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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シドニー事務所が現地コンサルタント（アシャースト法律事務所）の協力を得

て、2017年 3月時点での豪州ビクトリア州（VIC州）における投資環境に関して、実用的ガイドとし

て作成したものである。 

 

1. 鉱業関連一般概要 

1.1 鉱業行政機関と鉱業関連団体等 

豪州の連邦制は連邦政府、6 つの州政府及び 1 つの準州政府、そして地方自治体政府と大きく分けて

3 つのレベルの統治機構から成り立っている。各レベルの政府は異なる役割と責任を受け持ってい

る。豪州の法律では、鉱物や石油等の資源は連邦政府または州/準州政府のいずれかが所有すること

になっている。探鉱や採掘に関するライセンスの付与は州/準州政府が行っている。 

1.1.1 連邦政府の鉱業行政機関 

豪州連邦政府の役割は国家財政予算、税制、外国投資に関するガイドライン、移民政策、市場競争に

関する政策、貿易と関税制度、会社法、国際条約及び先住民の権利保護といった国家政策の制定であ

る。 

鉱業活動に関していえば、豪州連邦政府の法的管轄権の範囲は主に海岸線から 3海里圏外の領海内

（「オフショア」）の資源に限られる。ただし、連邦政府は採鉱活動による環境インパクトに対する

管轄権の他、輸出、国際貿易及び外交に関する憲法上の権利を有している。 

鉱業を専門的にまたは部分的に管理する連邦政府の省庁または代表機構はいくつかあり、関連情報を

担当大臣、業界関係者及び一般社会に提供することで個々のプロジェクトの透明性を担保している。 

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

産業技術革新科学省(DIIS)は産業、技術革新、科学に関する事項を所管している。豪州の経済を成長

させるために、産業、資源、エネルギー、科学及び技術革新に関する分野の競争力及び生産性を向上

させるための各種施策を実施している。同省は科学研究とその商業化支援、商業投資の促進と商業能

力の向上、規制の簡素化、行政機構の効率化を４つの最重要目標として掲げている。2015年 9月に

ターンブル新政権の誕生に伴い、技術革新を重視する政策により Department of Industry and 

Science (DIS)から名称を変更した。 

環境エネルギー省 (Department of the Environment and Energy; DEE)2  

環境エネルギー省(DEE)は従前は環境省という名称であったが、2016年 7月産業技術革新省からエネ

ルギー政策、電力ガス市場等に係る業務が移管され、名称を環境エネルギー省に改めた。同省は豪州

の自然環境、水資源、文化遺産の保護に関する事項を所管している。また、気候変動対策に関する政

策を実施している。そのために同省は「きれいな空気」、「きれいな土地」、「きれいな水」及び

「国家遺産」を 4つの柱として、豪州の各種産業が環境へ与える影響を低減させるために、国内の産

業関連団体、地域社会、州・準州等政府、地方自治体と連携して環境対策等を行っている。 

                            

1 産業技術革新科学省ウェブサイト http://www.industry.gov.au/AboutUs/Pages/default.aspx  
2 環境エネルギー省ウェブサイト https://www.environment.gov.au/ 

http://www.industry.gov.au/AboutUs/Pages/default.aspx
https://www.environment.gov.au/
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同省は、1999年制定環境保護及び生物多様性保全法（Environment Protection and Biodiversity 
Conservation Act 1999：EPBC法）等の環境関連法令や、豪州が加盟している国際環境条約を所管し

ている。 

同省は鉱業活動が「国家環境重要事項」に大きな影響を与える可能性が高い開発プロジェクトの提案

者（開発事業者）に対し、当該重要事項に係る環境影響評価の実施を課し、EPBC法に則して個々の

探鉱・開発プロジェクトによる環境インパクト評価を行い、鉱業権を付与する際の環境許認可プロセ

スの一部を担う（詳しくは「2.9 環境法」参照）。 

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

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

• 豪州の安全保障強化 

• 豪州経済、雇用の成長及び生活水準向上への寄与 

• 豪州の国益を高めるグローバルな協力関係強化 

• 海外の豪州人居住者、旅行者の支援 

• 豪州の外務及び貿易政策に対する国民への啓蒙、国際的宣伝 

外務貿易省は貿易相手国との良好関係の維持を通じて有利な国際貿易環境を保つ役割を担っている。

同省はこれまで、世界各国（とりわけ主要輸出先であるアジア太平洋地域の国々）との自由貿易協定

や一般貿易協定の締結交渉を通じてその役割を果たしてきた。 

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

移民・国境警備省(DIBP)は豪州の移民政策や関税・出入国管理政策に関する事項を所管している。旅

行者や移民が関連法規を遵守することを保障するため、同省は豪州の国境を跨る人の動きを監督して

いる。 

同省は豪州で働く外国人への就業ビザの発行を管理しているため、豪州での投資を検討する際に重要

な省庁であり、外国企業による投資は同省の審査が必要になってくる可能性が高い。 

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

外資審議委員会（FIRB）は財務省が管轄する外部組織であり、外国企業等による豪州への投資案件の

調査及び審査を行う。財務省に対し外国企業等による投資案件が豪州の外資政策に整合するものであ

るか否か等の提言を行っている。 

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

る事も同委員会の役割の１つである。 

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

豪州統計局(ABS)は豪州の公式統計機関であり、独立した法定官庁である。同局の第一義的な役割

は、豪州社会の各分野に関する統計を取りまとめ、公衆に提供することである。ABSが発表する統計

は政府による公共政策や経済政策制定のための指針とされているため、豪州経済にとって重要なデー

タである。ABSは高品質、客観的かつニーズに応えられる国家統計サービスを政府や社会がアクセス

                            

3 外務貿易省ウェブサイト http://dfat.gov.au/pages/default.aspx  
4 移民・国境警備省ウェブサイト https://www.border.gov.au/  
5 外資審議委員会ウェブサイト http://www.firb.gov.au/  
6 豪州統計局ウェブサイト http://www.abs.gov.au/  

http://dfat.gov.au/pages/default.aspx
https://www.border.gov.au/
http://www.firb.gov.au/content/default.asp
http://www.abs.gov.au/
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しやすい形で提供している。ABS 発表の統計には、州別総生産における鉱業セクターの寄与度、雇用

動向、生産動向、民間投資動向、貿易動向、探鉱投資動向等がある。 

豪州貿易投資促進庁 (Australian Trade Commission; AUSTRADE)7 

豪州貿易投資促進庁（AUSTRADE）は外務貿易省の内局である。国際市場の開拓、国際教育の促進、外

国からの投資の促進、豪州観光業界の強化に関する各種事業を実施している。外国企業等による豪州

への投資を支援する他、輸出市場開発補助金（Export Market Development Grants; EMDG）スキーム

や Trade Start Programを通じて豪州産業の国際市場進出を支援している。 

豪州地質調査所 (Geoscience Australia; GA)8 

豪州地質調査所（GA）は産業技術革新科学省内の研究機関である。豪州の地球科学、地下資源、自然

災害等に関する研究を行う専門機関である。質の高い地球科学情報の提供により豪州の経済成長と社

会に貢献することを目的としている。GAは豪州の陸域及び沿岸海域（各州所管沿岸域を除く経済水

域）における地球科学情報を管理しており、資源に関する地球科学的な研究及びデータ収集を行うと

ともに、豪州の探鉱を効率的に実施するための広域的な地球科学調査データ等の提供を行っている。

GA は、主に以下の事業を実施している。 

･ 豪州の資源に関する調査及びデータの提供 

･ 自然災害に対する調査及びデータの提供 

･ 豪州の水資源に関する調査及びデータの提供 

･ 豪州の海洋域に関する調査及びデータの提供 

･ 基礎地理情報の提供 

･ 豪州の地質に関する地球科学的な研究 

GA は豪州全体の資源に関する情報を提供している。経済性が実証された資源量に関する統計を取り

まとめ、「豪州鉱物資源量報告書」9や「豪州鉱物資源探鉱報告書」10を毎年公表している。 

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

産業技術革新科学省の首席経済学者 Mark Cully氏が率いる首席経済学者オフィスは、連邦政府の大

臣らに対して経済政策に関する助言を行い、さらに各種統計結果と予測、経済トピックに関する分析

を行った報告書を提供している。同オフィスは資源・エネルギーを含む複数領域での専門知見を有す

るとともに、豪州の貴重な資源の探鉱、採掘及び輸出に関する各種統計を取りまとめている。同オフ

ィスが出す参考価値の高い出版物の中には、四半期ごとに公表される「資源・エネルギー統計」12や

半期ごとに公表される「資源・エネルギー主要プロジェクト」13等がある。以前は産業技術革新科学

省の資源エネルギー経済局(Bureau of Resources and Energy Economics; BREE)がこの役割を担って

いた。 

                            

7 豪州貿易投資促進庁ウェブサイト http://www.austrade.gov.au/  
8 豪州地質調査所ウェブサイト http://www.ga.gov.au/  
9 豪州既知鉱物資源 Australia's Identified Mineral Resources, Geoscience Australia 
10 豪州鉱物探査報告 Australian Mineral Exploration Review, Geoscience Australia 
11 首席経済学者オフィスウェブサイト http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-

Economist/Pages/default.aspx  
12 資源・エネルギー四半期報告書 Resources and Energy Quarterly 

http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-

energy-quarterly.aspx  
13 資源・エネルギー主要プロジェクト Resources and Energy Major Projects 

http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-

energy-major-projects.aspx  

http://www.austrade.gov.au/
http://www.ga.gov.au/
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Pages/default.aspx
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Pages/default.aspx
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-major-projects.aspx
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-major-projects.aspx
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鉱業に関していえば同局は投資や各州の州民総生産、そして雇用や探鉱支出などに関するデータを業

界に提供している。 

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

CSIRO)14 

連邦科学産業研究機構(CSIRO)は、連邦政府が設立した独立科学研究機構であり、同種機構の中では

世界最大規模を誇る。CSIRO による研究活動は多様なテーマや分野にわたり、その中には鉱物資源の

探鉱、採掘、精製及び金属生産に関するものも含まれる。同機構は豪州や世界の産業界が直面する現

実的な問題に対するソリューションを提供する役割を担う。 

CSIRO は毎年の科学出版物、クライアントレポート、メディアリリースに加えて、出張サービス、産

業別ワークショップ、セミナーそして特別出版をといった形で対象産業や公衆に対してアドバイスを

行っている。 

 

1.1.2 ビクトリア州政府の鉱業行政機関 

豪州での実際の鉱業生産活動に関する規制や規則制定の権限は通常各州政府にある。州/準州政府は

鉱物資源に関する権利の管理と割り当てを行うとともに、土地の管理、操業規制（環境規制や職場安

全衛生上の規制）、そして鉱産物にかかるロイヤルティの回収に関して第一義的な責任を持つ。各州

/準州政府の法的管轄権は、その領域内の土地または海岸線から 3海里以内の領海内（「オンショ

ア」）で発見された資源に限られる。 

環境保護、都市開発及び先住民の土地権利の関係上、どの州/準州内にも探鉱や採掘のためのアクセ

スが制限されるエリアがある。土地（沿岸 3海里圏内の領海を含む）へのアクセスや探鉱ライセンス

を取得しようとする企業は、管轄する州/準州政府（通常は各政府の鉱業部門）と交渉する必要があ

る。 

これに加えてビクトリア州には、鉱業及び資源産業と密接に関係したいくつかの州政府設立の機関が

ある。これらの機関は 1.1.1 章で述べた連邦政府の鉱業関連機関と定期的に連絡を取り合うが、その

活動範囲は基本的にビクトリア州の領域内に限定される。鉱物資源の探鉱や採掘に関する規則の制定

と実施は州政府レベルで行われるため、以下の各機関はビクトリア州の鉱業にとって大変重要な役割

を持つ。 

ビクトリア州経済開発・雇用・運輸・資源省(The Victorian Department of Economic Development, 

Jobs, Transport and Resources)15 

経済開発・雇用・運輸・資源省は、ビクトリア州の経済強化を目指して関連省庁の統合により 2015

年 1 月 1 日に発足した。主な所掌範囲は運輸・港湾・エネルギー・投資誘致及び促進・貿易・イノベ

ーション・地域振興・中小企業のほか、資源・農業・観光などの経済セクターを支える主要サービス

である。担当大臣 8名と 12 の部門で構成され、州内 80 か所以上、海外 22か所に事務所を構える。 

同省は、個人や企業にとってのビジネス上の困難を克服するための資金援助を行い、これにより雇用

を生み出しビクトリア州経済の拡大を図ることを目標とする。その一環として、ビクトリア州経済に

プラスとなり、かつビクトリア州の未来にとって不可欠な分野の成長を促すための、さまざまな基金

                            

14 連邦科学産業研究機構ウェブサイト http://www.csiro.au/en/About  
15 ビクトリア州経済開発・雇用・資源省ウェブサイト 

http://economicdevelopment.vic.gov.au/about-us  

http://www.csiro.au/en/About
http://economicdevelopment.vic.gov.au/about-us
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を立ち上げている。その一つである未来産業基金（Future Industries Fund）16では、2億 A$の財源

をもとに、エネルギー分野をはじめとする経済成長にとっての重要セクターを支援している。 

同省の各部門が円滑に活動できるよう、その下に複数のサービス部署が設けられている。その一つで

ある「地球・エネルギー・鉱業資源」部は、鉱業・エネルギー政策の策定、開発プロジェクトの促進、

貿易支援、規制方針、天然資源のアクセス、リサーチ活動を担当する。同部の下で活動する「エネル

ギー・地球資源」局の詳細を以下に記述する。 

ビクトリア州政府エネルギー・地球資源局(Victorian Government Energy and Earth Resources; 

EERV)17 

経済開発・雇用・運輸・資源省内の部局として、EERV はエネルギー・鉱物資源に関連する政策の立

案、法律・規制改革、投資の促進・誘致のほか、州政府の主要イニシアティブを実行し、エネルギ

ー・鉱物資源の生産による経済活性化を目指している。鉱業は現在もビクトリア州の重要な産業のひ

とつであり、州内の石炭、ガス、再生可能エネルギー事業への投資を将来にわたって確保していくこ

とは、これからの雇用を生み出し財政基盤を維持する上で、極めて重要である。 

また、EERVは、現在操業中または探鉱活動中の鉱山会社や将来の参入を目指す企業に向け、許認可を

行うとともに、資源開発に関する施策を実施している。 

このように EERV は資源業界を統括し、新規参入を希望する資源企業に対する許認可判断や、現在活

動中の資源企業の監視を行っている。また、EERVはビクトリア州で鉱業ビジネスへの投資を検討する

にあたり、ビクトリア州の地質及び資源に関する情報を得る上で重要な部門である。 

ビクトリア州鉱物開発機構(Minerals Development Victoria; MDV) 

MDVはビクトリア州政府 EERV 傘下の組織であり、ビクトリア州の鉱物資源分野を含むさまざまな産

業分野への投資誘致活動を行う。主な役割である情報提供とビクトリア州への投資促進活動のほか、

州内で探鉱活動を立ち上げた企業や鉱物生産を行う企業への支援も行っている。その事業活動は、

EERVの監督下で行われる。 

ビクトリア州地質調査所(Geological Survey of Victoria; GSV)18 

EERV 傘下の組織である GSV は、探鉱企業や社会一般向けに基礎的（pre-competitive）な地質に関連

する情報を提供することを目的としたビクトリア州の地質研究・マッピング活動を行う組織である。

主な研究・プロジェクト活動分野は「各地域の地質調査」、「鉱物資源・エネルギーの有望性評価」、

「地球科学情報の管理」の 3 つに分かれる。中でも特定のエリアを対象とした地質学、地球物理学的

性状の解明、構造地質学、地球化学、地球年代学、地震・重力に関する研究を行っている。岩石、鉱

床形成、表土に関する研究を特に重視している。 

GSV が単独で実施するプロジェクトが多いが、連邦政府の資金により豪州地質調査所（Geoscience 

Australia：GA）や共同研究センター（Cooperative Research Centres：CRC）等の政府系研究機関や

大学との共同研究も実施している。 

                            

16 ビクトリア州経済開発・雇用・運輸・資源省「未来産業基金（Future Industries Fund）」: 

http://economicdevelopment.vic.gov.au/about-us/strategies-and-initiatives/future-

industries  
17 ビクトリア州政府エネルギー・地球資源局ウェブサイト  

http://www.energyandresources.vic.gov.au/about-us  
18 ビクトリア州地質調査所 Geological Survey of Victoria: 

http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/geology-of-victoria/geological-

survey-of-victoria  

http://economicdevelopment.vic.gov.au/about-us/strategies-and-initiatives/future-industries
http://economicdevelopment.vic.gov.au/about-us/strategies-and-initiatives/future-industries
http://www.energyandresources.vic.gov.au/about-us
http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/geology-of-victoria/geological-survey-of-victoria
http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/geology-of-victoria/geological-survey-of-victoria
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ビクトリア州環境・土地・水資源・企画省(Victorian Government Department of Environment, 

Land, Water and Planning)19 

同省は、ビクトリア州の各種開発計画や都市構造物建設による環境破壊を可能な限り防止するための

中心的な役割を果たしている。鉱業では探鉱や資源開発が自然環境の中で行われることが一般的であ

るため、ビクトリア州における鉱業に関する活動を監督するのが本省の役割である。 

ビクトリア州環境保護局(The Environmental Protection Authority of Victoria; EPA)20 

ビクトリア州 EPA は公害除去と未来の環境保護に必要な助言を行うことにより、州内の環境を公害か

ら守ることを使命とする。5 カ年計画（2011-2016 年）において、2030 年までに達成すべき環境目標

として、「きれいな空気と水」、「安全な土壌」、「騒音・悪臭発生の最大限の抑制」を掲げている。 

ビクトリア州 EPA は州内の鉱山活動に関する法規制にも関与しており、上部組織である環境・土地・

水資源・企画省に対し、鉱山活動の潜在的影響に関する助言を行う。環境・土地・水資源・企画省と

EPA が定める安全基準を順守することは、資源企業にとって鉱業許認可を取得・維持する上で極めて

重要である。安全基準の一例としては環境保護方針「Protocol for Environmental Management: 

