、ロシア連
邦構成主体政府機関にも提出され、それらの政府機関
の管轄下にある組織にも国家地下資源を管理する機関
により提供されなければならない。

地質情報の連邦地質情報バンク及びその地方機関、
ロシア連邦政府機関への提出日、それらの政府機関の
管轄下にある組織への提供日から、地質情報を含む物
質媒体の所有権はロシア連邦に移転する。

一次地質情報の所有者たる地下資源利用者は、当
該地質情報の提出時より3年間、加工地質情報の所有
者たる地下資源利用者は、当該地質情報の提出時より
5年間、地質情報の利用条件（商業目的を含む）を決
定する権利を有する。ロシア連邦政府機関、ロシア連
邦構成主体政府機関、それらの政府機関の管轄下にあ
る組織は、法律の定めがある場合は、地下資源利用者
の同意を得ることなく地質情報を利用することができ
る。

上記期限の満了に伴い、ロシア連邦は、（地方管轄
地下資源鉱区の地質情報を除く）地質情報所有者の権
利を取得する。ただし、地下資源利用者は、自己資金
により取得した地質情報を、ロシア連邦の法律が禁じ
ていない方法で利用する権利を有する。

ロシア連邦が所有者である地質情報の利用規則及
び条件は、連邦政府が定める。

地質情報に著作権は適用されない（民法第70章）。

（2） 統一地質情報バンク
2015年6月29日に施行された地下資源法第27条1に

より、連邦国家情報システムである統一地質情報バン
クの設立が予定されている。これは、連邦地質情報バ
ンク及びその地方機関、ロシア連邦構成主体の地質情
報バンク、ロシア連邦政府機関、ロシア連邦構成主体
政府機関、それらの政府機関の管轄下にある組織、そ
の他の営利・非営利組織が有する一次・加工地質情報
の記録と、電子媒体で提出され連邦地質情報バンク及
びその地方機関が有する一次・加工地質情報から構成
される。

統一地質情報バンクの設立・運営規則は、2016年1
月30日付ロシア連邦政府決定により承認された「連邦
国家情報システム『統一地質情報バンク』に関する規

表5.2　地質情報の種類
一次地質情報 地下資源法が定める地下資源利用により、また他の連邦法に基づく地質調査及び個別鉱物

原料の採掘、放射性廃棄物・有毒物質埋設に関連する活動により直接取得された地球物理
的・地球化学的その他の地下資源情報。

加工地質情報 一次地質情報を加工したもので、地質報告、地質図、地質略図を含む。

29 Rosgeolfond
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定」が定めている。同規定に従い、情報システムが保
有する情報は、以下によりアクセスが制限されている
情報を除き、誰でも利用できる。

・ 情報、情報技術に関する法律、情報保護に関す
る法律、国家機密及び法律により保護されるそ
の他の機密に関する法律

・ 地下資源法第27条14項の定めた期限の満了前の
情報所有者

情報システムの構築と運営は、連邦法「情報、情報
技術、情報保護」の定める要件に従い、情報システム
運営者30が行う。

地下資源法第27条2に従い、地下資源利用者は、地
下資源鉱区における作業で得た岩石・コア・地層水・
流体の試料及びその他の一次地質情報の物質媒体を国
家特別保管所に移管するまで保全しなければならな
い。

地下資源利用者は、地質情報の一部として、地下
資源鉱区における作業で得た岩石・コア・地層水・流
体の試料及びその他の一次地質情報の物質媒体を連邦
地質情報バンク及びその地方機関に提出しなければな
らず、地域的意義を有する地下資源鉱区の一次地質情
報に関してはロシア連邦構成主体の地質情報バンクに
提出しなければならない。地下資源利用者は、岩石・
コア・地層水・流体の試料及びその他の一次地質情報
の物質媒体を国家特別保管所に提出するに当たり、全
保管期間を通じて利用できるよう、これらを適切な状
態に保たなければならない。

岩石・コア・地層水・流体の試料及びその他の一
次地質情報の物質媒体の国家特別保管所への提出、そ
れらの保管・取扱い・記録の規則は国家地下資源を管
理する連邦機関が定める。

（3） 地質情報の輸出
地質情報の輸出は外国貿易取引に該当し、ライセ

ンスを必要とする。燃料・エネルギー及び鉱物資源の
地域・鉱床の地下資源情報は、「第三国との貿易にお
いて非関税規制措置が適用される統一商品一覧」

（ユーラシア経済同盟関税領域への輸入及び（または）
ユーラシア経済同盟関税領域からの輸出の許可手続き
が定められている商品一覧、並びに商品の移動手続き
に関する規定）31の第2.23項に含まれる。なお、ユー

ラシア関税同盟国であるカザフスタン、ベラルーシへ
の地質情報の持ち出しは輸出とみなされない。 

地下資源利用者が自己資金により取得した地質情
報の輸出は、国家機密に関する法律が制限を課してい
る場合を除き、国家による規制を受けない。

地質情報の輸出ライセンス交付は、商品輸出・輸
入のライセンス・許可交付規則に基づき行われる

（2014年5月29日付ユーラシア経済同盟条約付属文書
第7号の付属文書） 

地下資源情報の輸出許可は産業貿易省が交付する
が、連邦自然利用監督局（Rosprirodnadzor）はライ
センス交付申請を承認する機関と規定されている。現
在、Rosprirodnadzorにおいて承認委員会が活動して
いる32（現在ロシアは、地下資源情報の輸出ライセン
ス交付申請の承認規則採択に向け準備中であり、ライ
センス交付申請の承認は実質的にこの規則の草案に基
づいて行われている。）33。