Mining and extractive industries」21がある。これは、探鉱、採掘、選鉱の過程で放出される汚染

物質を最小限に抑えるためのルールが規定されている。 

ビクトリア州投資促進機構(Invest Victoria) 22 

ビクトリア州投資促進機構はビクトリア州でビジネスへの投資を促進する役割を担っている。同機構

のウェブサイトではビクトリア州で新たにビジネスを開始する企業や投資家向けに多くの関連情報を

提供している。 

ビクトリア州は現在、主要な発電ソースとして再生可能エネルギーの比率を高める方針であり、現在

再生可能エネルギープロジェクト関連の投資機会に関する情報を広く提供している。ビクトリア州政

府は、州内で利用される新たなクリーン技術に特化した企業に対する資金援助を目的として、2000万

豪ドルの新エネルギー関連雇用基金（New Energy Jobs Fund）23を立ち上げている。 

 

1.1.3 鉱業関連団体 

･ 豪州全国規模の鉱業関連団体 

豪州鉱業協会 (Minerals Council of Australia; MCA)24 

豪州鉱業協会(MCA)は、豪州において鉱物資源の探鉱、採掘、製錬等を実施している企業を代表する

鉱業に関する全国組織である。国際競争下にある豪州の鉱業のため、鉱業政策と鉱山操業等に対し、

安全性、高収益性、革新性、環境保全及び社会的責任の重要性を提唱するとともに、政府の方針、制

度、税制に対する検証を行い、鉱業界を代表して政府に対しコメント等を発する役割を担っている。

                            

19 ビクトリア州環境・土地・水資源・企画省ウェブサイト http://delwp.vic.gov.au/about-us  
20 ビクトリア州環境保護局ウェブサイト  http://www.epa.vic.gov.au/about-us/who-we-are  
21 ビクトリア州環境保護局（EPA）環境保護方針「Protocol for Environmental Management: Mining 

and extractive industries」: http://www.epa.vic.gov.au/our-

work/publications/publication/2007/december/1191  
22 ビクトリア州投資促進機構ウェブサイト http://www.invest.vic.gov.au/  
23 ビクトリア州投資促進機構（Invest Victoria）「新エネルギー技術」: 

http://www.invest.vic.gov.au/opportunities/new-energy-technology  
24 豪州鉱業協会ウェブサイト http://www.minerals.org.au/ 

http://delwp.vic.gov.au/about-us
http://www.epa.vic.gov.au/about-us/who-we-are
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2007/december/1191
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/publications/publication/2007/december/1191
http://www.invest.vic.gov.au/
http://www.invest.vic.gov.au/opportunities/new-energy-technology
http://www.minerals.org.au/
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同協会は鉱物資源利用税（Minerals Resource Rent Tax; MRRT）及び炭素税制度の廃止並びに探鉱促

進支援インセンティブ（EDI）の設立等に関与した。 

MCA会員企業は、豪州の鉱物生産量の約 85％を占めている。会員企業が関与する鉱種として、ベース

メタル、軽金属、鉄鉱石、石炭等が挙げられる。また MCAは毎年「Minerals Week」会議を開催して

きた。同会議は MCAが連邦政府の大臣や連邦議会議員に対して鉱業に影響する諸問題や対応策を提起

するための場にもなっている。 

鉱業探鉱企業協会 (Association of Mining and Exploration Companies; AMEC)25 

鉱業探鉱企業協会(AMEC)は、豪州の中小企業の探鉱・採掘活動を支援することを目的に 1981 年に設

立された会員組織である。会員の意見を AMEC の方針として政府の政策や経済対策に反映させる役割

を担っており、鉱物資源利用税（MRRT）導入時にはジュニア企業の利益保全の観点から政府に積極的

に働きかけを行った。また、先般導入された探鉱促進支援インセンティブ（EDI）に関しても、政府

に積極的に提言を行った。AMECはパースとブリスベンの両都市にオフィスを持ち、全国規模で活動

しており、産業界の専門家や政府からの高い信頼を受けている。先住民関係、会社管理と税務、環境

と水資源、社会基盤、そして鉱業関連法規と職場安全等の分野を所管している。 

豪州地球科学学会 (Australian Institute of Geoscientists; AIG)26 

豪州地球科学学会(AIG)は、豪州の地球科学分野の研究者が参加している学会である。国内外に

3,000 人以上の会員を有する。AIG は、資源業界と研究機関の専門技術に関する情報伝達、ネットワ

ーク作り、専門知識の向上、雇用機会提供等の活動を実施している。隔年で AusIMM と共同で

International Mining Geology Conferenceを開催している。 

大洋州鉱業冶金協会 (The Australasian Institue of Mining and Metallurgy; AusIMM)27 

大洋州鉱業冶金協会(AusIMM)は、1893に設立された豪州の採鉱、探鉱、製錬に関する専門家を代表

する鉱業分野の会員組織である。鉱業及び製錬に関する各種会議（Uranium Conference, Iron Ore 

Conference, IMARC, International Mining Geology Conference等）を開催している。豪州やアジ

ア太平洋地域を拠点とする専門家約 14,000人の会員が所属している。豪州内外に支部が設けられて

いる。 

豪州職場安全機構 (Safe Work Australia)28 

豪州職場安全機構は「2008年制定豪州職場安全法」の制定と共に設立された政府組織である。同機

構は職場の安全に関する法案や諸政策の策定には関わっているが、職場の安全に関する直接の監督は

行わず、職場安全関連の法的枠組みの適切な実施及び監督は連邦政府、各州政府及び地方政府が各々

のレベルで行っている。同機構は職場安全衛生関連規程（Occupational Health and Safety; OHS）

を制定し、その普及に努めている。 

･ ビクトリア州の鉱業関連団体 

豪州鉱業協会ビクトリア州支部 (Minerals Council of Australia VIC Division)29 

MCAのビクトリア州支部は州内の鉱物ビジネスを促進するとともに、地域社会が満足できるように事

業者の環境的及び社会的責任の履行を監督している。同支部は会員間の商業関係を促進し、政府部門

とも良好な関係維持に努めており、採鉱・探鉱業者のために規制当局者との意見交換の場として各種

                            

25 鉱業探鉱企業協会ウェブサイト http://www.amec.org.au/  
26 豪州地球科学学会ウェブサイト https://www.aig.org.au/about-aig/  
27 大洋州鉱業冶金協会ウェブサイト http://www.ausimm.com.au/  
28 豪州職場安全機構ウェブサイト http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-

information/mining/pages/mining  
29 豪州鉱業協会ビクトリア支部: http://www.minerals.org.au/mca/victoria  

http://www.amec.org.au/
https://www.aig.org.au/about-aig/
http://www.ausimm.com.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/mining/pages/mining
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/whs-information/mining/pages/mining
http://www.minerals.org.au/mca/victoria
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会議やイベントを開催している。Iluka Resources社や Energy Australia社 等、ビクトリア州で操

業する多数の大手鉱山会社が会員として加盟しており、その拠出金を財源として活動を行っている。 

ビクトリア州労働安全局(Worksafe Victoria)30 

ビクトリア州労働安全局は、労働者の職場における安全を確保し、雇用者や企業による適切な法規制

の順守を通じ、できるだけ安全な労働環境の実現を図る役割を担う。具体的にはビクトリア州労働安

全衛生法（OH&S）その他関連法規制を通じ、職場災害の防止を図っている。また、労災保険の取り扱

いや保険パッケージの価格に関する業界標準の設定も本部署の仕事である。 

ビクトリア州労働安全局では現在、自身が策定したガイドライン「ワークセーフ 2017」31に定める 5

か年計画に従って運営が行われている。本 5 か年計画では、労働安全局の組織運営の向上を図り、本

組織がビクトリア州の雇用者にとって今後も信頼される保険事業者であり続けることを目指している。 

ビクトリア州で現在操業中または計画中の企業が許認可を維持するには、上記の OH&S 法その他関連

法規及びガイドラインを順守するよう義務付けられている。OH＆S 法その他関連法規違反や労働者の

安全衛生を損なう事態が生じた場合、鉱山会社に対し罰金のほか、鉱山活動許可の取り消し処分が課

されることもある。 

ビクトリア州探鉱・資源企業協会(Prospectors and Miners Association of Victoria)32 

本協会は、ビクトリア州での探鉱及び資源開発を希望する個人や企業の権利保護を目的とする独立組

織である。小規模な探鉱事業者から多国籍企業に至るまで、探鉱許可を得て活動する者の保護を主な

役割とする。政府系組織と協力関係にあり、会員の要請に応じて適切な政府系機関の関与を求めるこ

ともできる。 

 

1.2  鉱業政策 

1.2.1 豪州連邦政府の鉱業政策 

豪州連邦政府は投資奨励と許認可プロセス簡素化のために複数の施策を行っている。連邦政府は鉱業

権申請時の環境許認可が連邦政府と州/準州政府でそれぞれ実施されていて鉱業権取得まで多くの時

間を要していたため、連邦政府は州/準州政府に対して環境許認可の実施を一元化する（ワンストッ

プショップ化）方針を打ち立てた。続いて連邦政府は 2014年 7 月をもって炭素税制度(Carbon Tax)

を、同年 9月に鉱物資源利用税(Mineral Resources Rent Tax; MRRT)を撤廃するとともに、投資者が

探鉱費用を課税所得から控除できるように探鉱促進支援インセンティブ(Exploration Development 

Incentive; EDI)を導入した。さらに、2015年 6 月に「北部豪州開発白書」を発表し、同白書の中で

豪州北部（南回帰線以北の地域）の経済力強化のための方針が示された。 

1) 環境許認可のワンストップショップ化 33 

ワンストップショップ環境許認可制度では、1999 年制定環境保護及び生物多様性保全法

（Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999）の規定により、各州/準州政

府に環境許認可の審査・承認を行う権利を委譲する。これにより、連邦政府による環境許認可プロセ

スがなくなり、各州/準州政府による審査・承認だけで済むようになる。本政策の狙いは、厳格な環

境基準を堅持しながらも申請企業のために許認可プロセスを簡素化し、より迅速な意思決定を通じて

                            

30 ビクトリア州労働安全局ウェブサイト http://www.worksafe.vic.gov.au/about-vwa/about-vwa  
31 ビクトリア州労働安全局「ワークセーフ 2017」: http://www.worksafe.vic.gov.au/about-

vwa/about-vwa/strategy-2017  
32 ビクトリア州探鉱・資源企業協会ウェブサイト http://www.pmav.org.au/  
33 環境認可のワンストップショップ化 One-Stop Shop for environmental approvals： 

https://www.environment.gov.au/epbc/one-stop-shop  

http://www.worksafe.vic.gov.au/about-vwa/about-vwa
http://www.worksafe.vic.gov.au/about-vwa/about-vwa/strategy-2017
http://www.worksafe.vic.gov.au/about-vwa/about-vwa/strategy-2017
http://www.pmav.org.au/
https://www.environment.gov.au/epbc/one-stop-shop
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豪州の投資環境を改善することにある。連邦政府は 2013年 10月 16日にワンストップショップ実現

のための法的枠組みを承認した。連邦政府と州・準州等政府との環境認可等のプロセスの簡素化は以

下の３つの段階の協議、合意形成によって進められている。 

・ 第１段階：「環境認可プロセスの簡素化に関する覚書（MOU）」の締結 

・ 第２段階：「環境影響評価に関する協定」の締結 

・ 第３段階：「環境認可に関する協定」の締結 

このうち、第３段階はまだどの州も協定の締結が完了していない。 

2) 探鉱促進支援インセンティブ(Exploration Development Incentive; EDI)34 

EDIはジュニア探鉱企業に対する投資を促進し、ジュニア探鉱企業によるグリーンフィールド探鉱の

実施を促進することを目的とした措置である。EDI関連法案は 2015年 3 月 3日に議会で承認され、

2014/15年度～2016/17年度にかけてジュニア探鉱企業が支出した探鉱費が税控除の対象となる。 

一般的に、鉱山操業企業は鉱物生産による定期的な収益があるのに対して、探鉱を中心に実施してい

るジュニア探鉱企業は定期的な収益はなく、多くのジュニア探鉱企業は株式の発行により、市場から

資金を調達して探鉱を行っている。EDI は豪州のジュニア探鉱企業に投資を行う在豪の投資家を対象

とした税額控除措置であり、ジュニア探鉱企業への投資を活発化させ、ジュニア探鉱企業によるグリ

ーンフィールド探鉱を推進することを目的としている。EDI は年度ごとにジュニア探鉱企業がグリー

ンフィールド探鉱に支出した探鉱費に対して適用される。 

EDIの対象となるジュニア探鉱企業の条件は、1）豪州の企業であること、2）大企業の子会社ではな

い企業であること、3）課税収入がないこと、4）鉱山を操業していないこととされている。EDIの対

象となるグリーンフィールドの探鉱費は、鉱物の探鉱費であり、石油、ガス、シェールオイル、炭層

ガス、地熱、採石の探鉱費は対象とならない。 

EDIの申請手続きは以下の手順で行われる。1）ジュニア探鉱企業が年度内に支出した探鉱費を豪州

国税局（ATO）に申請を行う。2）ATOが税控除額を算出してジュニア探鉱企業に提示する。3）ジュ

ニア探鉱企業は ATOから提示された税控除額の範囲で投資家に対し「税控除クレジット」を与える。

4）投資家は「税控除クレジット」を用いて次年度の収入に対する課税額から「税控除クレジット」

分の控除を受ける。なお、ジュニア探鉱企業は投資を受けた全ての投資家に税控除クレジットを与え

ることも可能であり、一方、新規の投資家に対してのみ税控除クレジットを与えることも可能であ

る。これら判断はジュニア探鉱企業が ATO に探鉱費の額を申請する時点で決定することが求められて

いる。 

連邦政府は EDI に 3年間で 1 億 A$（2014/15年度は 2,500万 A$、2015/16 年度は 3,500万 A$、

2016/17年度は 4,000万 A$）の予算を措置する予定である。2014/15年度は 84社のジュニア企業の

申請が採択され、投資者が税控除を行うための 2,100万 A$分のクレジットが発行された。初年度は

予算 2,500万 A$のうち、約 85％が支出された。 

 

1.2.2 ビクトリア州政府の鉱業・エネルギー政策 

1) TARGET (Creating Opportunities for Resource Exploration) 

                            

34 探鉱促進支援インセンティブ Exploration Development Incentive： 

https://www.ato.gov.au/Business/Exploration-Development-Incentive/  

https://www.ato.gov.au/Business/Exploration-Development-Incentive/
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TARGET イニシアティブは、2015 年にビクトリア州政府が開始した総予算 1,500 万 A$の補助金制度で

あり、州内の金・ベースメタル探鉱への投資促進を目的とする 35。その受給資格は、Stavely 

Geological Province 内に 18ヶ月以上の有効期限を残す鉱業権を有することである。この補助金は、

試錐、サンプル採取、地球物理探査、地化学探査などの探査活動費に適用が可能である。予算の

1,200 万 A$分は、共同出資による鉱物探査活動を対象とする。ただし、本イニシアティブでは石炭、

石油、ガスの探査プロジェクトは対象とされていない。 

2) Stavely Arc プロジェクト 36 

Stavely Arc プロジェクトは、ビクトリア州の未開発地域（グリーンフィールド）での探鉱活動の活

性化を目指すものであり、豪州地質調査所とビクトリア州地質調査所との共同事業である。本プロジ

ェクトは、豪州科学アカデミー（Australian Academy of Sciences：AAS）が探鉱成功率の大幅な向

上を図るため、すべての権益保持者や社会に向けた関連情報の提供を目指して立ち上げた UNCOVER 事

業の一部を構成するものである。 

Stavely Arc はビクトリア州西部に位置する古火成弧であり、カンブリア紀の複数の火成岩により形

成されたベースメタル鉱床の胚胎が期待されている。これまでに銅-金-モリブデン斑岩鉱床、ベース

メタルを主体とする塊状硫化物鉱床が発見されており、銅資源の胚胎ポテンシャルが高いエリアであ

る。今後、開発可能な銅鉱床が発見される可能性が高いと考えられている。 

ビクトリア州地質調査所と豪州地質調査所は本地域におけるボーリング調査と地質調査結果をまとめ

た三次元データを公表している。これらのデータが本地域において実施される探鉱プロジェクトで積

極的に活用されることを期待している。 

3) ビクトリア州再生可能エネルギー発電導入目標 (Renewable Energy Targets; RET)37 

2016 年 6 月、ビクトリア州政府は州内の再生可能エネルギーによる発電割合を 2020 年に 25％、2025

年に40％とする目標を掲げ、現在はその達成に向けたさまざまな取り組みを行っている。本目標は再

生可能エネルギーによる発電量 5,400 メガワット分に相当し、目標達成のために 25 億 A$の投資が行

われている 38。州政府は現在、再生可能エネルギープロジェクトの入札希望者への支援等の施策の導

入を検討している。これは、この再生可能エネルギー目標を達成するため、開発事業者がプロジェク

トを継続的に実施できるよう、入札により決定した企業が長期契約を結ぶ場合にインセンティブを与

えることを内容とするものである。ビクトリア州政府は再生可能エネルギーによる発電の導入を進め

る一方で、二酸化炭素排出量の多い褐炭焚き石炭火力発電所の閉鎖を進める方針である。 

一方、再生可能エネルギーによる発電の割合を高めることについて、長期的な電力供給のリスクを伴

うことについて豪州連邦政府の環境エネルギー大臣が指摘している。ビクトリア州の再生可能エネル

ギーによる電力供給が自然条件により不安定となった場合、石炭火力発電に頼っている状況であるが、

石炭火力発電所の閉鎖を進めて再生可能エネルギーによる発電を増やす計画であるためである。同大

臣は再生可能エネルギーによる電力供給割合が高い南オーストラリア州もビクトリア州の石炭火力発

                            