4. 競争保護
（1）地下資源利用における反独占規（地下資源法第17条）

国家行政機関およびあらゆる経済主体（地下資源利
用者）が行う次の行為は禁止される。または所定の手
続きにより無効とされる。

・ 本法に従って地下資源利用権の取得を希望する
法人および市民が入札またはオークション（競
売）に参加することに対し、入札またはオーク
ションの条件に反して制限を設けること。

・ 入札またはオークション（競売）落札者に対する
ライセンスの交付を忌避すること、本法第11条
に規定する生産分与契約の条件における地下資
源の利用ライセンスの交付を忌避すること。

・ 入札またはオークション（競売）に替えて直接交
渉を行うこと。ただし、本法および連邦法に規
定する場合を除く。

・ 地下資源利用において優勢的な地位を占める経
済主体と競合関係をつくる地下資源利用者を差
別すること。

・ 輸送手段およびインフラストラクチャーの利用
許可の交付において地下資源利用者を差別する
こと。

地下資源国家ファンド連邦管理機関は、利用権が

30 Rosnedraのことを指す。
31 http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1870:2015-12-10-05-53-30&catid=31:2011-

05-04-08-03-30&Itemid=1837
32 2011年2月8日付連邦自然利用監督局令第68号「燃料・エネルギー及び鉱物資源の地域・鉱床の地下資源情報、鉱

物学・古生物学コレクション及びコレクション素材、化石動物の骨、個別鉱物原料の輸出申請承認に係る行政
サービス実施業務の連邦自然利用監督局における組織」（及び「燃料・エネルギー及び鉱物資源の地域・鉱床の地
下資源情報、鉱物学・古生物学コレクション及びコレクション素材、化石動物の骨、個別鉱物原料の輸出申請の
承認関連審査に関する連邦自然利用監督局の委員会の業務規則」） 

33 https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10001429158_10000025135.html#!_consulting 
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付与される地下資源鉱区の規模・鉱区数の制限および
利用できる資源量の上限を定める権利を有する。

（2） 国家監督の対象となる取引、その他の行為（競争
保護法26.1条）

1．本章の規則に従い、ロシアの金融機関の資産、ロ
シア連邦領内に存在する主要生産および（または）無
形資産、もしくは議決権株式（持分）、ロシアの営利
組織および非営利組織、ならびに国家監督の対象とな
る取引、行為を行う日に先立つ1年間にロシア連邦領
内へ10億ルーブル超の商品供給を行う外国の者およ
び（または）組織に対する権利に関する取引、その他
の行為は、国家監督の対象となる。

2012年7月28日付連邦法第145-FZ号の文言による
第26.1条第2項の規定は、ロシア連邦中央銀行が上記
法の発効日前に締結した現先取引により生起する権利
関係に適用する。
2．本章の規定は、ロシア連邦中央銀行が2002年7月
10日付連邦法第86-FZ号「ロシア連邦中央銀行（ロシ
ア銀行）について」に従い締結した現先取引に対して
は適用しない。
3．ロシア連邦中央銀行は、営利組織の株式、金融機
関の株式および資産を現先取引に基づき取得する取引
を遂行したことに関する通知を、当該の取引を遂行し
た日より5日以内に、連邦反独占機関がロシア連邦中
央銀行との調整に基づき決定した方法に則り、反独占
機関へ提出する。

（第3項は2012年7月28日付連邦法第145-FZ号により
導入）

（3） 反独占機関の事前承認を要する営利組織の設立お
よび改組（競争保護法27条）

以下の行為は独占禁止機関の事前承認を必要とす
る。

・ 営利組織 （金融機関を除く）の合併。ただし、そ
の資産（そのグループ資産）総額が申請書提出日
に先立つ最新決算日時点の貸借対照表（以下、最
新貸借対照表とも表記。独占禁止機関に通知書
を提出する場合、当該営利組織の合併日に先立
つ最新決算日時点の貸借対照表が最新貸借対照
表とみなされる）において70億ルーブルを超える
場合、または合併年の前暦年の当該組織（そのグ
ループ）の商品総売上高が100億ルーブルを超え
る場合。

・ 金融機関の合併、または一つないし複数の金融
機関の、他の金融機関への併合。ただし、最終
貸借対照表における当該の機関織の資産の総額
が、ロシア連邦政府が定める額を超える場合（融
資機関の合併または併合時には、この額はロシ
ア連邦政府がロシア連邦中央銀行との調整に基
づき決定する）。

・ 営利組織の設立。ただし、その定款資本が、譲

渡証書、分割貸借対照表に基づくものをはじめ
とする他の営利組織（金融機関を除く）の主要生
産資産および（または）無形資産である株式（持
分）および（または）資産で払い込まれ、当該の
株式（持分）および（または）資産に対する本連
邦法第28条が規定する権利を設立される営利組
織が取得する場合で、この際、設立される営利
組織の設立者（そのグループ）および設立される
営利組織の定款資本への出資金として払い込ま
れる者（そのグループ）、株式（持分）および（ま
たは）資産の最終貸借対照表上の総額が70億ルー
ブルを超える場合、もしくは、最終1暦年中の設
立される営利組織の設立者（そのグループ）およ
び設立される営利組織の定款資本への出資金と
して払い込まれる者（そのグループ）、株式（持
分）および（または）資産の商品販売による総売
上高が100億ルーブルを超えるか、もしくは定款
資本への出資金として払い込まれる組織、株式

（持分）および（または）資産が登録簿に含まれ
ている場合

・ ロシア連邦領内における共同事業に関する競合
事業体間の協定締結。ただしその資産（そのグ
ループ資産）総額が最新貸借対照表において70億
ルーブルを超える場合、または協定締結年の前
暦年の当該事業体（そのグループ）の商品総売上
高が100億ルーブルを超える場合

（4） 反独占機関の事前承認を要する営利組織の株式
（持分）、資産、営利組織に対する権利の取引（競
争保護法28条）

株式（持分）、権利及び（または）資産の取得を行
う者とそのグループ、経済力集中の対象者とそのグ
ループの最新貸借対照表上の資産総額が70億ルーブ
ルを超える場合、またはその最新暦年の商品総売上高
が100億ルーブルを超える場合で、経済力集中の対象
者とそのグループの最新貸借対照表上の資産総額が2
億5,000万ルーブルを超える場合は、以下の株式（持
分）、権利及び（または）資産の取引には独占禁止機
関の事前承認を必要とする。
1） ロシア連邦領内で登記している株式会社の議決株

式を単数の者（グループ）が取得すること。ただ
し、当該の者（グループ）が上記株式の25%超を
所有する権利を取得する場合で、当該の者（グ
ループ）が当該の取得前には当該の株式会社の議
決株式を所有していなかったか、もしくは所有率
が当該の株式会社の議決株式の25%以下であった
という条件が満たされた場合。この要求事項は、
株式会社の設立に際し、その創立者には適用しな
い。（2009年7月17日付連邦法第164-FZ号、2011
年12月6日付連邦法第401-FZ号の文言による）

2） ロシア連邦領内で登記している有限責任会社の定
款資本の持分を単数の者（グループ）が取得するこ
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と。ただし、当該の者（グループ）が当該の会社の
定款資本の3分の1を超える持分を所有する権利を
取得する場合で、当該の者（グループ）が当該の取
得前には当該の会社の定款資本を所有していな
かったか、もしくは所有率が当該の会社の定款資
本の3分の1に満たない持分であったという条件が
満たされた場合。この要求事項は、有限責任会社
の設立に際し、その創立者には適用しない。（2011
年12月6日付連邦法第401-FZ号の文言による）

3） ロシア連邦領内で登記している有限責任会社の定
款資本の持分の3分の1以上50%以下を所有してい
た単数の者（グループ）が当該の会社の定款資本の
持分を取得すること。ただし、当該の者（グルー
プ）が、上記の持分の50%超を所有する権利を取
得する場合。

4） ロシア連邦領内で登記している株式会社の議決株
式の25%以上50%以下を所有していた単数の者

（グループ）が当該の会社の議決株式を取得するこ
と。ただし、当該の者（グループ）が、上記の議決
株式の50%超を所有する権利を取得する場合。

　 （2011年12月6日付連邦法第401-FZ号の文言による）
5） ロシア連邦領内で登記している有限責任会社の定

款資本の持分の50%以上3分の2以下を所有してい
る単数の者（グループ）が当該の会社の定款資本の
持分を取得すること。ただし、当該の者（グルー
プ）が、上記の持分の3分の2超を所有する権利を
取得する場合。

　（2011年12月6日付連邦法第401-FZ号の文言による）
6） ロシア連邦領内で登記している株式会社の議決株

式の50%以上75%以下を所有している単数の者
（グループ）が当該の会社の議決株式を取得するこ
と。ただし、当該の者（グループ）が、上記の議決
株式の75%超を所有する権利を取得する場合。

7） 他の経済主体（金融機関を除く）が所有するロシア
連邦領内に位置する主要生産資産（土地区画、商
業用途を持たない建造物、構造物、営造物、建物
および建物の一部、未完の建造物を除く）および

（または）無形資産を、単数の経済主体（グルー
プ）が、所有、利用もしくは占有として取得する
こと。ただし、取引または相互関連取引の対象を
なす資産の簿価が、資産の処分または譲渡を行う
経済主体の主要生産資産および無形資産の簿価の
20%を超える場合。

8） ロシア連邦領内で登記している経済主体による企
業活動の遂行条件の決定を可能とする権利、もし
くは同経済主体の執行機関の機能の遂行を可能と
する権利を、一つないし複数の取引（財産信託管
理契約、共同事業契約、委任契約を根拠としたも
のを含む）の結果として単数の者（グループ）が取
得すること。

9） ロシア連邦領外で設立された法人の議決株式（持
分）の50%超、または当該の法人による企業活動

の遂行条件の決定を可能とする権利、もしくは同
法人の執行機関の機能の遂行を可能とするその他
の権利を単数の者（グループ）が取得すること。

5．株式会社法
（1）会社の設立（株式会社法第9条）
1． 会社の設立は、複数の設立者（ひとりの設立者）の

議決にもとづき行われる。会社設立に関する議決
は設立会議により採択される。会社が一個人によ
り設立される場合、設立に関する議決はその者単
独により採択される。

2． 会社設立に関する決定は、会社設立、会社定款の
承認、会社の経営機関、会社の監査委員会（監査
役）の選出、会社の株式登録機関の承認に関する
発起人の表決結果とその決定を含む。

3． 会社の設立、会社定款の承認および設立者により
会社株式に対する支払い並びに出資された有価証
券およびその他の物品および財産権および金銭的
価値を有するその他の権利の金銭的評価の承認は、
設立者による全会一致で採択される。

4． 会社の経営機関、会社の監査委員会（監査役）の選
出、会社の株式登録機関の承認、また本項が定め
る場合、会社の監査人の承認は、会社の発起人に
割り当てられる株式に相当する議決権の4分の3の
多数をもって会社の発起人が行う。