35 ビクトリア州経済開発・雇用・運輸・資源省「TARGET イニシアティブ」: 

http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/industry-and-investment/grant-

programs/target  
36 ビクトリア州経済開発・雇用・運輸・資源省, Stavely Arc プロジェクト: 

http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/geology-of-victoria/gsv-

projects/the-stavely-project  
37 ビクトリア州環境・土地・水資源・企画省「Victoria's Renewable Energy Targets」: 

http://www.energyandresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/victorias-renewable-

energy-targets  
38 ビクトリア州再生可能エネルギー発電導入目標・ファクトシート: 

http://www.energyandresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/victorias-renewable-

energy-targets  

http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/industry-and-investment/grant-programs/target
http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/industry-and-investment/grant-programs/target
http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/geology-of-victoria/gsv-projects/the-stavely-project
http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources/geology-of-victoria/gsv-projects/the-stavely-project
http://www.energyandresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/victorias-renewable-energy-targets
http://www.energyandresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/victorias-renewable-energy-targets
http://www.energyandresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/victorias-renewable-energy-targets
http://www.energyandresources.vic.gov.au/energy/sustainable-energy/victorias-renewable-energy-targets
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電に頼っている状況であるため、ビクトリア州の再生可能エネルギー発電導入の拡大は、ビクトリア

州と南オーストラリア州の電力供給にも影響を及ぼすことを指摘している 39。 

 

1.2.3 鉱業に関連する各種規定 

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

Reserves Committee Code; JORC Code)40 

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

る基準を定めたものである。豪州証券取引所（ASX）やニュージーランド証券取引所（NZX）の上場規

則にも取り入れられている。 

JORC規程は 1971年に結成された JORC 委員会が策定しており、1989 年の発表以降、数度に渡り改正

されている。最新の改正版は 2013年 12月に施行された「The JORC Code, 2012 Edition」である。

同委員会は豪州鉱業協会（MCA）、大洋州鉱業冶金協会（AusIMM）、豪州地球科学学会（AIG）、豪州

証券取引所（ASX）等によって構成されている。 

2) VALMIN規程 (VALMIN Code)41 

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

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

規程は大洋州鉱業冶金学会（AusIMM）、豪州地球科学学会（AIG）、鉱物産業コンサルタント協会

（MICA）で構成される VALMIN 委員会が策定する。VALMIN規程は豪州企業法（Australian 

Corporation Law）により、ASX 及び豪州証券投資委員会（Australian Securities and Investments 

Commission：ASIC）に対する報告書を含むすべての企業報告書の作成時に適用することが定められて

いる。 

2015年 4 月に VALMIN 規程 2012をアップデートした VALMIN 規程 2015（案）が AusIMMのホームペー

ジ上で発表された。ASX及び ASICに対する報告書の記述内容・用語の変更に対応するためのアップ

デートが行われている。VALMIN委員会は現在最新の修正案に対するフィードバックを受けつけてい

る。 

 

1.3 ビクトリア州の鉱業 

ビクトリア州における鉱業は、西オーストラリア州、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ

州と比較すると州経済や州民総生産（Gross State Product; GSP）への貢献度は高くない（図 1）。

ビクトリア州では鉱業が GSP 全体に占める割合は 2％に過ぎず、近年減少傾向が認められる。 

                            

39 State renewable schemes distorting the NEM, says Josh Frydenberg, The Australian 

Financial Review (11/07/2016) 
40 JORC 規程ウェブサイト http://www.jorc.org/  
41 VALMIN規程ウェブサイト http://www.valmin.org/index.asp  

http://www.jorc.org/
http://www.valmin.org/index.asp
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出典データ：豪州統計局 ABS 5220.0 

図 1 ビクトリア州における主要業種別収益の推移(GSP) 

ビクトリア州政府が発行の 2014/15 年度統計報告 (Earth Resources Regulation 2014-2015 

Statistical Report)において、ビクトリア州の鉱業分野で支出された事業費が鉱種別に示されてい

る（図 2）42。褐炭への支出が最も多く、金、ミネラルサンドがそれに次いでいる。その他の鉱種と

して、小規模に石膏、カオリン、長石等の採掘が行われている。 

 

出典：Earth Resources Regulation 2014-2015 Statistical Report 

図 2 ビクトリア州において 2014/15年度に鉱種別に支出された事業費・探鉱費 

輸出額に関しても食品や他の製造品など他の主要コモディティと比べると、州の輸出額に占める鉱物

及び燃料資源の割合は大きくない。食品（加工品及び未加工品）がビクトリア州にとって最大の輸出

コモディティとなっている（図 3）43。他の一次産品（他の製品に加工・製造されていないもの）が

食品に続いている。輸出額に関して、石油やガスなどの燃料資源がコンスタントに第 3 位を占めてい

る。2014/15 年度の GSP に占める燃料資源輸出額は約 14.02 億 A$だった。鉱物資源も安定した収益を

                            

42 ビクトリア州経済開発・雇用・運輸・資源省「Earth Resources Regulation 2014-2015 

Statistical Report」 
43 豪州外務貿易省「Australia's trade by State and Territory 2014-15」:  

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-s-trade-by-state-and-

territory.aspx 
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http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-s-trade-by-state-and-territory.aspx
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州経済にもたらしており、2014/15 年度は 5.21 億 A$だった。なお、ビクトリア州で生産される褐炭

は、併設されている石炭火力発電所にて生産量の 85％が発電用燃料として利用されており 44、大部分

が豪州国内で消費されているため、輸出額に顕著に表れない。 

 

出典データ：Australia's trade by State and Territory 2014-15 

図 3 ビクトリア州の主要一次産品輸出額の推移 

これらの各コモディティの輸出額は全般的に増加傾向で推移しているが、燃料資源の輸出額は

2014/15年度に前年比 4.03億 A$減少した。 

ビクトリア州は食品以外にも数多くの製品を輸出しているが、それらは大きく単純加工製品（Simply 

transformed manufactures; STM）と高度加工製品（Elaborately transformed manufactures; ETM）

に分けられている。豪州統計局（ABS）45 によると、この分類は、製造工程の複雑さが一つの基準と

なっている。豪州外務貿易省が発表した「2014/15 年度版各州・準州別貿易報告書」によると、ETM

は食品に次ぐ 2014/15 年度ビクトリア州の主要輸出品であり、2014/15 年度の輸出に占める ETM のシ

ェアは 29％だった 46。ビクトリア州の輸出額のうち、鉱物資源の輸出額は 5.21 億 A$、燃料資源の輸

出額は 14.02億 A$であるが、これはビクトリア州のサービスを除く一次産品・製品の輸出割合のそれ

ぞれ 2％、6％を占めるに過ぎない（図 4）。 

 

                            

44 ビクトリア州経済開発・雇用・運輸・資源省「Alternate uses for Brown Coal」

http://earthresources.vic.gov.au/earth-resources/victorias-earth-resources/coal/alternate-

uses  
45 豪州統計局、STM・ETM製品の説明: 

http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/Lookup/B6362CCD5E7158FECA256B35007F93AC    
46 豪州外務貿易省「Australia's trade by State and Territory 2014-15」:  

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-s-trade-by-state-and-

territory.aspx  
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http://earthresources.vic.gov.au/earth-resources/victorias-earth-resources/coal/alternate-uses
http://earthresources.vic.gov.au/earth-resources/victorias-earth-resources/coal/alternate-uses
http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/Lookup/B6362CCD5E7158FECA256B35007F93AC
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-s-trade-by-state-and-territory.aspx
http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australia-s-trade-by-state-and-territory.aspx


18 

出典データ：「2014/15年度版各州・準州別貿易報告書」 

図 4 2014/15年度 ビクトリア州の一次産品・製品の輸出割合 

また、同報告書によるとビクトリア州の主な輸出先国は、中国、米国、日本、ニュージーランド、サ

ウジアラビアとなっている。2014/15 年度のビクトリア州最大の輸出相手国は中国であり、輸出額は

42.58 億 A$だった。以下、米国（26.97 億 A$）、ニュージーランド（19.37 億 A$）、日本（18.04 億

A$）、サウジアラビア（10.01億 A$）と続く（図 5）。

出典データ：「2014/15年度版各州・準州別貿易報告書」 

図 5 2014/15年度 ビクトリア州の主要輸出相手国（輸出額別） 

1.4 ビクトリア州の鉱山 

ビクトリア州から産出する主要な鉱物資源は金、褐炭、ミネラルサンドである。特に金と褐炭は、州

経済に大きな収益をもたらす 2 大コモディティである。ビクトリア州で採掘される石炭は大半が褐炭

（亜炭）であり、州内の石炭火力発電用に利用されている。豪州最大のミネラルサンド企業である

Iluka Resources社がビクトリア州内でミネラルサンドの採掘を行っていたが、2015年にビクトリア

州内の全ての鉱山における採掘を終了している。表 1 には、豪州地質調査所が 2015 年 2 月に公表し

た豪州国内の操業中の鉱山リストに示されたビクトリア州の鉱山を示しており、図 6 にはそれら鉱山

の位置を示している。2014/15 年度、これら鉱山による輸出額はビクトリア州のサービスを除く一次

産品・製品の輸出割合の 2％であり、全体の中で小さな割合に過ぎない。 

表 1 ビクトリア州の鉱山一覧 47 

鉱山名 所有者 鉱種 年間産出量 

Anglesea 
Alcoa (60%)  

Alumina Ltd (40%) 
褐炭 

非公表。2015年 8月に

閉山 

Costerfield, 

Augusta 
Mandalay Resources Corporation 金、アンチモン 

2016 41,310oz Au 

3,598t Sb 

Douglas Iluka Resources ミネラルサンド

2012年閉山。同社の 

ミネラルサンド副産物

の廃棄場に利用。

Fosterville Kirkland Lake Gold 金 2016 151,755oz Au 

Hazelwood 
Engie (72%)  

Mitsui & Co. Ltd (28%) 
褐炭 

1,530万 t/y 

2017年 3月閉山予定 

47豪州地質調査所, Operating mines 2015年 2月データ 

A$4,258m

A$2,697m

A$1,937m

A$1,804m

A$1,001m

China

United States

New Zealand

Japan

Saudi Arabia
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Kulwin, 

Woornack, 

Rownack, Pirro 

Iluka Resources ミネラルサンド

39,300t zircon 

62,300t rutile 

37,900t ilmenite 

2015年上旬採掘終了 

Loy Yang AGL Energy 褐炭 3,000万 t/y 

Maddingley Maddingley Brown Coal 褐炭 非公表 

Maxwells - 

Inglewood 
GBM Gold Ltd 金 非公表、休止中 

Morning Star - 

Woods Point 
Mantle Mining 金 生産開始予定 

Stawell Kirkland Lake Gold 金 非公表、休止中 

Yallourn Energy Australia 褐炭 1,800万 t/y
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1.5 ビクトリア州の鉱物資源 

ビクトリア州は豪州内の産金量の 2.5％を生産しているに過ぎないが、ビクトリア州にとって金が最

も重要な鉱物資源である 48。ビクトリア州地質調査所によれば、ビクトリア州内には数百 t 相当の金

の資源量の存在が指摘されており、その大部分について近代的な技術による探鉱が行われていないた

め、未発見の鉱床が多く胚胎するとしている 49。こうした金鉱床の多くについて、今後の近代的な探

鉱によって発見がなされ、鉱山として開発されることが期待されている。 

金の他にビクトリア州の鉱物資源として有名なものには、ミネラルサンド（ジルコン、ルチル、イル

メナイトなど）がある。ビクトリア州地質調査所はビクトリア州がワールドクラスのミネラルサンド

鉱床胚胎地域と紹介している 50。

豪州地質調査所はビクトリア州内におけるその他の鉱種の評価を行っており、ビクトリア州内には経

済的に採取可能な鉱種として銅、亜鉛、銀、アンチモン、ニッケル、石膏、カオリンを示している。 

図 7 に 2016 年 6 月現在知られているビクトリア州の主要鉱物資源の鉱徴地の分布を示している。ビ

クトリア州では 5,000件のライセンスに相当する鉱業権が認可されており、その面積は州全体の 40％

に及ぶ 51。

48 豪州鉱業協会ビクトリア支部「Minerals – Fact Sheets - Gold」: 

http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/victoria/minerals_fact_sheets/Miner

als_-_Fact_Sheets_-_Gold.pdf  
49 豪州鉱業協会ビクトリア支部「The Victorian Minerals Industry」 : 

http://www.minerals.org.au/mca/victoria/the_victorian_minerals_industry  
50 ビクトリア州政府資料「Mineral Sands, Victoria a world-class mineral sands province」 
51 ビクトリア州経済開発・雇用・運輸・資源省「Minerals Exploration and Mining in Victoria」: 

http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources-regulation/information-for-

community-and-landholders/mining-and-extractives  

http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/victoria/minerals_fact_sheets/Minerals_-_Fact_Sheets_-_Gold.pdf
http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/victoria/minerals_fact_sheets/Minerals_-_Fact_Sheets_-_Gold.pdf
http://www.minerals.org.au/mca/victoria/the_victorian_minerals_industry
http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources-regulation/information-for-community-and-landholders/mining-and-extractives
http://www.energyandresources.vic.gov.au/earth-resources-regulation/information-for-community-and-landholders/mining-and-extractives
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出典：ビクトリア州経済開発・雇用・運輸・資源省「Minerals Exploration and Mining in Victoria」

図 7 ビクトリア州の鉱徴地分布図 

1.6 ビクトリア州の探鉱支出と探鉱プロジェクト 

1.6.1 ビクトリア州の探鉱支出 

豪州統計局が公表している探鉱費データによると、2001/02 年度から 2007/08 年度にかけてビクトリ

ア州の探鉱費は上昇傾向にあった。背景にはコモディティ需要の増大と資源ブームがあった。2008年

の世界金融危機の発生により、探鉱費の支出は一時的に低下したが、中国の経済刺激政策や、他の新

興国の資源需要の伸びへの期待感から、探鉱及び鉱山開発は再び活発化した。しかし、中国の成長減

速やそれまで記録的な高値だった資源価格が値下がりに転じ、ビクトリア州の探鉱費は 2009/10 年度

以降は 2015/16 年度まで減少を続けている（図 8）。
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出典データ：豪州統計局データ 8412.0 

図 8 ビクトリア州の鉱物資源探鉱支出額の推移 52 

ビクトリア州の各年度における探鉱支出額の内訳を図 9 に示している。ビクトリア州の探鉱費の大部

分は金の探鉱によって占められており、ミネラルサンドとベースメタルの探鉱は非常に少ない予算で

実施されており、探鉱費の支出も断続的である。なお、その他の鉱物が具体的に何の鉱種に対して行

われたものであるか豪州統計局は具体的に示していないため不明である。 

出典データ：豪州統計局データ 8412.0 

図 9 ビクトリア州の鉱物資源探鉱支出額の鉱種別内訳 

1.6.2 ビクトリア州の探鉱プロジェクト 

ビクトリア州政府が公表している経済的に有望と期待される大規模な探鉱プロジェクトを表 2に示し

ている 53。その大半は金、ベースメタル、ミネラルサンドを対象とするものである。各探鉱プロジェ

クトの位置を図 10 に示している。

52 豪州統計局データ 8412.0「Mineral and Petroleum Exploration, Australia」 
53 Earth Resources – Victoria, June 2016 
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表 2 ビクトリア州で現在実施中の探鉱プロジェクト 

プロジェクト名 事業者/所有者 鉱種 
資源量(2016年公表デー

タ) 

1 A1 A1 Consolidated Gold 金 
Total Resource: 1.42 Mt 

@ 6.2 g/t Au 

2 Avonbank WIM Resources ミネラルサンド
Total Resource: 488 Mt 

@ 4.0% HM 

3 Ballarat East LionGold 金 
Total Resource: 540,000 

t @ 8.4 g/t Au 

4 Benambra (Stockman) Independence Group 
銅、亜鉛、銀、

金 

EES approved. 

Total Resource: 14.0 Mt 

@ 2.1% Cu, 4.3% Zn, 33 

g/t Ag, 1.0 g/t Au 

5 Donald Astron ミネラルサンド
Total Resource: 4,780 

Mt @ 3.7% HM 

6 Fingerboards Kalbar Resources ミネラルサンド
Total Resource: 2,742 

Mt @ 1.9% HM 

7 Four Eagles Catalyst Metals 金 n. a.

8 Hill 800 Jamieson Minerals 金 
Total Resource: 1.1 Mt 

@ 1.5 g/t Au 

9 Landsborough Fault Navarre Minerals 金 n. a.

10 LaTrobe Valley Green Power Energy 褐炭 
Inferred Resource 

(2012): 573 Mt 

11 Maldon - Alliance South A1 Consolidated Gold 金 
Total Resource: 473,000 

t @ 12.0 g/t Au 

12 Malmsbury GBM Resources 金 
Total Resource: 820,000 

t @ 4.0 g/t Au 

13 Morning Star Mantle Mining 金 

Total Resource: 4.6 Mt 

@ 6.1 g/t Au for 

910,000 oz 

14 Mount Wills Synergy Metals 金、銀 

Total Resource: 709,000 

t @ 7.4 g/t Au, 646,100 

t @ 5.5 g/t Ag 

15 Mt Ararat Stavely Minerals 
銅、金、亜鉛、

銀 

Indicated & Inferred 

Resource: 1.32 Mt @ 

2.0% Cu, 0.5 g/t Au, 

0.4% Zn, 5.7 g/t Ag 

16 Mt Unicorn Dart Mining 
Molybdenum, 

Copper, Silver 

Total Resource: 203 Mt 

@ 0.036% Mo, 0.05% Cu & 

2.17 g/t Ag 
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プロジェクト名 事業者/所有者 鉱種 
資源量(2016年公表デー

タ) 

17 Nowa Nowa - Five Mile Eastern Iron 磁鉄鉱 

Scoping study完了 

Total Resource: 9.05 Mt 

@ 50.8% Fe 

18 Pearl Croydon A1 Consolidated Gold 金 
Total Resource: 571,000 

t @ 2.9 g/t Au 

19 Specimen Reef A1 Consolidated Gold 金 
Total Resource: 114,000 

t @ 2.9 g/t Au 

20 Stawell Kirkland Lake Gold 金 
Total Resource: 528 Mt 

@ 2.1 g/t Au 

21 Stawell Corridor Navarre Minerals 金 n. a.

22 Tandarra (Bendigo North) 
Catalyst Metals 51% 

Navarre Minerals 49% 
金 

n. a.