5． 会社の設立者は、会社設立に関する設立者による
共同活動の実現方式、会社定款資本の規模、設立
者に発行する株式のカテゴリーおよび種類、その
支払い額および方式さらに会社設立に関する設立
者の権利および義務を定めたその設立に関する契
約を設立者間で締結する。会社設立に関する契約
は会社の設立文書ではなく、かつ、創設者の間で
の発行対象となる株式の契約で定められた支払期
限が終了するまで効力を有する。
 会社が一個人により設立される場合、設立に関す
る議決は会社定款資本の規模、株式のカテゴリー

（タイプ）、その支払い規模および方式を定めなけ
ればならない。

6． 外国投資家参加の会社設立の特殊性は、連邦法に
より定めることが出来る。

（2） 株主総会の権限 （株式会社法第48条）
1．株主総会の権限に属すのは、以下の事項である。

1） 会社定款への変更および修正、もしくは新しい
版の会社定款の承認。

2） 会社の再編。
3） 会社の解散、解散委員会の任命および中間的・

最終的解散貸借対照表の承認。
4） 会社取締役会（監事会）の構成人数の決定、その

構成員の選出およびその権限の期限前の中止。
5） 宣言株式の数、名目額、カテゴリー（種類）区分

およびこの株式により提供される権利の決定。
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6） 株式の名目額の増加、もしくは追加株式の発行
による会社定款資本の増加。本連邦法に従って
会社定款により追加株式の発行による会社定款
資本の増加が会社取締役会（監事会）の権限と
なっていない場合に限る。

7） 株式の名目額を減少すること、株式の全体数を
削減するため会社が株式の一部を取得すること、
さらに会社によって取得もしくは買取される株
式を消却することによる会社定款資本の減少。

8） 会社執行機関の形成、その権限の期限前の中止。
但し、会社定款によりそれらの議題の決議が会
社取締役会（監事会）の権限となっていない場
合、および第69条第6項および第7項規定に示さ
れる場合に限られる。

9） 会社の監査役会（監査役）の構成員の選出および
その権限の期限前の中止。

10） 会社の会計監査人の承認。
10.1） 会計年度の最初の4半期、半期、9か月の結果

による配当の支払い（宣言）。
11）  会社の年次報告書、年次会計（財務）報告書の

承認。ただし、会社定款により本件の決定が会
社の取締役会（スーパーバイザリーボード）の
権限とされていない場合に限る。

11.1） 年度決算に基づく会社の利益処分（配当の支
払い・配当宣言を含む。ただし、会計年度の
第1四半期、半期、9ヵ月決算に基づく配当の
支払い・配当宣言を除く） 及び損失処理。

12） 株主総会実施方式の決定。
13） 開票委員会の任命および期限前のその権限の停

止。
14） 株式の分割および統合。
15） 本連邦法第83条で定められた場合における取引

の承認に関する決議の採択。
16） 本連邦法第79条で定められた場合における大規

模取引の承認に関する決議の採択。
17） 本連邦法に定められた場合における発行株式の

会社による取得。
18） 金融・産業グループ、協会およびその他営利団

体への参加に関する決議の採択。
19） 会社機関の活動を規制する社内文書の承認。
19.1） 会社の株式および（または）会社の株式に転

換される会社の有価証券の上場の申請に関す
る議決の株主総会による採択。ただしこの議
題の議決が会社定款により会社取締役会（監
事会）の権限に属していない場合に限る。

19.2） 会社の株式および（または）会社の株式に転
換される会社の有価証券の上場廃止の申請に
関する議決の採択。

20） 本連邦法により定められたその他の議題の議
決。

2． 本連邦法に別段の定めなき場合は、株主総会の権
限に属する事項を会社の執行機関の決定に委ねる

ことはできない。
 　本連邦法が定める事項を除き、株主総会の権限
に属する事項を会社の取締役会（スーパーバイザ
リーボード）の決定に委ねることはできない。
1） 非公開会社の定款では、本連邦法が株主総会の

権限とする事項の会社の取締役会（スーパーバ
イザリーボード）の権限への移管を定めること
ができる。ただし、本条の第1項1～5号、11.1
号、16号、19号の事項を除く。当該移管に関す
る規定は、非公開会社の設立時にその定款で定
めるか、会社の全株主が全会一致で採択した株
主総会決議に基づき定款に加えること、変更す
ること及び（または）定款から削除することがで
きる。

3． 公開会社の株主総会は、本連邦法が株主総会の権
限としない事項に関して審議及び決議を行う権利
を持たない。

4． 非公開会社の定款では、本連邦法が株主総会の権
限としない事項を株主総会の権限とすることを定
めることができる。当該規定は、非公開会社の設
立時にその定款で定めるか、会社の全株主が全会
一致で採択した株主総会決議に基づき定款に加え
ること、変更すること及び（または）定款から削除
することができる。

（3） 会社取締役会/監事会 （株式会社法第64条）
1． 会社取締役会（監事会）は会社活動全体の指導を行

う。但し、本連邦法により株主総会の権限に属す
議題の議決を除く。
 　議決権株式の所有者である株主が50人以下の会
社では、会社定款により、会社取締役会（監事会）
の機能を株主総会が果たすと定めることが出来る。
その場合、会社定款は、株主総会開催およびその
議事日程の承認に関する議題の決議の権限が属す
る会社の特定の者あるいは機関に関する記載を含
まねばならない。

2． 株主総会の議決により、会社取締役会（監事会）の
構成員による自己義務の遂行期間、会社取締役会

（監事会）の構成員の業務遂行に関係してその構成
員に対し報償金および（あるいは）補償金が支払わ
れる。その報償金および補償の額は株主総会の議
決により定められる。