23 Thursday's Gossan Stavely Minerals 銅 
Total Resource: 28.1 Mt 

@ 0.4% Cu 

24 Walhalla 

Centennial Mining 

(A1 Consolidated 

Gold) 

金 Total Resource: 1.085 

Mt @ 4.93 g/t Au 

25 WIM 150 Orient Zirconic ミネラルサンド
Total Resource: 1,650 

Mt @ 3.7% HM 
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豪州地質調査所とビクトリア州地質調査所が共同で、ビクトリア州のグリーンフィールドにおける鉱

物資源の探査を活発化することを目的に、Stavely プロジェクトを推進中であることを 1.2.2 に記し

た。ビクトリア州地質調査所は Stavely プロジェクトをはじめとする、ベースメタル鉱床及び金鉱床

の胚胎が期待される有望エリアを紹介している（図 11、図 12）。 

出典：ビクトリア州政府ホームページ 

図 11 ビクトリア州地質調査所がベースメタル鉱床の胚胎が期待されるとして示す有望エリア 

出典：ビクトリア州政府ホームページ 

図 12 ビクトリア州地質調査所が金鉱床の胚胎が期待されるとして示す有望エリア 

西オーストラリア州、クイーンズランド州、ニューサウスウェールズ州のような鉱業の盛んな州と比

較すると、ビクトリア州の探鉱プロジェクトの数は多いとはいえない。しかし、ビクトリア州内で近

代的な探鉱が実施されているエリアが限定されるため、今後も探鉱によって経済的に開発可能な金、

ベースメタル、ミネラルサンド鉱床が発見されるポテンシャルを十分有している。
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2. ビクトリア州の鉱業に関する法規制

2.1 はじめに 

鉱業は、ビクトリア州の歴史だけでなく、同州の経済及び文化の発展にとっても重要な役割を担って

きた。1850年代におけるビクトリア州金鉱の発見は、何千もの人々をビクトリア州に呼び寄せるもの

であり、州都としてのメルボルン創設に繋がるものであった。 

現在、ビクトリア州における採掘活動の最も活動的な分野は褐炭である。その他の普及している分野

として、金やミネラルサンド（例えばジルコン、ルチン及びイルメナイト等）が挙げられる。その他

銅、亜鉛、銀、アンチモン及びニッケルの鉱床に加え、相当量の石膏及びカオリンの鉱床も存在す

る。 

本章では、ビクトリア州における鉱業プロジェクトに関し、外国投資家が留意すべき主要な法的問題

点のうち、その重要な事項に焦点を当てている 54。なお、これらの問題点は、投資家が、鉱業プロジ

ェクトに関連する資産・資本の取得を目的としたデュー・ディリジェンスを実施する場合や、債券・

キャピタルマーケット市場において資金調達を図る場合において、しばしば明らかになる。

本章において言及する事項は概ね以下のとおりである。 

• 鉱業に関連する法令

• 鉱業プロジェクトに関する規制当局の承認（採掘ライセンス、土地アクセス権、環境法令に

関する承認等を含む。）

• 鉱業プロジェクトに係る投資家が実施する諸々の活動の概要（調査や採掘活動を含む。）

• 豪州の鉱業セクターに対する外国投資規制

• 鉱業プロジェクト投資に関する出資の方策・構成

• 鉱業プロジェクト投資に関する税務上の留意点

• 土地アクセスに関する留意点

• 豪州先住民の利益保護に関連する法令

• 環境保護法令の考察

• 職場環境における健康面・安全面の留意点

• 競争法上の留意点及び主要なインフラサービスへのアクセス

• ライセンスの終了に伴う義務

2.2 法制度の枠組み 

2.2.1 州政府・連邦政府 

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

限は連邦政府(Commonwealth)及び 6 つの州（ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、南オ

54 ファイナンス、汚職、収賄に関連する法的問題点は、言及していない。 
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ーストラリア州、タスマニア州、ビクトリア州、西オーストラリア州）に分配されている。また、3

つの地域（豪州首都特別地域、ノーザンテリトリー、ノーフォーク島）にはいずれも自治政府が存在

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

2.2.2 豪州における法制度 

豪州の法制は、コモンロー、即ち、裁判所における個々の裁判官の下した判決によって構成される先

例を通じて形成される判例法である。また、これに加えて 3 種類の制定法が存在する。即ち、連邦法、

州及び準州法並びに地方法である。  

豪州における鉱業投資に際し、投資家は、プロジェクトに影響を与えることとなる、連邦法と州及び

準州法との関係性について留意しなければならない。例えば、州の鉱物関連法令に従い、鉱物の採掘、

生産が、州域内で実施されていたとしても、関連する連邦法も、かかる採掘、生産に対して重畳的に

適用される可能性がある。特に、連邦政府は、先住権原、雇用、環境、インフラへのアクセス、税、

外国資本所有に関する一定の権限を有している。連邦法は、通常、矛盾する州法に優先する。 

2.2.3 ビクトリア州における鉱業法制 

豪州における鉱業規制は、原則的に、州及び準州法に基づいている。ビクトリア州における重要な法

律は、Mineral Resources (Sustainable Development) Act 1990 (Vic) (Mineral Resources Act)で
ある。 

Mineral Resources Actの目的は、ビクトリア州の経済的、社会的及び環境的方針と両立する施策に

より、ビクトリア州における鉱物の調査及び経済的に実行可能な採掘を奨励することである。同法は、

どの様にして所定のライセンスが認められるか、当該ライセンスの申請方法及び政府による決定方法

等の枠組みについて規定している。  

さらに、同法を補填する規則である Mineral Resources (Sustainable Development) (Mineral 
Industries) Regulations 2013 (Vic) 及 び Mineral Resources (Sustainable Development) 
(Extractive Industries) Regulations 2010 (Vic)は、Mineral Resources Act上の要件が、具体的

にいかにして実現されているのか（所定の様式及び費用等）について規定している。 

他の州及び準州における場合と同様、Mineral Resources Act 及び同法に関連する規則は、ビクトリ

ア州における他の法令と相互に関係している。例えば、税務の観点から、州による資源ロイヤルティ

及び印紙税の徴収を認める法令が挙げられる。

2.2.4 ビクトリア州政府の所管 

Mineral Resources Act及び関連する規制は、ビクトリア州政府エネルギー・地球資源局により所管

されており、同局のポートフォリオは、Department of Economic Development, Jobs, Transport and 

Resources (Department)のサポートを受けている。地球資源規制(Earth Resources Regulation)は、

ライセンス、運営・操業の申請、コンプライアンス、施行状況の承認等、多岐の役割を担っている。

地球資源規制に係る役割を有していることから、資源担当相(Minister for Resource)がビクトリア

州の地球資源規制にかかる規制を所管する地位を担うこととなる。ビクトリア州では、現在、Wade 

Nooan 氏 (Minister)が資源担当相を務めている。 
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2.2.5 Minerals Development Victoria 

Minerals Development Victoria(MDV)は、ビクトリア州政府における、鉱物の調査、開発への投資を

促進する主要担当部局である。MDVは、州内の既存の採掘企業に対する補助も提供している。 

MDVは以下の４つのエリアに焦点を当てている。 

• プロジェクトの促進 

• 投資の誘引 

• 戦略的な資源計画 

• 地域社会との交流 

MDV の役割には、ビクトリア州における鉱物の調査及び開発投資の機会に関する情報の提供や、ビク

トリア州の土地計画の範囲内で、州内の鉱物資源への長期的なアクセスを改善させることが含まれる。 

 

2.2.6 採炭活動に関するビクトリア州政府の政策 

2015 年 10 月、ビクトリア州政府は、石炭開発に関する従前の政策を独自に再考し、新たな政策を策

定することを公表した。 

2016年 6月、ビクトリア州政府は、長期排出削減目標を実施する法令を導入する意向を公表。初回の

削減目標の期限は 2020 年に設定されている。ビクトリア州政府は、かかる削減目標を実現するため

には、ビクトリア州のエネルギー供給の褐炭依存を減少させることを検討する必要があることを認め

ている。 

採炭に関する新たな政策は、ビクトリア州政府の褐炭に対する今後の姿勢を明らかにすることが予定

されている。 

 

2.3 ビクトリア州における鉱業ライセンス 

2.3.1 概要 

Mineral Resources Actは、ビクトリア州における、採掘が経済的に実現可能若しくは実現可能性の

ある鉱業資源の開発を規定している。具体的に、以下の天然資源を含むが、水、岩石、泥炭、石油は

含まれない。 

• 油頁岩（シェールオイル）及び石炭 

• 油頁岩・石炭に含まれる、又は化学的若しくは産業的プロセスにより抽出された炭化水素油

及び鉱油 

• ベントナイト、微細粘土、カオリン、褐炭、沖積層に含まれる鉱物（チタン、ジルコニウム、

レアアース元素及び白金族元素を含む。）、石英及びゼオライト 
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規制は、試掘ライセンス 55、調査ライセンス、保有ライセンス及び採掘ライセンスに適用されるライ

センスフレームワークを利用して実施される。調査ライセンス、保有ライセンス及び採掘ライセンス

の概要は、以下及び付属 1の別表参照。 

 

2.3.2 調査ライセンス 

調査ライセンスの保有者は、ライセンスに記載された土地の調査を実施することができる。調査とは、

鉱物資源の調査を意味し、測量、掘削、鉱物サンプルの採取（非営利目的に限る。）を実施すること

を含む。調査結果は、典型的には鉱化レポート(mineralisation report)の作成に利用される。調査

ライセンスの保有者が、保有ライセンス又は採掘ライセンスに係る申請手続きを進める選択をした場

合に、同レポートは、それらのライセンス付与に際し必要となる。 

調査ライセンスの申請に係る要件は付属 5 参照。なお、同要件には作業計画の作成が含まれるが、作

業計画には以下の事項を含む、ライセンスの各年度に実行される作業の詳細について記載しなければ

ならない。 

• 予定されている計画の性質（事務所ベースの活動、実地調査活動、地表下調査活動等) 

•  実用的である限りにおいて、作業予定対象地及び重点地域（地図を含む） 

• 予定されている計画の背後にある地質学的論拠 

• 調査計画の予定タイミング 

ライセンシーは、調査を開始する前までに、与える影響の程度が低いもの以外の作業計画について承

認を得なければならない。 

調査ライセンスの期間は、最長 5年間だが、申請された作業計画次第で短期間にもなり得る。 

調査ライセンスは、最長 5 年間更新される。2 度目の更新は、ライセンシーが更新期間中に鉱物を発

見する可能性があると Ministerが判断した場合に例外的に最長 5年間認められる。 

 

2.3.3 保有ライセンス 

保有ライセンスは、調査ライセンスと採掘ライセンスの間の中間的なライセンスとしての位置付けを

有する。保有ライセンスの保有者は、以下のいずれかに該当する場合、鉱物資源に対する権利を保有

することが認められている。 

• 現時点では採掘の経済的実現可能性は認められないが、将来において実現可能となる可能性

がある場合 

• 既存の採鉱場のオペレーションを維持する目的がある場合 

同ライセンスの保有者は、鉱物資源の経済的実現可能性を確立するために、追加の調査等を実施する

ことができる。保有ライセンスの目的は、現時点では採掘することが経済的に現実的ではない鉱物資

源に関して、経済的現実性を確立し、鉱物資源の採掘へと発展させることである。同ライセンスの保

有者の活動には、集約的な探査、調査及びその他の開発活動が含まれる。 

                            

55  試掘ライセンスは、小規模の採掘及び調査活動（対象地域は最大で 5ha）を対象としていること

から、本章ではその詳細については言及していない。 
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同ライセンスの申請者は、ライセンスの承認に先立ち、Ministerにより公表されているガイドライン

に従い、鉱物資源を特定したうえで、所定の説明を加えなければならない。同ガイドラインは、ライ

センスの申請者が、所定の基準(Australian Code for Reporting or Exploration Results, Mineral 

Resources and Ore Reserves, JORC CODE）に規定されている基準と用語を用いて、鉱物資源を特定

することを要求している。ライセンスの申請に際し、申請にかかる土地に、少なくとも、JORC CODE

において定義されている Inferred Resourcesが存在することを示さなければならない。 

申請に際し記載した鉱物資源が土地から採掘されない場合、申請者は鉱化レポートを提出しなければ

ならない。同レポートは、典型的には、調査ライセンスに従い実施した調査結果を基に作成され、以

下の事項に係る記載を含めなければならない。 

• 発見された鉱物の種類 

• 鉱物の所在、深度、量及び規模 

• 鉱物の規模を特定した方法 

• 鉱物のサンプルの分析試験の結果 

• 調査結果に基づく、鉱物資源の経済的実現の合理的な可能性の有無に関する分析 

保有ライセンスに関する申請要件の詳細（作業計画案の提出に係る要件を含む。）については、付属

6 参照。 

保有ライセンスの期間は最長 10 年であり、一般的に調査ライセンスの全期間又は前半の一部期間に

わたり認められる。また、2 回の更新（それぞれ最長 10 年）が認められている。 

 

2.3.4 採掘ライセンス 

採掘ライセンスの保有者は、採掘活動及び付随する活動、ライセンスにおいて特定されている設備の

建設、並びに鉱物の追加調査を行うことが認められている。   

上記保有ライセンスの箇所において記載のとおり、採掘ライセンスの申請者は、ガイドラインに従い、

鉱物資源を特定したうえで、所定の説明を加えなければならない。なお、ライセンスの申請に際し、

申請にかかる土地に、少なくとも、JORC CODEにおいて定義されている Indicated Resourcesが存在

することを示さなければならない。 

申請に際し記載した鉱物資源が土地から採掘されない場合、申請者は鉱化レポートを提出しなければ

ならない。 

採掘ライセンスの申請に際し、作業計画案を提出する必要がある。同案では通常、採鉱場の設立、遂

行される業務の種類、同業務のタイムスケジュールについて記載することとなる。ライセンスが付与

された場合、作業計画及び同ライセンスに基づく想定費用は、ライセンスに係る主要な条件となる。 

採掘ライセンスに関する申請要件の詳細については、付属 7 参照。 

採掘ライセンスの期間は最長 20 年であり、更新に関する制限は特に存在していない。 

ライセンシーは、業務を開始する前までに、与える影響の程度が低いもの以外の作業計画について承

認を得なければならない。 
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2.3.5 作業計画 

採掘活動は、ライセンス自体によって許容されているわけではなく、ライセンス保有者は、採掘活動

を実施するために Department から作業計画の承認を受ける必要がある。 

作業計画には、通常、予定されている業務の概要、リスクアセスメント、リスクマネジメントプラン、

原状回復計画(rehabilitation plan)、地域雇用計画(community engagement plan)が含まれる。その

他作業計画に係る要件の詳細は下記の区分に従い別紙を参照されたい。 

• 付属 8（調査ライセンスに係る作業計画に必要な情報） 

• 付属 9（採掘ライセンスに係る作業計画に必要な情報） 

Departmentは、承認に際し、作業計画を特定の条件付とすることや、作業計画又は原状回復計画の変

更を要請することが可能である。また Department は、作業計画の承認を拒否することも可能である。

作業計画の承認に付された条件は、作業計画とともに、採掘のオペレーションにおける主要な運営に

係る承認の一部となる。作業計画に違反した場合、Departmentによるエンフォースメント（所定の措

置を講ずる通知や、所定の活動を中止する旨の通知が含まれる。）の対象となる可能性がある。 

オペレーションの変更や規制に係る要件の変更に対応するために、作業計画の変更案を準備すべき場

合があり、ライセンシーが自主的に申請することも可能であるが、Departmentがその旨指導すること

もある。 

 

2.3.6 その他の留意事項 

(a) ライセンスの登録・持分 

ライセンスの登録又は鉱物登録にかかる持分は、いずれも Department によって管理されている。通

常、ライセンスに影響を与える所定の書類（作業計画、移転、更新に関する書類を含む。）に関する

登録の不備があった場合、これらの書類は効力を有していないものとして取り扱われる。書類は、

Departmentに提出された順に登録される。 

(b) ライセンスに付与された条件を遵守しなかった場合の効果 

ライセンス保有者が、ライセンスに付与された条件、法令に規定されている義務を遵守しなかった場

合（賃貸借やロイヤルティの支払義務を含む。）、様々なコンプライアンス、エンフォースメントの

手段が採られる可能性がある。具体的に、ライセンスの取消しや罰金が課せられる場合がある。 

(c) 更新 

ライセンシーは、期間満了に先立ち更新に係る申請を行うことが認められている。更新の付与は

Departmentの裁量に委ねられており、Department は、更新の決定に際し、Mineral Resources Actに

規定されている所定の要件を考慮することとされている。 

(d) 各ライセンス（調査、保有、採掘ライセンス）の相互関係 

調査ライセンスの保有者は、保有ライセンス又は採掘ライセンスの申請が可能であるが、両ライセン

スが自働的に付与される権利を有するわけではない。むしろ、保有ライセンス又は採掘ライセンスを

付与するか否かは、Mineral Resources Act に規定されている申請に係る基準を考慮したうえで、

Departmentの裁量に委ねられている。 

(e) 原状回復保証金(rehabilitation bond)（詳細はセクション 2.12参照） 
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ライセンス承認の決定に際し、Ministerは通常、原状回復作業に将来必要となる資金を申請者が調達

することが可能であるかを検討する。かかる検討は、調査、保有、採掘ライセンスの保有者が、各ラ

イセンスに基づく作業開始に先立ち、原状回復保証金を Department に提供しなければならないこと

と関連する。原状回復保証金は、ライセンシーの原状回復義務を確保すること、ライセンシーがかか

る原状回復義務を履行することができない事態が生じた場合に、Departmentが同義務を代替すること

を可能とするために提供される。 

保証金の金額は、承認された作業計画において記載されている原状回復作業をベースに、必要となる

原状回復責任の全てを対象とした場合を想定して計算される。当初の保証金額が確定すると、

Departmentによる定期的な見直し作業が行われる。原状回復保証は、通常、銀行保証の形式が採用さ

れる。 

(f) ライセンスの移転・取引 

ビクトリア州の法令において、ライセンスが移転、取引される場合の要件が規定されている（所管

Ministerへの通知、同意の取得が含まれる。）。ただし、これらの規定は、通常、ライセンスを保有

するエンティティーの株主の変更や支配権の変更が生じる場合には（皆無ではないものの）適用され

ない（ただし、更新の際には検討を要する事項である。）。 

(g) 規制当局による監督 

ライセンスに付される条件は、操業開始の条件、運営上の条件、原状回復段階における条件等が含ま

れる。規制当局は、日常のオペレーションに関する様々な条件を付すことが認められている。これら

の条件は、多岐にわたり、地質学的安定性に関するモニタリング、環境パフォーマンスに係る条件を

含む（環境パフォーマンスに係る条件については、後記セクション 2.9.1参照）。 

(h) その他のライセンス 

採掘場に付随する設備（道路、地下水揚水施設、水利施設、パイプライン、送電線等が含まれる。）

の建設には、異なるライセンスが必要となる場合がある。これらのライセンスは、採掘ライセンス等

の既存の利益の対象である土地に重ねて付与されることがある。同様に、第三者に対する同種のライ

センスが、既存のライセンスの対象である土地に重ねて付与されることがある。 

 

2.4 申請・承認手続きの概要 

2.4.1 概要 

ライセンスの承認手続きは、概要、以下の 3段階に分けることができる。 

• 申請段階  

• 承認段階 

• 承認後の段階 

付属 2、付属 3 及び付属 4 は、調査ライセンス、保有ライセンス及び採掘ライセンス、それぞれの承

認プロセスの概要を簡略化したフローチャートである。  

 

2.4.2 申請に必要となる情報 

各ライセンスの申請段階における手続きは、一般的に類似したものとなっている。申請者は、申請フ

ォームを記入し法令に規定されている情報を記載する必要がある。なお、必要となる情報は、ライセ
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ンス別に異なる部分がある。付属 5、付属 6 及び付属 7 は、調査ライセンス、保有ライセンス及び採

掘ライセンス別に、提出を要する情報の概要を記載している。なお、提出を要する情報については、

2016 年 10 月時点における、 Mineral Resources (Sustainable Development) (Extractive 
Industries) Regulations 2010 (Vic)に基づいている。 

各ライセンスの申請段階における重要な相違点は、作業計画に関する事項である。作業計画は、与え

る影響の程度が低い調査業務以外の業務を開始する前に、承認を得なければならない（作業計画につ

いては、上記セクション 2.3.5参照）。各ライセンス別の概要は、以下のとおりである。 

• 調査ライセンスの申請に際し、侵入型・貫入型の調査活動 (intrusive exploration 

activities)が実施される場合には、作業計画の提出は必須である。 

• 保有ライセンスの申請に際し、通常、作業計画は申請の際に提出されるが、ライセンスの承

認後に提出することも可能である。 

• 採掘ライセンスの申請に際し、ライセンスの承認後に作業計画を提出することも可能である。 

付属 8 及び付属 9 は、調査及び採掘ライセンスに係る作業計画に必要となる詳細情報を記載している。 

 

2.4.3 申請者に認められている権限（ライセンスが拒絶された場合） 

ライセンスの申請が拒絶された場合、申請者は、拒絶の決定に不服を申し立てる権利が認められてい

る。 

さらに、ライセンスが承認されたものの、作業計画が拒絶された場合、ライセンシーは、Victorian 

Civil and Administrative Tribunal (VCAT)に同決定の審査を申し立てることが可能である。さらに、

申請者は、承認された作業計画に付された諸条件について申し立てを行うことも可能である。 

 

2.5 外国投資規制 

2.5.1 適用対象 

外国人による豪州への投資は、Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth) (FATA)によっ

て規制されている。FATAの定義上、｢外国人｣には豪州に日常的に居住していない個人、海外で設立さ

れた法人及び他の外国人が 20%以上の株式を保有する法人（例えば外国法人の豪州子会社）が含まれ

ている。 

FATA は、外国人による豪州への投資の種類毎に異なる閾値を設けている。該当する閾値に達した場

合、当該外国人は、対象となる取引を実行する前に、Foreign Investment Review Board (FIRB)を通

じて届出を行い、財務大臣による承認を取得しなければならない。 

日本の投資家は、下記に関連する権益を取得するに際し、FIRBに対する承認申請を行わなければなら

い。 

• 豪州の土地（調査ライセンス及び採掘ライセンスを意味し、その価額を問わない）に対する

権益を取得しようとする場合 

• 豪州の企業体又は事業に対する権益を所定の金銭的閾値（現時点において、日本の投資家が

日本で設立されている場合、10 億 9,400 万 A$、日本の投資家が豪州の子会社を通じて投資を

行う場合、2億 5,200万 A$）を越えた価値にて取得しようとする場合 
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外国政府投資家（国営企業又は政府系ファンドを含む。）は、豪州の土地の取得、豪州の企業体又は

事業に対する「直接的権益」の取得、新規事業の開始又は採掘、生産又は調査に関する権限（ライセ

ンス、リース、資格）に対する法的又はエクイティ上の持分を取得する前に FIRB に届出を行わなけ

ればならない。｢直接的権益｣とは、企業体・事業に対する 10%以上の権益（投資家が企業体・事業と

の間で法的拘束力のある協定を締結した場合には、5％）又は企業体・事業に係る権益の取得によっ

て、外国人が事業の方針若しくは運営の中枢に影響を与え支配することになる場合の当該権益等と定

義されている。 

｢外国政府投資家｣の定義には、外国政府投資家が相当量の権益（20％以上）を保有する企業体も含ま

れている。即ち、外国政府の直接の子会社のみならず、外国政府投資家が 20%以上の権益を保有する

企業体も外国政府投資家に含まれることとなる。 

一旦届出がなされると、FIRB は届出が行われた投資について検討を行い、財務大臣に対して勧告す

る。当該勧告を得た後、財務大臣が当該投資は豪州の国益に反すると考えた場合は、財務大臣は当該

投資に対し承認を拒絶することができる。 

 

2.5.2 採掘、生産及び調査に関するライセンス及び許可 

近時の FATA の改正により、採掘及び生産に係るライセンスは、明示的に｢豪州の土地｣の定義に含ま

れることとなり、そのため、これらのライセンスの取得については FIRB を通じた財務大臣の承認が

必要であることが明確となった。 

かかる FATA の改正に加え、鉱業事業への投資に関する FIRBの新たな Guidance Noteにより、調査に

関する権限の法的地位もまた明確になった。即ち、一般的に、調査ライセンス及び許可に対する権益

の取得は FATA 上届出が必要なものではなく、そのため、FIRB を通じた承認も必要ではない。もっと

も、調査ライセンス若しくは許可又はその他鉱物の探査に関連する権限は、FATAの一般的なリース又

はライセンスに関する規定の適用対象となる。そのため、調査ライセンス若しくは許可又は類似の権

利に対する権益の取得は、その期間が、合理的に検討して（更新期間も含め）5 年を超える可能性が

高い場合又は当該取得者が土地を占有する権利も与えられる場合には、FIRBを通じた承認が必要とな

る。 

 

2.5.3 FIRB を通じた承認 - 申請の際に必要な情報 

予定している投資が FIRB を通じた承認を要するにも係らず、当該投資が事前の承認を得ずに行われ

た場合、かかる投資は違法であり、刑事罰及び民事制裁の対象となる。なお、予定している投資に対

する承認は FIRBを通じて財務大臣によって行われる。 

FIRB のウェブサイトには、FIRB に対する承認申請の際、どのような情報を含めるべきかについて記

載したチェックリストが掲載されている。FIRB への申請は FIRB のウェブサイトを通じてオンライン

で行われる。  

具体的に、FIRB への申請には以下の情報を含めなくてはならない。  

• 関連当事者 

• 予定された投資（その性質、取得方法、価格及び取得スケジュール等） 

• 予定された投資に関する投資家の意図（短期及び長期）  

政府は各申請が国益に反しないかという観点から検討を行うため、申請には、予定された投資が以下

の点についてどの様に影響するかについても言及を要する。  
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• 国の安全保障  

• 競争関係 

• 豪州政府の他の政策（税務及び環境面を含む）  

• 経済及び社会に与える影響 

 

2.5.4 承認までの期間 

申請を受領（所定の申請費用の支払を含む。詳細は、後記参照）すると、財務大臣は、対象となって

いる投資が国益に反しないかとの観点から、かかる投資を承認すべきか否かについて決定する。法定

の初期的な検討期間は 30 日間であり、同期間経過後 10 日の間に投資家へ通知する。FIRB は、以下

の方法によって、法的期間である 30日間の延長を求めることができる。  

• 財務大臣による、決定までの期間を 90 日間を上限として延長する中間命令（なお、中間命令

は官報における公表が必要となるため、中間命令の存在は公表される。） 

• 期間の延長について申請者と合意すること（実務において頻繁に利用されている。） 

上記のとおり、FIRB は通常、申請の妥当性について財務大臣に勧告する前に政府の関連省庁及び機

関に諮問する。 

 

2.5.5 条件付承認及び無条件承認 

承認は、条件付又は無条件で行われる。財務大臣は、予定された投資が豪州の国益に反しないことを

確実にするために条件を課すことが必要と考えた場合に（以下に言及されている税務関連の｢標準条

件｣に加えて）条件を課すことができる。  

近時、財務大臣は、外国投資家に対する要求及び期待を明確にするため、外国投資に対する承認の際

に、一般的に課されることになる特定の税務関連の標準条件を公表した。かかる標準条件には、豪州

税法の遵守、書類及び情報を Australian Taxation Office (ATO)に提出することを求めている連邦税

法上の条項の遵守並びに予定されている投資の実施及び投資に関する終了事由（支配の終了等）発生

後の FIRB に対する通知が含まれている。特定の事案において重大な税務上のリスクが認識された場

合には、追加で税務関連の条件が課されることもある。この追加条件には、投資家が ATO との間で事

前価格取引を締結し若しくは ATO から規則化を求められること又は具体的状況下における ATO からの

指示に従うことが含まれる。   

一定の期間経過後に、外国投資家に対して、投資持分の処分、売却を義務付けるような FATA 上の条

件等は存在しない。さらに、外国投資に関する豪州政府機関による持分保有要件は課せられていない。 

 

2.5.6 申請費用 

外国人は、FIRBが承認申請された投資について検討を始める前に、申請費用（年次別指数連動）を支

払う必要がある（返金不可）。外国政府投資家を含めた外国人が企業への直接的権益を取得する際に

おける申請費用は、2016 年 10 月時点において、25,300A$である。調査又は採掘ライセンスに対する

権益を取得する際の申請費用についても同額である。 
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2.6 投資形態 

2.6.1 ジョイントベンチャー 

豪州では、ジョイントベンチャー(JV)の一環として採掘活動を行うことが一般的である。 

ジョイントベンチャーに係る契約では、対象、目的、ジョイントベンチャーの期間が定められ、また、

ジョイントベンチャーに関する資産の特定、参加者の利益の定量化、及びジョイントベンチャーの運

営、管理、支配等について定められる。さらに、ジョイントベンチャー契約では、出資比率、資金の

保有及び支出、責任の分担、不履行の効果、ジョイントベンチャーによる生産物の使用及び処分、権

益の譲渡並びにジョイントベンチャーからの脱退について定められる。 

豪州で一般的に用いられるジョイントベンチャーが 2 種類存在する。即ち、法人化ジョイントベンチ

ャー(incorporated joint venture)及び非法人化ジョイントベンチャー(unincorporated joint 

venture)である。 

いずれの形態を用いるかによって法務及び税務において異なる結果が生じることとなるため、いかな

る形態を用いるかについては、当事者の商業的目的に鑑み慎重に検討、評価することが必要になる。  

法人化ジョイントベンチャーは、当事者が株主である特別目的会社によって運営される。この場合、

ジョイントベンチャーは、独自に別個の法人格を有することになる。当事者間の株主間契約が締結さ

れるのと同時に、ベンチャーを運営、支配するために特別目的会社が設立され、各当事者によって合

意された数の取締役が指名されることとなる。 

非法人化ジョイントベンチャーでは、当事者は営利事業に関して協力することに合意し、事業に対す

る権利、利益を共同してではなく、個別に保有することになる。法人形態は存在しないため、当事者

間の契約（即ちジョイントベンチャー契約）では当事者間の関係、事業の運営及びお互いの義務につ

いて定められることとなる。 

両ジョイントベンチャーの主要な特徴及び相違点の概要は下表のとおりである。 

 法人化ジョイントベンチャー 非法人化ジョイントベンチャー 

法人格 - 別個の法人格 

- 通常、JV の通常業務を担う

Manager（支配株主の関連する

事業体であることが多い。）

が選任される 

 

- 個別の法人格は付与されない（本質

的には契約関係） 

- 通常、JV の通常業務を、当事者の代

理人として担う Manager（JV 契約の当

事者であることが多い。）が選任され

る 

責任 - 当事者の株主としての責任

は、株式に係る出資額に限定 

- 当事者の責任は、通常、連帯責任で

はなく個別であると明示される 

- 当事者の責任は、通常、当該 JVに対

する持分割合に限定される 

持分 - 当事者の JV に対する持分

は、JV 事業体の株式を保有す

る形態が採られる 

- 当事者は、各当事者の持分割合に従

い、それぞれ JVの資産を保有する 
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利益 - JV の利益は、配当により分

配される。JV に損失が生じた

場合であっても、株主の利益

と損益通算することはできな

い。 

- 当事者は、JV の事業により生じる成

果に対する直接の持分を有しており、

かかる成果を処分、売却することがで

きる。かかる処分等から生じる利益・

損失は、いずれも当事者に直接帰属

し、かかる当事者の総利益及び損失の

一部となる 

パートナー

シップに係

るリスク 

- JV が別個の法人格を有する

ことにより、パートナーシッ

プと分類されるリスクを回避

することができる 

- JV がパートナーシップと看做される

場合、JV の利益を共同して受領してい

た場合には、税務上望ましくない効果

が生じる可能性がある（当事者が連帯

して利益に対して課税され、かつ損失

とは損益通算することが認められない

ケースが考えられる）。また、当事者

が連帯して責任を負う可能性もある 

持分の移転 - 持分の移転に際し、所管の

Minister への通知、同意が必

要となることは稀である 

- 通常、当事者（株主）間で

先買権の取決めがなされる 

- JV のガバナンスは、株主間

契約（当事者及び JV が契約の

当事者となる。）が主要なソ

ースとなる。株主間契約は、

非法人化ジョイントベンチャ

ーにおける JV 契約と基本的に

同様に、当事者間の権利、義

務を規定する。JV 及び取締役

は、契約に規定された義務に

加え、会社法 Corporations 
Act 2001 (Cth)の規定を遵守す

る必要がある（報告義務、会

計・監査に係る義務、取締役

の義務等）。 

- ライセンスに関する持分の移転に際

し、所管の Minister への通知、同意が

必要となる可能性が高い 

-当事者間で先買権の取決めがなされる

ことが大半である 

- JV のガバナンスは、当事者間の契約

（JV 契約、JV 運営契約等）が主要なソ

ースとなる。 

- 非法人化ジョイントベンチャーに

は、一般的に経営委員会（Management 

Committee）が設置される。同委員会

は、会社形態における取締役会が決議

によって意思決定を行うのと同様の機

能を有する。 

 

 

2.6.2 ファームイン契約 

上述のとおり、各ジョイントベンチャーに関する個別の取決めは、各ジョイントベンチャー形態にお

ける取決めの内容次第で常に異なるものとなる。もっとも、個別のジョイントベンチャー形態を検討

するうえで特に重要な事項は、ファームイン・ファームアウト契約である。 

ファームイン契約は、ライセンスの調査及び開発段階のリスクを共有するジョイントベンチャーの仕

組みと頻繁に併用して用いられる。典型的なファームイン契約においては、ライセンスの保有者が、

ファーミー（対象権益の譲受人）による出資及び又はライセンス上の「労働」の完了と引き換えに、

ファーミーにそのライセンスの全部又は一部を売却することを申し出ることが規定される。ファーム

イン契約では、一般的に、権益の譲渡と引き換えにそれに見合った金銭の支払い又は一定の期間に実

施することが要求される労働について規定される。譲渡の後、当事者はライセンスを更に進展させ又

は採掘事業を実現するために、どの様に協働するかを定めるため、ジョイントベンチャー契約を締結

する。 
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2.6.3 競争法 

ジョイントベンチャーを組成し運営するに先立ち、Competition and Consumer Act 2010 (Cth) 
(Competition and Consumer Act) に規定されている競争法に係る条項を検討する必要がある。検討

すべき条項は、主として 3点（カルテル、排他的行為、反競争的行為の禁止に関する条項）である。 

ジョイントベンチャーが、競合他社又は潜在的な競合他社間で組成された場合（一般的に、ジョイン

トベンチャーに参画することにより、競合関係が生じることとなる。）、Competition and Consumer 

Act に規定されているカルテル、排他的行為の禁止に係る条項に違反することがないよう留意する必

要がある。豪州では、カルテル行為を実行等した場合には、民事・刑事の両責任の対象となり、排他

的行為を実行等した場合には、民事責任の対象となる。 

カルテル行為は次のような場合に問題となり得る。例えば、ジョイントベンチャー契約において、JV

が生成した鉱物の共同販売に関する定めを設け、さらに、JVが販売する製品の価格及び条件、並びに

販売顧客について、ジョイントベンチャーの当事者が合意する必要がある旨を規定する場面である。

ジョイントベンチャーの当事者は、契約において、JVでの鉱物生成を除き、それぞれの鉱物生成能力

を制限することが可能であるが、そのような規定は、カルテル行為の禁止に係る条項及び排他的行為

の禁止に係る条項に違反している可能性がある。 

カルテル行為の禁止に係る条項には適用除外事由が、また排他的行為の禁止に係る条項には抗弁事由

がそれぞれ定められている。いずれも所定の適法な協調的事業活動を禁止することを回避するために

規定されている(Joint Venture Exceptions)。しかし、Joint Venture Exceptions には厳格な要件が

規定されており、全てのジョイントベンチャーに適用されるわけではない。 

また、仮に Joint Venture Exceptions が適用される場合であっても、ジョイントベンチャーの組成、

運用には、Competition and Consumer Act の他の条項（反競争的行為の禁止に関する条項を含む。）

が適用される。これらの他の条項は、競合他社又は潜在的競合他社間ではない当事者により組成され

たジョイントベンチャーにも適用される。 

上記の理由から、競争法に係る懸念については、事前にかつ慎重に検討を加えることが重要である。 

競争法に係るリスクを低減するための手段として、種々の方策が考えられる。競争法に係る懸念への

対応に関する一例として、競争法当局である Australian Competition and Consumer Commission 

(ACCC)に照会を行い、Competition and Consumer Act （カルテル行為の禁止に係る条項を含む。）

に違反する可能性のある行為に関する正式な許可を取得することが挙げられる。かかる正式な許可を

取得し、ACCCが公共の利益が反競争法行為がもたらす不利益を上回っていると判断した場合、訴追が

免除されることになる。 

 