（4） 会社取締役会/監事会の権限 （株式会社法第65条）
1． 会社取締役会（監事会）の権限に属すのは本連邦法

により、権限が株主総会に属す議題を除く、会社
活動全体の指導に関する議題の議決である。
 　会社取締役会（監事会）の権限に属すのは、次の
事案議決である。
1） 会社活動の優先的方向性の決定。
2） 年次および臨時株主総会の招集。本連邦法第55

条第8項で定められた場合を除く。
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3） 株主総会の議事日程の承認。
4） 株主総会の出席権を持つ者のリストの作成基準

日の決定、および本連邦法第7章の規定に従い、
株主総会の準備および開催に関連する会社取締
役会（監事会）の権限に属すその他の議題。

5） 発行株式の数およびカテゴリー（種類）区分の範
囲内での会社による追加株式の発行による会社
定款資本の増加。但し、本連邦法に従って、会
社定款によりそれが会社の権限に属す場合に限
る。

6） 普通株または他の種類の優先株に転換可能な会
社発行済みの特定種類の優先株が転換される追
加株式の会社による発行。ただし、その発行が
会社定款資本の増加を伴わない場合に限る。ま
た、債券またはその他の持分証券（株式を除く）
の会社による発行。

7） 本連邦法により定められた場合の資産価格（金
銭評価）、有価証券の発行価格またはその決定方
式あるいは買取価格の決定。

8） 本連邦法または他の連邦法が定める場合の、会
社が発行した株式、債券その他有価証券の取得。

9） 会社執行機関の形成およびその権限の期限前の
中止。但し、会社定款により会社取締役会（監
事会）の権限に属す場合に限る。

10） 会社の監査役会（監査役）の構成員に支払われ
る報償および補償額に関する勧告および会計監
査人のサービスへの支払額の決定。

11） 株式の配当額およびその支払い方式に関する勧
告。

12） 会社の予備基金およびその他の基金の利用。
13） 本連邦法によりその承認が株主総会の権限に属

している社内文書を除く社内文書の承認、およ
びその承認が会社定款により会社執行機関に属
しているその他の社内文書の承認。

13.1） 会社の年次報告書、年次会計（財務）報告書
の承認。ただし、会社定款により本件がその
権限とされている場合に限る。

14） 会社の支店設立及び営業所開設。ただし、会社
定款により本件が会社の合議執行機関の権限と
されていない場合に限る。

15） 本連邦法第10章で定められた場合における大規
模取引の承認。

16） 本連邦法第11章で定められた場合における取引
の承認。

17） 会社登録機関および登録機関との契約条件承
認、さらに登録機関との契約破棄。

17.1） 会社の他の組織への加入決定の採択およびそ
の中止について（本連邦法第48条第1項第18
号に記される組織を除く）。但し、会社定款
によってそれが会社執行機関の権限に属さな
い場合に限る。

17.2） 会社の株式および（または）会社の株式に転

換される会社の有価証券の上場の申請。ただ
し会社定款によりそれがその権限に属す場合
に限る。

18） 本連邦法および会社定款で定められたその他の
議題。

2． 会社取締役会（監事会）の権限に属す議題は会社執
行機関の議決へと委ねることは出来ない。

（5） 会社取締役会（監事会）の選出（株式会社法第
（66条）

1． 会社取締役会（監事会）の構成員は、次の年次株主
総会までの間に本連邦法および会社定款により定
められた方式で株主総会により選出される。年次
株主総会が本連邦法第47条第1項により定められ
た期限内に行われない場合には、会社取締役会

（監事会）の権限は年次株主総会の準備、招集およ
び開催に関する権限を除き停止する。
 　会社取締役会（監事会）の構成員に選任された者
は、回数を制限されることなく再選されうる。株
主総会の議決により、会社取締役会（監事会）のす
べての構成員の権限は期限前に停止しうる。
 　再編により設立される会社の取締役会（監事会）
構成員の選出は、本連邦法第2章に定められた特殊
性を考慮に入れて行われる。

2． 会社取締役会（監事会）の構成員となることが出来
るのは、個人だけである。会社取締役会（監事会）
の構成員は株主でなくてもよい。
 　会社合議執行機関の構成員が会社取締役会（監事
会）の構成の4分の1以上をなすことは出来ない。
単独執行機関の機能を果たす者は、同時に会社取
締役会（監事会）議長となることは出来ない。

3． 会社取締役会（監事会）の人数構成は本連邦法の要
件に従って会社定款もしくは株主総会によって定
められる。
 　会社議決権株式の所有者である株主の人数が千
人以上の会社では、会社取締役会（監事会）の構成
人数は7人以上でなければならない。会社議決権株
式の所有者である株主の人数が1万人以上の会社で
は会社取締役会（監事会）の構成人数は9人以上で
なければならない。

4． 会社取締役会（監事会）の構成員の選出は、累積投
票により行われる。
 　累積投票が行われる際、個々の株主に属する票
数は、会社取締役会（監事会）に選出されねばなら
ない人数分まで増やされる。さらに株主はこのよ
うにして受理した票を完全にひとりの候補者に与
えるか、2人以上の候補者に配分することが出来
る。
 　会社取締役会（監事会）の構成に選出されたとみ
なされるのは、最大得票の候補者である。
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6. 有限責任会社法
（1） 社員 （有限責任会社法第7条）
1． 会社の社員となることができるのは、市民および