2.7 ロイヤルティ及び税 

2.7.1 豪州における税の概要 

連邦政府は、所得税、物品サービス税、関税及び輸入税、燃料税及び源泉徴収税を課している。  

州及び準州政府は、印紙税、譲渡税、土地税、給与税及び資源ロイヤルティを課している。  

地方政府は、地方固定資産税の形式で土地税を課税することが可能である。 

 

2.7.2 ロイヤルティ 

現在、各州及び準州は、鉱物の採掘に関してロイヤルティを課している。ビクトリア州では、次頁表

のとおり、大半のロイヤルティ率は対象鉱物から製造された物の価値に基づき算出されている。 
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鉱物 ロイヤルティ率及び算出基準 

石炭 - 褐炭:生産された褐炭のギガジュールユニットあたり

0.076A$(消費者物価指数に従って変動)  

(2017年 1月 1日よりギガジュールユニットあたり

0.228A$)  

- 褐炭以外の石炭: 鉱物の価値の 2.75% 

コバルト 鉱物の価値の 2.75% 

銅 鉱物の価値の 2.75% 

金 ロイヤルティ不要 

鉄鉱石 鉱物の価値の 2.75% 

 

2.7.3 所得税 

海外居住者は、通常、豪州において生じた収益についてのみ租税の支払義務が生じる。ただし、二重

課税協定の対象となる。一般的に、法人に適用される所得税率は 30%である。  

2008年１月 31日付で日豪間で締結された二重課税協定(DTA)によれば、豪州に所在する不動産（天然

資源の調査及び採掘ライセンスを含む。）からの収益が、豪州国内において課税の対象となる可能性

がある。日本居住者により実行された事業に基づく他の収益は、豪州で事業を営む海外居住者の恒久

的施設に起因する場合には、通常、豪州国内においてのみ課税の対象となる。 

いずれにしても、DTA によれば、豪州国内の恒久的施設に起因する海外居住者の収益は、課税の対象

となる。豪州国内において、天然資源の調査、開発に関連する活動を、12 ヶ月以内に合計で 90 日を

超過して実施する場合、DTA に従い、恒久的施設を有するものと取り扱われる。 

その他豪州源の所得、例えば配当及び支払利息は海外居住者に対する源泉徴収税の対象となる。 

豪州には、適切な租税徴収額を確保するために、一般通則的なものから、個別のもの（多国籍企業を

対象とするものを含む。）を含め、相当数の租税回避防止法が存在する。 

 

2.7.4 キャピタルゲイン 

概して、非居住者は、以下の資産の処分に伴う収益については、キャピタルゲイン課税（CGT）のみ

の対象となる。 

• 豪州の不動産（鉱業及び鉱油に係る利益を含む。） 

• 豪州企業に係る株式（当該企業の資産の市場価格の 50％超が、豪州所在の不動産に関連する

企業に限る。）。ただし、非居住者の有する持分が、non-portfolio interest test（持分が

10％以上である場合を意味する。）に該当する場合に限る。かかる 10％の基準は、関連会社

の持分を含み（associate-inclusive basis）、最大で持分の処分から過去２年に遡った期間

が審査対象となる。 

• 豪州の恒久施設における事業を遂行するために使用した資産 

なお、2016年 7月 1日より、非居住者が、上記豪州の不動産及び豪州企業に係る株式に該当する資産

（当該資産に係るオプションを含む。）を取得した場合、取得価額の 10％を差引き、豪州税務局

(ATO)に送金する必要がある。なお、対象資産が不動産である場合、非居住者が所定の証明書を ATO
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に提出しなかった場合にのみ、課税の対象となる。なお、資産を取得したものが、ATO に送金を行っ

た場合、同額の税控除を取得することができる。 

 

2.7.5 GST 

連邦政府は、登録済又は登録を要する事業体による物品・サービスの供給について、物品サービス税

(GST)を課している。具体的に、豪州に関係した物品・サービスの供給（前後 12 ヶ月の状況を考慮す

ることとなる。）に係る年間の売上高が 7,500万 A$を上回る場合、当該事業体は、登録をする必要が

ある。 

GST の税率は、通常 10％である。各物品・サービスの供給は、豪州と関係があり、当該事業体の業務

の過程又は促進のために供給されたものである場合、GST の対象となる。なお、GST の対象から除外

される取引も存在する。例えば、輸出には GST の適用はなく、また金融支援や住宅施設の提供は投入

税の対象である。事業体が投入税の対象となる物品・サービスの提供をした場合を除き、登録済又は

登録を要する事業体は、その事業を遂行する過程で被った GST 相当額を、投入税に係る税額控除とし

て取り戻すことが可能である。 

 

2.7.6 譲渡税 

ビクトリア州は、不動産の持分及び不動産の移転に付随した動産の移転について、譲渡税を課してい

る。譲渡税は、ライセンスの譲渡には適用されない。 

ビクトリア州の譲渡税は、現在、課税対象価額の 5.5％である。 

 

2.7.7 土地保有税 

ビクトリア州は、豪州の不動産を所有している所定の企業及びトラストに対する持分を取得する取引

に対し、譲渡税を課している。かかる税は、土地保有税と呼称されており、通常、関連・関係企業の

保有する土地の価額に対して課税される。 

ビクトリア州では、土地保有税は、土地の価額が 100万 A$以上であり、かつその他の基準を満たした

場合に課税される。 

 

取得方法 保有基準 

私募・ユニット型投資信託スキーム 20％以上 

非公開会社 50％以上 

法人向け・ユニット型投資信託スキーム 50％以上 

上場会社 90％以上 

公募・ユニット型投資信託スキーム 90％以上 
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2.7.8 豪州銀行口座 

海外居住者が豪州において銀行口座を開設するに際し、その資格について特に法的制限は設けられて

いない。もっとも、口座の開設前及び開設期間中のいずれも、マネーロンダリング防止及び本人確認

規程といった規制の対象となる可能性がある。 

 

2.8 土地及びインフラへのアクセス 

2.8.1 私有地へのアクセス 

ビクトリア州では、例えそれが私有地内であったとしても、全ての鉱物は州の所有物であるとされる

（適用除外事由に該当する場合を除く。）。 

大半のケースでは、Mineral Resources Actに基づく Minister の権限、及び同 Act に基づく補償その

他の取決めにより、最終的には、私有地の所有者の合意なくして、地下の採掘ライセンスを取得する

ことが可能である。 

上記セクション 2.4 において記載のとおり、Department は、鉱物資源に関する調査、採掘その他の

開発に係るライセンスを発行することにより Mineral Resources Actを所管している。これらのライ

センスは、下記のとおり、その保有者に所定の義務を課している。 

• 地域雇用計画に係る要請について協議する義務 

• 環境への影響に対処する義務 

• 公共の安全及び土地の使用に伴う懸念事項について考慮する義務 

• 土地所有者との間でアクセス・補償について交渉する義務 

鉱業ライセンスに係る承認を取得したものは、調査又は採掘活動を開始する前に土地所有者及び他の

地域関係者と協議することが必要となる。つまり、ライセンシーは、ライセンスに基づき許可されて

いる活動に関する情報を地域コミュニティーに開示する必要があり、かつ、地域コミュニティーにそ

の意見を申述する合理的機会を付与しなければならない。 

採掘ライセンスに基づく採鉱活動を開始することの承認は、ライセンシーが土地の所有者から書面で

の同意を取得するか、又はライセンシーが土地所有者との間で補償に係る合意を行い登録した場合に

初めて付与される。補償に係る合意は、土地所有者が、ライセンスに基づく活動や、承認された作業

計画の結果として被った損害等に適用される。支払いの対象となる補償金額は、土地所有者の土地に

対する持分に対する損失・損害が、採掘活動の調査に基づく直接、一般的かつ合理的な結果であるか

否か、という基準で評価される。 

 

2.8.2 公有地へのアクセス 

調査及び採掘活動のために州有林及び州道といった公有地並びに豪州先住民のために留保された土地

及びその他の留保地にアクセスすることは、一般的に制限されている。ビクトリア州では、国有地に

おいて調査及び採掘活動を行う場合には、国王及び大臣の承認が必要となる。 
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2.8.3 インフラへのアクセス 

エネルギーネットワーク、港湾、鉄道又は選鉱施設等の重要なインフラに投資を行っている企業は、

第三者に対して、適用されるアクセス規制に従い、当該インフラへのアクセスを提供することが求め

られることがある。  

例えば、Competition and Consumer Act 2010 (Cth)における National Access Regimeは、第三者が、

｢ボトルネック施設｣に対するアクセスを取得する仕組みを規定している。ボトルネック施設には、電

力供給網、線路、ガスパイプライン、港湾及び空港が含まれる。 National Access Regime のもとで

は、第三者は、施設によって提供されるサービス（所定の基準に従い公表される）に対するアクセス

を申請することができる。サービスが公表されると、施設の所有者・管理者は、アクセスを求める第

三者との間で交渉を行わなければならず、第三者が金額又は条件に不満を有する場合、Australian 

Competition & Consumer Commissionに仲裁を求めることとなる。 

National Access Regimeに加え、インフラの種類別に異なりうる、産業別のアクセスレジームが存在

し、それらが適用される可能性がある。例えば、National Electricity Law は、送配電ネットワーク

の規制を管轄しており、National Gas Law は、ガスの送受システムに関する仕組みを規定している。

その他、特殊な要請が規定されている線路や港湾に関するものも存在する。 

上記を含む所定の仕組みに基づき第三者にアクセスを提供することは、施設所有者の商業的利益に対

し重大な影響を与えうるものであり、施設所有者の当該インフラの使用における業務管理及び柔軟性

を制限することとなる可能性がある。第三者によるアクセスは調整コストや応諾コストも必要となり、

高額な費用を要する結果となる議論に巻き込まれる可能性もある。 

一方、他の企業の有するインフラ施設の使用を希望するが、当該他の企業との間で商業上受諾可能な

合意に至らなかった場合には、上記仕組みに基づいたアクセスを要請するという選択肢を有すること

になる。 

 

2.9 環境法 

2.9.1 環境に関する承認 

ビクトリア州では、鉱業プロジェクトの開始又は既存プロジェクトの重大な変更に際し、必要となる

可能性がある各種の環境に関する承認が存在する。また、新規プロジェクトを促進するために、環境

に関する承認の手続きを簡素化し連携させる仕組みも存在する。つまり、ある新規プロジェクトに関

する環境に係る承認手続きが進められ、当該プロジェクトが環境に与える影響に関する検討が行われ

た場合、当該手続きにおける検討結果が、異なるビクトリア州法に基づく承認等に条件を付すことに

繋がる場合があり、さらには、同結果に従い連邦法に基づく承認等を得られる可能性もある。 

大半のケースでは、新規プロジェクト・既存プロジェクトへの重大な変更については、Environment 
Effect Act 1978 (Vic)に従い、審議官から、環境効果ステートメント(Environmental Effect 

Statement, EES)が必要であると命じられる。かかる手続きは、当事者による EES の作成、公表、パ

ブクッリコメントの募集、提出といった段階を経る。識者による公聴会が開催され、提出書類の審査

及びプロジェクトが環境に与える影響について検討が加えられる。識者は、環境に与える影響の許容

度を考慮したうえで、当該プロジェクトを推進すべきか否かに関する意見を決定する。識者は、プロ

ジェクトの環境承認に関する条件についても提言することが可能である。 

EESは、以下の事項について、環境パフォーマンスに係る条件を評価することが可能である。 

• 大気環境、健康、安全、地域の住民及びコミュニティーの社会福祉 

• 周辺住民に対する騒音、振動による快適環境への影響 
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• 景観、視覚的価値、レクリエーションとしての価値 

• 表層水及び地下水の品質及び供給量 

• 生物学的多様性（原生植物、登録された動植物） 

鉱業プロジェクトに関し、採掘サイクルにおける運営、閉鎖、原状回復の各フェーズにおける条件と

して、鉱業ライセンスや、同ライセンスに関連した環境パフォーマンスに係る手続きに、環境対策に

関する条件が含まれる可能性が高い。 

新規プロジェクトは、Planning and Environment Act 1987 (Vic)に基づく計画の承認を得なければ

ならない可能性がある。ただし、EES が作成されている場合には、別途計画の承認を得る必要はない。

計画の承認には、土地の使用及び開発に係る計画の変更・許可等の手続きが含まれる。 

新規プロジェクトは、上記とは別に、生物多様性に係るビクトリア州法及び連邦法に基づく承認を取

得する必要がある。プロジェクトが原生植物、登録された動植物又は生態学的共同体に影響を与える

可能性がある場合、以下の法令に基づく承認が必要となる可能性がある。 

• Flora and Fauna Guarantee Act 1988 (Vic) 

• Wildlife Act 1975 (Vic) 

• Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth) (EPBC Act) 

鉱業プロジェクトを遂行するには、対象地域外への影響から、EPA より環境ライセンスを取得するこ

とが必要となる場合がある。かかるライセンスは、Environmental Protection Act 1970 (Vic)に基

づき発行され、所定の水準にて、周辺環境への排出が許可されることとなる（河川などの表層水への

排水等）。 

 

2.9.2 業務計画に関する承認 

他の開発活動と同様、採掘プロジェクトにおいても、建物、道路及びその他の地方政府又は州政府に

よる業務計画に関する承認が要請されるインフラ設備の建築が必要となる。業務計画に関する承認が

採掘プロジェクトの承認手続きや採掘及び環境に関する承認手続きに包含されていることもある（上

記の EES に関する手続き参照）。 

業務計画に関する承認は、ビクトリア州の法及び規則によって規定されている。当該法制上、業務計

画を策定し管理する上で地方政府は重要な役割を担っている。業務計画に従った許可を発行する際の

評価においては、当該採掘・選鉱プロジェクトが対象となる土地の将来的な利用に与える影響の可能

性が考慮される。 

 

2.9.3 連邦法に基づく環境に関する承認 

土地の管理、鉱業に関する事項は、通常、連邦政府の管轄ではないものの、調査及び採掘に関する承

認に関するビクトリア州の手続きは、EPBC Actを含む連邦法の影響を受けている。 

EPBC Act は、国家の重要な環境に係る所定の事項を保護することを目的としている。同法は、連邦政

府に照会を行う必要のある鉱業プロジェクトに係る条件、所定の事項に関する影響の審査、評価及び

承認（条件付）について規定している。 
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膨大な資源に係るプロジェクトは、同 Act の仕組みに従い、しばしば連邦政府への照会の対象となる。

プロジェクトの確実性を担保することが目的である場合や、全土において環境への重大な影響を与え

ることが明らかであることに起因する場合等がある。 

政府機関の連携により、ビクトリア州政府の環境影響評価及び承認プロセスが、EPBC Act に基づき認

証され、新規プロジェクトの効率的な承認プロセスが実現している。 

 

2.9.4 近時の制度変更 

近時、ビクトリア州政府は、（所定の猶予期間が経過した後）ビクトリア州における水圧破砕及びそ

の他の異例な方法によるガス採取を禁じると公表した。かかる規制は、沖合い所在のガスには適用さ

れないものの、ビクトリア政府は、現在の陸上における従来型のガス採取の一時停止を 2020 年まで

延長することとした。 

2014年 2月に生じた、ラトローブバレーのヘーゼルウッド炭鉱における重大な炭鉱火災により、ビク

トリア州における採鉱場の管理に関する法的枠組み及び規制機関の責務について、様々な見直しが迫

られることとなった。現在、Environment Protection Act及び Mineral Resources Act に関連した相

当数の規制の変更が提言されている。 

 

2.10 先住民の権原の保護に関する法令 

2.10.1 先住民の権原の保護に関する法令の概要 

豪州法は、一定の状況における、アボリジニ及びトレス海峡諸島民（豪州先住民）の土地への繋がり

を認識し、かつ保護している。ライセンス保有者の豪州先住民との間の関係は、豪州における採掘プ

ロジェクトを成功させる重要な決定要因となり得る。 

ビクトリア州では、様々な法令が先住民の土地に関する利益を保護しており、いずれも鉱業プロジェ

クトに関連する可能性がある。検討すべき事項として、以下のものが挙げられる。 

• 当該プロジェクトの対象となる土地が、Traditional Owner Settlement Act 2010 (Vic) 
(Settlement Act)に従い、ビクトリア州と固有の先住民所有者との間で交渉された Land Use 

Activity Agreement の対象となる公有地である場合、同 Agreement において規定された諸条

件を充足することが、鉱業ライセンスの付与に係る条件となる。 

• 当該プロジェクトが、先住民の権原（下記 2.10.3 参照）が存在し又はその可能性があり、そ

の場合、Native Title Act 1993 (Cth) (Native Title Act)上の手続きに従う必要がある

（Land Use Activity Agreement が締結されている場合を除く。）。 

• Aboriginal Heritage Act 2006 (Vic)(Heritage Act)に基づく要請（同 Actは、アボリジニ

にとって文化的重要性の高い土地及び土地上に存在する物を保護する法令であり、通常、鉱

業プロジェクトに重大な義務を課している。） 

 

2.10.2 先住民の権原に関する法令 

先住民の権原とは、国有地及び水上に存在する、固有の法令及び慣習から生じる豪州先住民の一連の

権利及び権益をいう。先住権原法（Native Title Act）は、連邦法であり、先住民の権原を豪州の法

的システムに統合する仕組みを規定している。各州、地域に適用される。 

同法には 4つの目的があり、いずれも以下のとおり各手段に反映されている。 
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• 先住民の権原の保護：先住民の権原を承認し保護すること 

• 従前の無効な不動産保有権の合法化：先住民の権原が存在することにより、無効と判断され

る可能性のあった行為、活動を、有効、合法なものとすること 

• 将来の行為の合法化：先住民の権原に影響を与える取引を推進する方策を規定し、かつそれ

らの取引の基準を設定すること 

• 先住民の権原に関する紛争解決：先住民の権原に対する権限を裁定する仕組みを構築するこ

と 

 

2.10.3 先住民の権原の所在 

一般的に、自由保有不動産上には先住民の権原は存在しておらず、同民らの権原は、州の所有地と関

連する土地、典型的には、州有の森林、河床、河岸、沿岸地域、王領地に存在する。 

 

2.10.4 先住民の権原の消滅事由（土地保有権・公共事業の施工） 

先住権原法において、所定の土地保有権（自由保有不動産、排他的占有が認められる賃借権を含む。）

が付与された場合や、公共事業の施工により、先住民の権原が消滅することが確認されている。かか

る場合、極めて例外的な適用除外事由に該当しない限り、先住民の権原が存続することはない。 

隣接する土地上に先住民の権原が存続しているか、又は消滅しているか否かを審査するために、プロ

ジェクト案の建設予定地を調査することが通常である。消滅していることが判明した場合、先住権原

法について更なる検討を行う必要はない。なお、たとえ先住民の権原が消滅している場合であっても、

先住民の相続財産は保護されている。 

 

2.10.5 将来の土地利用 

先住権原法は、1994年 1月 1日以降、豪州の土地及び水域において生じる全ての行為を適用対象とす

る仕組みを設けることにより、既存の先住民の権原、利益に影響を与える範囲で、先住民の権原を不

当な干渉から保護している。かかる保護の対象となる行為は、将来活動(future acts)と呼称されて

おり（借地権や鉱業ライセンスの付与が含まれる。）、先住権原法に基づく手続要件を遵守した場合

には有効となる。手続要件を遵守しなかった場合、将来活動は無効と判断される可能性がある。遵守

が要求される手続要件は、将来活動の分類によって異なる。一般的に、先住民の権原への影響が大き

ければ大きいほど、より重い負担の手続きを踏むことが必要となる。 

大半のケースでは、鉱業に係る権利の創設には、right to negotiate と呼称される、先住権原法に規

定されている手続要件の中で最も重要な手続きを経ることが必要となる。同手続きは、鉱業リース権

の申請者と悪影響を受ける先住民の権利保有者又は登録済請求者との間で、誠実に、計画案の諸条件

について交渉することを要求している。かかる交渉に基づく合意には、通常、先住民の権原保有グル

ープの各構成員に対する、金銭の支払い、雇用、職業訓練に関連した誓約、重要な文化的遺産の所在

地域の保護に関する誓約等が含まれる。 

交渉から 6 ヶ月を経過しても合意に至らない場合、鉱業リース権の申請者は、国立先住権原審判所

(National Native Title Tribunal)に対して、鉱業リース権の付与手続きを進めることができるか否

かの決定を求め申し立てることが可能である。決定に際し、同審判所は、以下を含む所定の基準を考

慮しなければならない。 

• 鉱業リース権を付与することで先住民の権原及び重要な財産に与える影響 
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• 先住権原保有者の要望 

• 豪州及び付与を行う州又は準州における、重要な経済的その他の影響 

• 鉱業リース権の付与に対する公共の利益 

国立先住権原審判所は、その決定を条件付とすることはできない。ただし、金銭的条件を付すことは

認められている。特に重要なのは、国立先住権原審判所は、鉱業リース権の申請者及び州政府が、誠

実に交渉を行った場合に限り決定を下すことができるという点である。仮に、先住権原者が、誠実な

交渉が欠如していることを主張した場合、国立先住権原審判所は、本案に取り掛かる前段階として、

まずかかる問題点について判断を下さなければならない。 

先住権原法は、登録済先住権原請求者及び保有者に対して、プロジェクトの推進に対する拒否権を与

えていない。しかし、慎重に手続きを進めなければ、上記手続きは膨大な時間を要し、損害を伴う遅

延が生じる可能性がある。 

 

2.10.6    Settlement Act 

Settlement Act は、ビクトリア州政府が、先住民が従前からの土地の所有者であり、王領に所定の権

限を有していることを、先住権原法に則った公式の認証手続きを経ることなく認証することを認めて

いる。かかる認証は、通常、Reconciliation and Settlement Agreement及び関連する付随契約を通

じて実施される。典型的には、Land Use Activity Regime の一部として、Land Use Activity 

Agreementが挙げられる。 

Land Use Activity Regime とは、先住権原法に基づく将来活動制度の簡易版である。同 Regimeは、

公有地で生じる所定の活動に対する認証済みの従前来の所有権者グループに対して、手続き上の権利

を付与している。目的は、これらの活動を推進すると同時に、第三者の利益を調整し、かつ当該公有

地に付随する従前の所有権者の権利に配慮することにある。 

Land Use Activity Agreementは、州に代わり法務長官が、従前の所有権者グループに代わり従前の

所有権者グループ事業体又は企業が、それぞれ締結することができる。Land Use Activity Agreement

は、先住権原法に基づく手続きの適用除外を規定する。Land Use Activity Agreementは、先住民の

権原が、先住権原法に従い消滅しているか否かに係らず、公有地に適用される。 

Land Use Activity Regime に基づく手続き上の権利は、Land Use Activity Agreementにおいて列挙

された活動についてのみ適用される。対象となる活動は、4 つに分類される（定期的活動、諮問、交

渉（A 型・B 型）、合意）。鉱業は、左記のうち、交渉（A 型）に該当する。 

個人又は法人が、鉱業に係る活動を試みる場合、従前の所有権者グループ事業体との間で、所定の活

動を推進することが可能であるかについて、Land Use Activity Agreementの合意に至る必要がある。

合理的な範囲の交渉に係る費用は、個人又は法人の負担である。 

 

2.10.7    Heritage Act 

文化的観点から影響を受けやすい地区における鉱業活動及びその他の影響の大きい活動は、先住民の

文化的遺産に多大な被害を与える可能性がある。Heritage Act のもと、先住民の遺産を保護する主要

な手段は、文化遺産管理計画(Heritage Management Plan)を策定することであり、かかる計画により

先住民の遺産を管理、保護することが可能となる。かかる計画には、登録済み先住民(Registered 

Aboriginal Parties)が関与する。通常、諸活動は引き続き推進される。 
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Heritage Management Plan は、Registered Aboriginal Parties（存在する場合）の承認を経なけれ

ばならない。Registered Aboriginal Parties が存在しない場合、Department of Premier and 

Cabinetの長官又は Aboriginal Heritage Councilが承認を行うことも可能である。 

Heritage Act は、Heritage Management Plan に係る詳細な規定を設けており、同 Planの作成が要請

されるケース、作成方法、効力発生時期等について定めている。Heritage Management Planは、以下

の場合に作成する必要がある。 

• Aboriginal Heritage Regulations 2006が Heritage Management Plan が必要である旨規定し

ている場合 

• Minister が Heritage Management Plan の作成を要請した場合 

• 活動案に関する EESの作成が Environment Effect Act 1978 (Vic)に従い必要となる場合 

• 活 動 案に 関す る影 響管 理 計画 (impact management plan)又は 包括的 影 響評 価書

(comprehensive impact statement)が、Major Transport Projects Facilitation Act 2009
に従い必要となる場合 

上記のとおり、新規鉱業プロジェクトには、上記の各カテゴリーのいずれかに該当することにより、

Heritage Management Planが必要となる可能性が高い。 

Heritage Management Plan の承認がプロジェクトの推進に際し必要である場合、同 Planの承認は、

Mineral Resources Actに基づく主要な承認が得られる前に得なければならない点に留意されたい。 

 

2.11 労働法 

2.11.1 一般的な労働法制 

豪州における産業関連労働法制は Fair Work Act 2009 (Cth) (Fair Work Act)において規定されてい

る。Fair Work Act は一般的な雇用者（海外企業も含む）及びその労働者に適用される。 

Fair Work Actは個別契約では不利益に修正できない最低限の条件を定めるものである。この｢セーフ

ティーネットとしての権利｣は、以下の点に見られる。  

• 全国雇用基準（最低休暇日数、労働契約の終了、最大労働時間及び裁量労働制等について規

定） 

• 労使裁定（特定の産業（鉱業、建設業、石油ガス事業等）における雇用者及び労働者間の最

低限の労働条件について規定） 

使用者は、以下を遵守しなければならない。 

• 各州及び準州（ビクトリア州を含む。）の長期労働者休暇法制（長期労働者の休暇に係る権

利を規定） 

• 連邦のスーパーアニュエーション法制（労働者に代わり雇用者が行う、認可されたファンド

に対するスーパーアニュエーションに係る拠出について規定） 

更には、雇用者と労働者は特定の事業所に適用される最低労働条件を定める労働協約について交渉す

ることができる。かかる労働協約は、上記｢セーフティーネットとしての権利｣によって支えられてお

り、Fair Work Commissionの承認を得なければならない。 
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2.11.2 不当解雇 

Fair Work Act において、労働者は、雇用の終了が、無慈悲、不当又は不合理であることを証明した

場合、例外事由及び所定の資格要件は別途存在するものの、復職又は補償を請求することができると

規定されている。 

Fair Work Act は、雇用者が、同法に規定されている所定の禁止事由に基づき、労働者に対して悪影

響を与える行為（結果として、退職、傷病、不当な地位の変更又は差別につながる行為）を行うこと

を禁止している。 

 

2.11.3 労働組合 

Fair Work Act は、労働組合が労使関係の諸問題について積極的に関与することを認めている。産業

毎に異なるものの、鉱業、建設及び資源産業における労働組合の形成、組織率は比較的高いものとな

っている。 

Fair Work Act において、労働者には、労働組合に参加するか否か、労使交渉に際し労働組合に関与

するか否かを選択する権利が与えられている。 

Fair Work Act は、原則として、労働組合が労使交渉に際し労働者の代表者であると規定している。

新規プロジェクトについて労働協約を締結する場合には、労働組合の合意がその要件となる（6 ヶ月

以内に合意に至らない場合、労働組合の合意がない場合であっても、雇用者は、Fair Work 

Commissionによる労働協約の承認を求めて申し立てることが可能である。）。 

労働組合は、以下のいずれかに該当する場合、所定の権限を有する職員又は従業員を介し、組合に所

属する構成員の勤務する施設に立ち入ることが認められている。 

•  労働組合が代理をしている従業員と協議を行う場合 

• 産業関連法令の違反の有無を調査する場合 

• ビクトリア州の労働安全衛性に関する法令違反の有無を調査する場合 

 

2.11.4 労働安全衛生 

ビクトリア州における労働安全衛生は、Occupational Health and Safety Act 2004 (Vic) (OH&S 
Act)において規定されている。OH&S Actは、主要な原則及び労働安全衛生に関する権利と義務につい

て規定している。  

OH&S Actは、職場における活動に関与する当事者に、他の関係者との関係で様々な注意義務を課して

いる。重要な注意義務として、雇用者には、労働者及び他の従業員（雇用者が、その関連する職務に

ついて、管理を及ぼし又は及ぼすことが可能である場合。）に対する義務が課せられている。 

雇用者は、合理的に現実的な範囲において、労働者及び他の従業員の健康と安全を確保しなくてはな

らない。かかる一般的義務には、以下に関連する副次的な義務が含まれる。 

• 工場の安全及び職場のシステムを提供・管理すること 

• 工場及び材料の安全使用、取扱い、保管及び輸送 

• 事業所の安全な環境の維持 
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• 事業所における十分な福利施設の提供 

• 安全な職務遂行に必要な情報、指示、訓練及び監督の提供 

OH&S Act 及び下位規範において、上記とは別の義務が、採掘場の運営者に課せられている。具体的

に、危険な状況の特定（下記定義参照）、リスクアセスメント、リスク管理システムを実行する義務

が含まれる（なお、上記の義務を満たすことも通常必要となる。）。 

危険な状況の特定とは、以下に関連する健康・安全に危害を及ぼす可能性のある、活動、手続き、工

場、処理、物質、状況等と定義されている。 

• 地上の管理(ground control) 

• 斜面の安定性 

• 落石 

• 岩はね 

• 地震活動から生じる影響の程度 

• 浸水（半固体を含む） 

• シャフトの沈下・湾曲 

• 採掘工場（移動式工場、遠隔操作設備を含む） 

• 重量移動設備 

• 炭鉱火災・爆発 

• ガス爆発 

• 換気・排気能力の喪失 

• 浮遊ダスト 

• 岩盤層その他の物質由来の放射線 

• 危険性のある開口部への近接性 

• 尾鉱ダム 

• シアン化ナトリウム及び化合物による被曝 

• Victorian WorkCover Authority が決定するその他の事項 

採掘場運営者に対する特殊な義務もまた存在する。例えば、所定の担当者のみ採掘場に立ち入ること

ができるようにすること、労働者の疲労、アルコール及びドラッグの使用を管理する方策を実行する

こと、労働者の健康に関する取決めを行い報告すること、労働者が単独で作業している場合に、同人

が通信することができるようにすること、交代勤務の終了を伝達し注意喚起するシステムを導入する

こと、等が挙げられる。 

所定の採掘場（地下の採掘場、Victorian WorkCover Authorityが決定する採掘場）の運営者には、

別の異なる義務が課せられている。例えば、包括的な Safety Management Systemを設立、実行し見

直すことや、包括的な安全性評価を行うことが挙げられる。さらに、特定の分野に関するリスク（採
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掘場におけるシャフトの湾曲に関するリスク、採掘完了地帯の埋立、換気システムの電気回路の設

計・試験）に関する個別の義務も存在する。 

The OH&S Act及び Regulationsは、労働者に対して、職場における健康、安全性及び上記各義務を

遵守するために必要な手段について、雇用者との間で協議を行う義務を課している。 

 

2.11.5 労働災害補償 

州及び準州には、事業所における労働者の傷害又は疾病に際し、労災補償を規律する法令、及び補償

コストを担保する強制保険システムを構築する法令が存在する。労働者は、労働災害補償を受領する

ために、雇用者の過失を証明する必要はない。雇用者は、労働者に対する補償責任に備え、適切な保

険に加入することが求められる。ビクトリア州では、Workplace Injury Rehabilitation and 
Compensation Act 2013 (Vic)が適用される。 

 

2.12 原状回復義務 

Mineral Resources Act の目的の 1 つは、 調査ライセンス、保有ライセンス及び採掘ライセンスの対

象となった土地が、当該ライセンスの保有者によって原状に復されることを確保することにある。 

Mineral Resources Actは、原状回復(rehabilitation)の定義を行っていないが、概ね、鉱業地を安

全かつ持続可能な地形に回復する活動を指す。例えば、採掘活動等による損傷部分の修復、露出した

鉱物資源の保護、設置した施設等の除去、廃棄物の処分、汚染地域の手当、植生の復元等が挙げられ

る。 

通常、以下の 2 つの原状回復作業が必要となる。 

• 進行性の作業：対象地の回復に向けた継続的な作業 

• ライセンス終了に伴う作業：関連するライセンスの適用が終了するタイミングで実施される

作業（Mineral Resources Act、ライセンスに付与された条件、又は Department の指示に従

い実行される。） 

採掘ライセンスの保有者は、原状回復計画を提出しなければならず、原状回復計画には以下の点が考

慮されていなければならない。 

• 土地の特別な特性 

• 周辺環境 

• 土地を安定させる必要性 

• ライセンスが認められる以前に、合理的に州に近接した農業地を当該州に返還すべきか否か 

• 環境の長期的悪化の可能性 

原状回復計画案は、対象となる土地の所有者との協議を実施した後、作成しなければならない。その

後、Ministerによって精査され、修正された上又は修正されずに承認される。  

Mineral Resources Act は、ライセンス保有者が、原状回復義務の遂行を確保するために、

Departmentに原状回復義務に係る保証金を提供することを規定する、金融保証制度を採用している。 
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上記セクション2.3.6(e)に記載のとおり、ライセンス保有者が原状回復義務に係る保証金を提供する

までは、いかなるライセンス保有者であっても、作業計画に記載された業務を開始することはできな

い。保証金の目的は、ライセンシーの原状回復義務の履行を確保し、適切な義務の遵守に係るインセ

ンティブを与え、仮にライセンシーが義務を遵守することができなくなった場合であっても、

Department がかかる保証金を没収すること、若しくは Department 自身が原状回復作業を実行し手配

することができるようにすることにある。  

保証金の金額は、承認された作業計画において記載されている原状回復作業をベースに、必要となる

原状回復責任の全てを対象とした場合を想定して計算される。当初の保証金額が確定すると、

Departmentによる定期的な見直し作業が行われる。原状回復保証は、通常、銀行保証の形式が採用さ

れる。 

保証金の金額を決定、見直すに際し、Ministerはライセンス保有者に原状回復責任を再評価させ、さ

らに監査人にかかる再評価を Mineral Resources Actに従い審査させるよう要請することが可能であ

る。 

Departmentは、全ての原状回復義務が履行され、原状回復が達成される可能性が高いと判断した場合

に限り、保証金を返還する。かかる事態は、通常、鉱山サイクルの終期にさしかかり、ライセンスが

失効し、又は放棄されるタイミングに生じる。私有地に係る鉱業ライセンスについては、地場の審議

会及び土地所有者との間で協議が行われた後に限り、保証金が返還される。 

なお、ライセンシーがライセンス終了までの間に土地の原状回復を実行できなかった場合は、保証金

は返還されず、Ministerによって原状回復作業を終了するよう指示されることがある。もし保証金が

全ての原状回復作業を完遂する費用を賄うことができない場合は、Ministerはライセンス保有者に対

して当該差額を追及する訴訟手続きを開始することができる。 
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付属 1 - ビクトリア州における鉱業ライセンス  