法人である。
 　一部の範疇の市民が会社に参加することは連邦
法によって禁止、または制約される可能性がある。

2． 国家機関および地方自治体の機関は、連邦法に別
段の定めがない場合、会社の社員となることがで
きない。
 　会社は、その唯一の社員である一人の人物に
よって設立することができる。会社はそれにより、
一人の社員の会社となることができる。
 　会社は一人からなる別の商事会社を、その唯一
の社員とすることができない。
 　本連邦法に別段の定めがない限り、さらにそれ
が当該諸関係の基本的内容に抵触しない限り、本
連邦法の規定は、社員が一人の会社にも適用され
る。

3． 会社の社員数は50人を超えてはならない。会社の
社員数がこの項によって定められた限度を超えた
場合、1年以内に会社は公開の株式会社または生産
協同組合に改編しなければならない。ここで定め
られた期限内に改編されず、かつ会社の社員数が
本項で定められた限度にまで減少しない場合、国
家登記実施機関、またはその請求提起権が連邦法
によって与えられている国家のその他の機関また
は地方自治体の機関による請求により、会社は司
法手続きに基づき解散の対象となる。

（2） 社員の権利 （有限責任会社法第8条）
1．社員は、以下の権利を有する。

・ 本連邦法および会社定款に定められた規則によ
り、会社の業務管理に参加すること。

・ 会社定款に定められた規則により、会社の事業
に関する情報を受理し、会社の帳簿および他の
文書作成について知ること。

 　利潤分配に参加すること。
・ 本連邦法および会社定款に定められた規則によ

り、会社の定款資本における自己の持分または
持分の一部を当該会社の一人または数名の社員
もしくはその他の者に売却または他の方法で譲
渡すること。

・ 会社定款に会社からの脱退の可能性が定められ
ている場合、自己の持分を会社へ譲渡すること
により会社から脱退すること。または本連邦法
に定められている場合、会社による持分の買取
りを要求すること。

・ 会社解散の際に、債権者との決算後の残余資産
の一部、またはその価格を受取ること。

・ 社員は、本連邦法に定められた他の権利も有す
る。

2． 本連邦法に定められた権利以外にも、定款は会社

の社員一人（複数）の他の権利（追加権利）を定め
ることができる。上記の権利は会社設立時に、会
社定款に定められるか、または社員全員の全員一
致により採択された社員総会の決議に基づき、会
社の社員一人（複数）に付与される。
 　会社の特定の社員に与えられた追加権利は、そ
の持分または持分の一部を譲渡する際、その持分
または持分の一部の取得者には移転しない。
 　全社員に与えられた追加権利の停止または制限
は、全社員の全員一致により採択された社員総会
の決議に基づいて行われる。特定の社員に与えら
れた追加権利の停止または制限は、この追加権利
が与えられた社員がその決議の採択に賛成投票す
るか、文書による同意を与えるという条件のもと、
全社員の3分の2以上により採択された社員総会の
決議に基づいて行われる。
 　追加権利が与えられた社員は会社に書面で通告
した後、自己のその追加権利の行使を拒否するこ
とができる。上記の通知を会社が受け取った時か
ら、会社の社員の追加権利は停止される。

3． 会社の発起人（社員）は、会社の社員の権利行使に
関する契約を締結する権利を有する。この契約に
基づき、社員は一定の方法でその権利を行使する
及び（または）その権利の行使を控える（拒否す
る）義務を負い、これには、会社の社員総会にお
いて一定の方法で議決すること、他の社員と協調
して議決権を行使すること、持分もしくは持分の
一部を当該契約が定める価額により売却、及び

（または）一定の状況発生時に売却すること、また
は持分もしくは持分の一部の譲渡を一定の状況発
生まで控える（拒否する）こと、会社の経営、会社
の設立・事業・再編・清算に関連するその他の活
動を協調して行うことが含まれる。当該契約は、
当事者が署名した一通の文書作成という形で書面
にて締結される。
 （連邦法2009年7月19日付第205-FZ号、2015年6月
29日付第210-FZ号により改訂）
 　本項第一段落の契約を締結した会社の社員は、
締結日から15日以内に契約締結の事実を会社に通
知しなければならない。契約当事者の合意に基づ
き、通知は当事者の一人が会社に送付することが
できる。当該義務が履行されない場合、当該契約
当事者でない会社の社員は、被った損害の賠償を
請求する権利を有する。

（3） 会社の定款資本の減少 （有限責任会社法第20条）
1． 会社はその定款資本を減少する権利を有し、本連

邦法が定める場合は減少する義務を負う。
 　会社の定款資本の減少は、定款資本における会
社の全社員の持分の額面価格の減少及び（または）
会社に属する持分の消却により行うことができる。
 　定款資本の減少により、定款資本金額が、会社
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の発起人（社員）が承認した会社定款における当該
変更の国家登記書類の提出日時点、または定型定
款に基づき活動する会社による統一法人国家登記
簿への当該変更登記書類の提出日時点、また本連
邦法に従って会社が定款資本を減少しなければな
らない場合は会社の国家登記日時点で、本連邦法
に従い定められた最低定款資本金額を下回る場合
は、会社はその定款資本を減少する権利を持たな
い。
 　全社員の持分の額面価格減少による会社の定款
資本の減少は、全社員の持分の規模を維持して行
わなければならない。

3． 会社の定款資本の減少に関する会社の決定の採択
後3営業日以内に、会社は、法人の国家登記を行う
機関に対しその決定に関し通知し、法人の国家登
記に関する情報が記載される印刷物を発行する機
関に対し、会社の定款資本の減少の通知を1カ月に
1度の頻度で2度、報告しなければならない。

4． 会社の定款資本の減少に関する通知には以下のこ
とが記載される。
1） 会社の完全な名称および略称、会社の所在地に

関する情報。
2）会社の定款資本の規模と定款資本の減少額。
3）会社の定款資本の減少方法、手続きおよび条件
4） 本条第5項で定められた会社の貸手による請求申

請の手続きおよび条件に関する記述、会社の恒
常的に活動中の執行機関の住所（所在地）、その
請求を提出できる追加住所、会社とのその他の
連絡手段（電話、ファックス番号、電子郵便の
アドレスおよびその他の情報）を合わせて記載
する 。

5． 会社の貸手は、自らの権利が、会社の定款資本の
減少に関する通知が公表される前に発生した場合
には、その通知の最後の公表日から30日以内に当
該義務の期限前の執行を会社に対し請求すること
が出来る。期限前の義務の執行が不可能な場合に
は、義務の停止、およびそれに関する損害の賠償
を請求することが出来る。その請求に関する訴訟
有効期間は、会社の定款資本の減少に関する通知
の最後の公表から6ヵ月である。

6． 裁判所は、本条第5項で記載された請求の認容を拒
絶することが出来る。ただし会社が以下のことを
証明した場合に限る。
1） 会社の定款資本の減少の結果、貸手の権利が侵

害されていないこと。
2） 提供された保障が、当該の義務の然るべき履行

にとって充分であること。 

（4） 会社機関 （有限責任会社法第32条）
1． 会社の最高機関となるのは社員総会である。社員

総会には定時と臨時のものがある。
 　全社員は社員総会に出席し、議題の審議に参加

し、決議採択に際し議決することができる。
 　上記の社員の権利を制限する会社の定款条項ま
たは会社機関の決議は無効である。
 　各社員は、本連邦法により定められた場合を例
外とし、会社の定款資本におけるその持分に応じ
た投票数を社員総会において有する。
 　会社設立時の会社定款または、全社員の全会一
致により採択された決議に基づき会社定款を変更
することによって、社員の投票権を規定する別の
規則を定めることができる。その規則を定める会
社定款条項の変更および削除は、全社員の全員一
致により採択された決議に基づいて行うことがで
きる。

2． 取締役会（監査役会）の組織は、会社定款により定
めることができる。
 　取締役会（監査役会）の編成および活動の規則な
らびに取締役会（監査役会）役員の権限の停止規則
および取締役会（監査役会）代表の権限は会社定款
により定められる。
 　会社の合議執行機関の役員は、取締役会（監査役
会）の4分の1以下により構成される。会社の一人
の執行機関をなす役員が同時に取締役会（監査役
会）の代表になることはできない。
 　社員総会の決議に基づき取締役会（監査役会）の
役員に対し、その義務執行の間、報償を支払い、
上記の義務執行に関する出費を補償することがで
きる。上記の報酬および補償の規模は社員総会の
決議により定められる。

2.1． 取締役会（監査役会）の権限は、本連邦法にした
がい会社定款により定められる。会社定款によ
り定めることができる取締役会（監査役会）の権
限は、以下である。

1） 会社の事業基本方針の確定。
2） 会社執行機関の編成およびその権限の期限前の

停止、ならびに一人の執行機関の権限の営利団
体または自営業者（以下、経営者）への移転に関
する決議の採択、このような経営者とその契約
条件の承認。

3） 会社の一人の執行機関、会社の合議執行機関、
経営者への報酬および金銭補償額の確定。

4） 協会およびその他営利団体への加入に関する決
議の採択。

5） 会計監査の任命、会計監査人の承認および監査
人への支払い額の確定。

6） 会社の事業組織を管理する文書（会社の内部文
書）の承認と採択。

7） 会社の支店および代理店の編成。
8） 本連邦法第45条に定められている場合、会社が

利害関係を有する取引の承認問題に関する決議。
9） 本連邦法第46条に定められている場合、大規模

取引の承認問題に関する決議。
10） 社員総会の準備、招集および開催に関連する問

59



題の決議。
11） 本連邦法に定められているその他の議題ならび

に会社定款により定められ、社員総会または会
社の執行機関の権限に関連しない議題。

2.2． 社員総会の準備、招集および開催に関連する議
題の決議が、会社定款によって取締役会（監査委
員会）の権限に帰着されている場合、会社の執行
機関は、臨時社員総会の開催を要求する権利を
得る。

3． 取締役会（監査役会）の役員、会社の一人の執行機
関の役割を果たす人物、および社員でない合議執
行機関の役員は、審議権を持って社員総会に出席
することができる。

4． 会社の当座の活動の指揮は一人の執行機関によっ
てか、または一人の執行機関と合議執行機関双方
によって行われる。会社の執行機関は、社員総会
および取締役会（監査役会）への報告義務がある。

5． 取締役会（監査役会）役員および合議執行機関役員
が、取締役会（監査役会）および合議執行機関の他
の役員を含む他の人物へ決議権を譲渡することは
認められない。

6． 会社定款により定めることができるのは、監査委
員会の編成（審査役の任命）である。社員が15人
以上の会社では、会社の監査委員会の編成（審査
役の任命）が義務づけられている。監査委員会の
構成員（審査役）は社員でない人物であってもよ
い。
 　会社定款に定められている場合、社員総会によ
り定められた会計検査官が監査委員会（審査）の役
割を果たすことができる。これは会社、取締役会

（監査役会）の役員、会社の一人の執行機関の役割
を果たす人物、会社の合議執行機関の役員、およ
び社員との間で財産的利害関係がない会計検査官
である。
 　取締役会（監査役会）の役員、会社の一人の執行
機関の役割を果たす人物、会社の合議執行機関の
役員は、監査委員会（審査）の役員となることはで
きない。

（5） 社員総会の権限 （有限責任会社法第33条）
1． 社員総会の権限は本連邦法に基づき、会社定款に

より定められる。
2． 社員総会の権限に属する項目は、以下の通り。

1） 会社の基本活動方針の決定、ならびに商業組織
との組合および他の形の統合へ参加することに
関する決議の採択。

2） 会社の定款の承認、定款の変更または新しい定
款の承認、会社が今後定型定款に基づいて活動
するという決定、または会社が今後定型定款に
基づいて活動しないという決定、会社の定款資
本金額・会社の名称・会社の所在地の変更。

4） 会社定款によりこれらの議題の決議が会社の取

締役会（監査役会）の権限に属さない場合、会社
の執行機関の編成およびその権限の期限前の停
止、および経営者への会社の一人の執行機関の
権限の譲渡に関する決議の採択、その経営者お
よびその者との契約条件の決定。

5） 会社の監査委員会（審査）の任命および権限の期
限前の停止。

6） 年度報告および年度貸借対照表の承認。
7） 社員間に会社純益分配に関する決議の採択。
8） 会社内部の活動を規定する文書（会社内規）の承

認（採択）。
9） 会社による債券および他の有価証券の発行に関

する決議の採択。
10） 会計検査の決定、会計検査官の決定およびその

任務に対する支払額の決定。
11） 会社の再編および解散に関する決議の採択。
12） 精算委員会の任命および精算された貸借対照表

の承認。
13） 本連邦法または会社定款により定められた他の

議題の決議。

本項小項目第2号、第5-7号、第11号および第12号
により定められている議題ならびに本連邦法にしたが
い社員総会の絶対的権限に属するその他議題は、会社
定款により会社を管理する他の機関の権限に属させる
ことはできない。

（6） 定時社員総会 （有限責任会社法第34条）
定時社員総会は会社定款により定められた期間に

行われる。ただし、1年に一度以上とする。定時社員
総会は会社の執行機関により召集される。

会社定款により、会社の1年間の活動成果が承認さ
れる定時社員総会の開催時期が定められる。上記の社
員総会は会計年度終了の2か月経過後、かつ4か月以
内に行われなければならない。

（7） 社員総会召集の規則 （有限責任会社法第36条）
1． 社員総会を召集する機関または人物はその開催日

の30日前までにそのことを、社員名簿に記された
住所宛てで個々の社員に書留で、または他の方法
で通知しなければならない。

2． その通知の中では社員総会の日時、場所、および
提出された議事日程が記されていなければならな
い。
 　会社の任意の社員は社員総会開催の15日前まで、
その議題に追加問題を加える提案を行う権利を持
つ。社員総会の権限と関わりのない、または連邦
法の要請と合わない議題を例外とし、追加議題は
社員総会の議事日程となる。
 　社員総会を召集した機関または人物は、議事日
程へ提出された追加議題の立て方を変更する権限
を持たない。
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 　社員の提案により当初の議事日程に変更が加え
られた場合、社員総会を召集した機関または人物
は、その開催10日前までに、その議事日程の変更
を、本条第1項で記された方法により全社員に通知
しなければならない。

3． 社員総会を準備する際、社員に提出しなければな
らない情報および資料とは、会社の年度報告書、
年度報告書と年度貸借対照表に基づいた会社の監
査委員会（審査）および会計検査官による報告、会
社の執行機関、取締役会（監査役会）および監査委
員会（審査）の候補者（複数の候補者）に関する情
報、会社定款の変更および追加案、新しい版の会
社定款案、会社内規案、および会社定款により定
められた他の情報（資料）である。
 　情報および資料を社員に伝える別の規則が会社
定款により定められていない場合、社員総会を召
集する機関または人物は、総会開催の通知ととも
にその情報および資料を社員に送らなければなら
ない。さらに議事日程が変更された場合には、そ
の変更に関する通知と共に当該の情報および資料
が発送される。
 　上記の情報および資料は社員総会開催前の30日
間に、会社執行機関の部屋で全社員に閲覧用に提
出されなければならない。社員の請求に応じ、会
社は上記資料の謄写を社員に提供しなければなら
ない。この謄写のために会社により徴収される額
はそれを準備するための費用を超えることはでき
ない。

4． 本条で記されたよりも短い期間を会社定款により
定めることができる。

5． 本条で定められた社員総会召集の規則が守られな
かった場合でも、そこに全社員が出席していた場
合、その社員総会は正当なものとみなされる。

（8） 不在投票実施により採択される社員総会の決議
（意思調査による）、有限責任会社法第38条

1． 社員総会の決議は集会（議事日程議題を審議し、
および投票に出された議題に関し決議採択するた
めの社員共同の立ち会い）を行うことなく、不在
投票（意思調査による）によって採択することがで
きる。このような投票は、送信および受信される
情報の真正性とその文書による裏付けを保障する
ような郵便、電報、テレタイプ、電話、電子通信、
またはその他の通信手段により文書を交換するこ
とによって行われる。
 　本連邦法第33条第2項第6号により記された議題
に関する社員総会の決議は、不在投票（意思調査に
よる）によって採択することができない。

2． 不在投票（意思調査による）を行うことで社員総会
の決議を採択する際、本連邦法第37条第2項、第3
項、第4項および第7項は適用されず、ならびに本
連邦法第36条第1項､ 第2項、および第3項の条項

も、そこで定められた期限は適用されない。
3． 不在投票実施規則は会社内規により定められ、そ

こでは提出された議事日程を全社員に伝える義務、
投票が始まるまでに必要なすべての情報および文
書を全社員に知らせる可能性、追加議題を議事日
程に出す提案をする可能性、投票が始まるまでに
全社員に議事日程の変更および投票手続きの終了
期限を伝える義務が定められる。
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