 調査ライセンス 保有ライセンス 採掘ライセンス 

対象 鉱物資源（ライセンスが対

象とする土地に限る）の調

査 

負荷の程度が大小いずれの

調査も含まれる。 

以下の鉱物に対する権限の保有

を目的とする場合： 

･ 採掘が経済的に現実的では

ないが将来現実的になる可

能性がある場合 

･ 既存の採掘坑の運営を維持

する目的がある場合 

追加調査を実施すること又は資

源の経済的実現可能性を確立す

るための作業を行うことを目的

とする場合 

採掘及び付随する活動を実施

すること、ライセンスで特定

されたインフラを建設するこ

と及び更なる鉱物の調査を行

うこと 

申請要件

（付属 5-

7 参照） 

申請者は、とりわけ以下の

要件を満たす必要がある。 

･ 適格性を有しているこ

と 

･ 適切な作業プログラム

を有していること（与

える影響の程度が低い

もの以外の活動につい

て） 

･ 工程案を遂行し原状回

復に必要な資金を調達

することができること 

申請者は、とりわけ以下の要件

を満たす必要がある。 

･ 適格性を有していること 

･ 適切な作業プログラムを有

していること（与える影響

の程度が低いもの以外の活

動について） 

･ 工程案を遂行し原状回復に

必要な資金を調達すること

ができること 

･ 鉱化レポートにおいて、

Mineral Resources Act が

要求する最低限の基準を満

たす形で、鉱物資源を特定

す る こ と （ Inferred 

Resources） 

申請者は、とりわけ以下の要

件を満たす必要がある。 

･ 適格性を有していること 

･ 工程案を遂行し原状回復

に必要な資金を調達する

ことができること 

･ 鉱化レポートにおいて、

Mineral Resources Actが

要求する最低限の基準を

満たす形で、鉱物資源を

特 定 す る こ と

（Indicated Resources） 
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 調査ライセンス 保有ライセンス 採掘ライセンス 

対象領域

の規模 
500㎢を超えない範囲で指定

された隣接地、限定された

ライセンス 

ライセンスの範囲は、 

･ 2年後に 25%縮減される 

･ 4年後に更に 35%縮減 

･ 7 年後に更に 20%縮減

（当初範囲の20%のみ残

存） 

･ 10 年後に更に 10%縮減

（当初範囲の10%のみ残

存） 

発見された鉱物資源を包含する

ために十分な領域及び将来の採

掘事業のための土地 

縮減要請はない 

260haを超えない範囲で調査ラ

イセンスの範囲内で指定され

た領域 

縮減要請はない 

初期的期

間 

最長 5年 最長 10年 最長 20年 

主要なコ

スト 

申請費用：1,822A$（調査ラ

イセンスに係る他の費用の

詳細については、付属 10 参

照） 

借地料：10グリッド毎に

82.20A$ 

デポジット：不要 

原状回復費用：Ministerが

決定 

 

申請費用：1,822A$（保有ライセ

ンスに係る他の費用の詳細につ

いては、付属 10 参照） 

借地料：10ha毎に 29.30A$ 

デポジット：不要 

原状回復費用：Ministerが決定 

 

申請費用：3,278.70A$（採掘

ライセンスに係る他の費用の

詳細については、付属 10 参

照） 

借地料：10ha毎に 168.70A$ 

デポジット：不要 

原状回復費用：Ministerが決

定 
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 調査ライセンス 保有ライセンス 採掘ライセンス 

対象地域

の調査方

法 

申請に際し調査は不要 

 

ライセンスが対象とする予定の

土地の境界に関する調査 

かかる調査は、Surveying 
(Cadastral Surveys) 
Regulations 2015に基づき実施

され、調査対象は以下を含む。 

･ 規模、面積、グリッド座標

（MGA94） 

･ ライセンスが対象とする土

地の内側、近接又は 500m

の範囲内の全ての土地との

境界線及び接続 

･ 区 画識 別に 関す る情報

（Crown Allotment、特別

識別番号、行政区、商業地

区、自治体の名称、区画、

分割計画、道路の名称等） 

･ 国有地の状況（公道、国立

公園、砂岩保留地、国有林

等） 

･ 隣接する鉱山、試掘、保有

ライセンス 

･ 土地の特徴、接続状況  

･ 北端 

･ 尺度図、尺度 

･ 有資格測量技師による鑑定

証明（必要に応じて） 

保有ライセンスと同様 

補償 土地の所有者又は占有者か

ら、ライセンスに基づく作

業の結果被った損害の補償

を請求される可能性があ

る。 

補償内容については、ライ

センス申請者と下記のもの

との間の合意に従う。 

･ 私有地の所有者・占有

者 

･ 先住民（伝統的地域に

ついては、Native 

Title Act又は

Settlement Actに従

う。） 

Mineral Resources Actに

は、補償の金額についての

規定はない。 

調査ライセンスと同様 調査ライセンスと同様 
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 調査ライセンス 保有ライセンス 採掘ライセンス 

支払義務

（年会

費、賃借

料等） 

非金属鉱物： 

年間費用は、最低

15,000A$、及び、初年度は

グリッド毎に75A$、2年目以

降4年目までの期間はグリッ

ド毎に120A$、5年目はグリ

ッド毎に150A$の追加費用を

加えた金額 

金属鉱物： 

年間費用は、最低

15,000A$、及び、初年度は

グリッド毎に150A$、2年目

以降4年目までの期間はグリ

ッド毎に200A$、5年目はグ

リッド毎に300A$の追加費用

を加えた金額 

賃借料については、上記

「主要なコスト」の項目参

照 

年間あたりの費用（最低金額）

に関する決まりはないものの、

申請者は作業計画を提出する必

要があり、同計画には、主要な

マイルストーン及び支出につい

ての記載を含める必要がある。

ライセンスが承認された場合、

かかる支出に係る事項はライセ

ンスの条件となる。 

賃借料については、上記「主要

なコスト」の項目参照 

非金属鉱物： 

最低年間費用は以下のとお

り。 

･ 5ha以下：5,000A$ 

･ 5ha超：10,000A$及び5ha

を超過する土地について

は、1ha毎に200A$ 

金属鉱物： 

最低年間費用は以下のとお

り。 

･ 5ha以下：15,000A$ 

･ 5ha超10ha以下：

20,000A$ 

･ 10ha超25ha以下：

23,000A$ 

･ 25haを超過する土地につ

いては、1ha毎に

900A$（地下を除く。） 

･ 25haを超過する土地につ

いては、1ha毎に

850A$（地下に限る。） 

賃借料については、上記「主

要なコスト」の項目参照 

期間更新 期間： 

･ 2回更新可能、初回の更

新は最長 5年 

･ 2 回目の更新（最長 5

年）は例外的状況にお

いて可能であり、ライ

センシーが更新期間中

に鉱物を発見する可能

性があることを立証で

きる場合に可能 

･ 2回を超える更新は不可 

費用：953.50A$ 

賃借料については、上記

「主要なコスト」の項目参

照 

期間： 

･ 2 回更新可能、初回の更新

は最長 10年 

･ 2回目の更新（最長 10年）

は例外的状況において可能 

費用：953.50A$ 

賃借料については、上記「主要

なコスト」の項目参照 

期間： 

･ 更新回数に制限なし 

･ 更新は最長 20年 

費用：959.10A$ 

賃借料については、上記「主

要なコスト」の項目参照 
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 調査ライセンス 保有ライセンス 採掘ライセンス 

一般的条

件 

賃借料の支払い 

支出に係る合意の遵守 

報告義務の遵守 

担保の提供 

採掘する鉱物の総量に対す

る制限 

Ministerが課したライセン

スに付随する条件 

賃借料の支払い 

資源の範囲・総量の把握・採算

確保の可能性を把握するため

に、作業計画を実行する場合

に、ライセンスが必要となる場

合がある 

担保の提供 

Ministerが課したライセンスに

付随する条件 

 

賃借料の支払い 

発見された鉱物の開発、商業

化 

報告義務の遵守 

担保の提供 

Ministerが課したライセンス

に付随する条件 
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付属 2 - 調査ライセンスの申請手続き 

 

  

申請者は、申請フォームを記入

し、全ての規定された情報を埋

める必要がある。 

優先順位の高い申請者に対する

通知 

The Department of Economic 

Development, Jobs Transport and 

Resources (Department)が申請を受理 
２つ以上の申請が受理された場合、

Departmentは、いずれが優先的に取り

扱われ手続きが先行するかを決定す

る。 

申請者による申請状況の公表 

Departmentによる申請及び異議

を検証（異議がある場合） 
Departmentによる Ministerに

対する申請を承認するか拒絶す

るかに関する推奨意見の答申 

利害関係を有する第三者は申請に対す

る異議を提出することが可能である。 

申請書類に記載されている土地の使用

に伴う補償に係る合意を成立させる必

要がある（該当する合意が存在する場

合に限る。）。 

Ministerの要請に応じ、14日以内に

追加情報を提供する必要がある。 

Ministerによるライセンス

の承認/ライセンスの拒絶 

1) Low impact exploration 
ライセンシーは予備調査及びその他の影

響の小さい調査活動を開始することが可

能である。但し、以下の条件に従う。 
• 原状回復保証金の提供 

• 私有地における活動に係る同意

及び補償契約を得ること 

• 第三者損害賠償責任保険への加

入 

• Chief Inspector及び土地の所

有者・占有者に対する業務を開

始する旨の通知 

• 制限が課せられている王領地に

おける活動に対する同意の取得

（必要である場合に限る。） 

ライセンシーは、侵入型・貫入型の調

査活動を行うことが可能である。但

し、以下の条件に従う。 
• 作業計画の承認 

• 原状回復保証金の提供 

• 私有地における活動に係る同

意及び補償契約を得ること 

• 第三者損害賠償責任保険への

加入 

• Chief Inspector及び土地の所

有者・占有者に対する業務を

開始する旨の通知 

• 制限が課せられている王領地

における活動に対する同意の

取得（必要である場合に限

る。） 

2) Intrusive exploration work 
ライセンシーは、作業計画の承認を取

得しなければならない（申請手続き中

に提出され取得することとなる。）。 

ライセンスが付与された場合、

以下のいずれかの活動に着手す

ることが可能となる。 

申請段階 

付与 

ライセンス付与後 
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付属 3 - 保有ライセンスの申請手続き 

 

 

 

  

申請者は、申請フォームを記入

し、全ての規定された情報を埋

める必要がある。 

優先順位の高い申請者に対する

通知 

The Department of Economic 

Development, Jobs Transport and 

Resources (Department)が申請を受理 
２つ以上の申請が受理された場合、

Departmentは、いずれが優先的に取

り扱われ手続きが先行するかを決定す

る。 

申請者による申請状況の公表  

Departmentによる申請及び異議

を検証（異議がある場合） 
Departmentによる Ministerに

対する申請を承認するか拒絶す

るかに関する推奨意見の答申 

利害関係を有する第三者は申請に対す

る異議を提出することが可能である。 

申請書類に記載されている土地の使用

に伴う補償に係る合意を成立させる必

要がある（該当する合意が存在する場

合に限る。）。 

Ministerの要請に応じ、14日以内に

追加情報を提供する必要がある。 

Ministerによるライセンスの承

認/ライセンスの拒絶 

申請段階 

付与 

ライセンス付与後 

1) Low impact exploration 
ライセンシーは予備調査及びその他の影

響の小さい調査活動を開始することが可

能である。但し、以下の条件に従う。 
• 原状回復保証金の提供 

• 私有地における活動に係る同意

及び補償契約を得ること 

• 第三者損害賠償責任保険への加

入 

• Chief Inspector及び土地の所

有者・占有者に対する業務を開

始する旨の通知 

• 制限が課せられている王領地に

おける活動に対する同意の取得

（必要である場合に限る。） 

ライセンシーは、侵入型・貫入型の調査

活動を行うことが可能である。但し、以

下の条件に従う。 
• 作業計画の承認 

• 原状回復保証金の提供 

• 私有地における活動に係る同意

及び補償契約を得ること 

• 第三者損害賠償責任保険への加

入 

• Chief Inspector及び土地の所

有者・占有者に対する業務を開

始する旨の通知 

• 制限が課せられている王領地に

おける活動に対する同意の取得

（必要である場合に限る。） 

2) Intrusive exploration work 
ライセンシーは、作業計画の承認を取得

しなければならない（申請手続き中に提

出され、申請手続き中又はライセンス承

認後に取得することとなる。）。 

ライセンスが付与された場合、

以下のいずれかの活動に着手す

ることが可能となる。 
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付属 4 – 採掘ライセンスの申請手続き 

 

 

 

  

申請者は、申請フォームを記入

し、全ての規定された情報を埋

める必要がある。 

優先順位の高い申請者に対する

通知  

The Department of Economic 

Development, Jobs Transport and 

Resources (Department)が申請を受理 
２つ以上の申請が受理された場合、

Departmentは、いずれが優先的に取り

扱われ手続きが先行するかを決定す

る。 

申請者による申請状況の公表 

Departmentによる申請及び異議

を検証（異議がある場合） 
Departmentによる Ministerに

対する申請を承認するか拒絶す

るかに関する推奨意見の答申 

利害関係を有する第三者は申請に対す

る異議を提出することが可能である。 

申請書類に記載されている土地の使用

に伴う補償に係る合意を成立させる必

要がある（該当する合意が存在する場

合に限る。）。 

Ministerの要請に応じ、14日以内に

追加情報を提供する必要がある。 

申請段階 

付与 

ライセンス付与後 

Ministerによるライセンスの

承認/ライセンスの拒絶 

ライセンスが付与された場合、

以下のいずれかの活動に着手す

ることが可能となる。 

1) Low impact exploration 

ライセンシーは予備調査及びその他の影

響の小さい調査活動を開始することが可

能である。但し、以下の条件に従う。 
• 原状回復保証金の提供 

• 私有地における活動に係る同意

及び補償契約を得ること 

• 第三者損害賠償責任保険への加

入 

• Chief Inspector及び土地の所

有者・占有者に対する業務を開

始する旨の通知 

• 制限が課せられている王領地に

おける活動に対する同意の取得

（必要である場合に限る。） 

ライセンシーは、侵入型・貫入型の調査活動を

行うことが可能である。但し、以下の条件に従

う。 
• 作業計画の承認 

• 原状回復保証金の提供 

• 私有地における活動に係る同意及び補

償契約を得ること 

• 第三者損害賠償責任保険への加入 

• Chief Inspector及び土地の所有者・

占有者に対する業務を開始する旨の通

知 

• 制限が課せられている王領地における

活動に対する同意の取得（必要である

場合に限る。） 

2) Intrusive exploration work 
ライセンシーは作業計画の承認申請を行う。 

Ministerによる原状回復保証金額の決定・提供 

ライセンシーによる計画承認の申請又は環境評

価書（Environment Effect Statement）の作成

（環境への影響に関するアセスメント） 
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付属 5 – 調査ライセンス申請に必要となる情報 

 

1. 申請者の氏名・名称及び住所・所在地（申請者が会社の場合、登記済みの所在地） 

2. 連絡担当者、電話番号、電子メールアドレス、郵便配達先  

3. 申請者が会社の場合: 

(a) 取締役、秘書役(Company Secretary)のリスト  

(b) 登記事項証明書（商号に変更がある場合には、当該変更に係る登記事項証明書）  

4. 申請対象地の面積（㎢）  

5. 縮尺比 1:100,000 の申請対象地に係る地図（当該地図はグリッドが表示されている必要があ

る。）  

6. 申請が公有地を含む場合、Native Title Act又は Settlement Act の各法令（適用がある場合に

限る。）を遵守するために、以下のいずれの事由が適用されるかに係る情報 

(a) Departmentの助言に基づく全ての公有地の除去  

(b) Native Title Actに基づく交渉に係る権限を規定する条項の遵守 

(c) Native Title Actに基づく先住民土地使用契約（indigenous land use agreement）の締結 

(d) Settlement Act に基づく土地使用活動契約（land use activity agreement）の遵守 

7. 期間（年単位） 

8. ライセンス付与期間における年間予想支出金額  

9. 作業計画案を遂行するにあたり必要となる予想支出金額の支払能力に関する証憑（下記 13参

照） 

10. 調査プログラムを補佐する技術アドバイザーの氏名、資格（アドバイザーが申請者の従業員では

ない場合、同アドバイザーが調査を補佐することに合意していることを示す証憑） 

11. 申請者の調査、採掘に関する経験（いずれか、又は双方について） 

12. 申請者が適格性を有することを証明するための以下の情報 

(a) 申請者又はその関係者が Part 7 of the Mineral Resources Act to rehabilitate landを

遵守していないことに起因して、 Ministerが section 83 of the Mineral Resources Act 

to rehabilitate land に従い所定の活動を開始している場合 

(i) Minister がかかる行動を開始した原因となる事情 

(ii) 上記事情が発生した時期  

(b) 申請者又はその関係者が保有するライセンスが取り消されたことがある場合 

(i) 取消しの原因となった事情 

(ii) 上記事情が発生した時期  

(c) 申請者又はその関係者が Mineral Resources Act to rehabilitate land に違反したことに

関して起訴されている場合 

(i) 違反の概要 

(ii) 違反行為が行われた時期  

(iii) 課せられた罰則 

(d) 申請者又はその関係者が詐欺行為に関して起訴されている場合 

(i) 違反の概要 

(ii) 違反行為が行われた時期  

(iii) 課せられた罰則 

(e) 申請者又はその関係者が破産状態にあるか否かを示す情報 

13. 作業計画案（各年毎）の詳細（以下の情報を含む。） 

(a) 遂行される作業の概要（下記の区分別） 

(i) 事業所における作業 

(ii) 地上における調査活動（例えば、地質図の作成、岩石・土壌のサンプリング

（関連する地球化学、鉱物学を含む。）、地上及び空中の地球物理学的解析、

遠隔探査） 

(iii) 地下評価活動（例えば、掘削、トレンチ、バルクサンプリング、地下開発、

関連する地球化学、鉱物学、金属学を含む。）  

(b) （実務上可能な限り）位置情報と併せて、予定されている活動場所及び重点地域 
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(c) 作業計画が抽出することを予定している対象物の性質概要 

(d) 予定されている計画の背後にある地質学的論拠  

(e) 調査計画の予定スケジュール  

14. 希望する年次報告予定日 

15. 申請者のサイン 

16. 申請日 
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付属 6 – 保有ライセンス申請に必要となる情報 

 

1. 申請者の氏名・名称及び住所・所在地（申請者が会社の場合、登記済みの所在地） 

2. 連絡担当者、電話番号、電子メールアドレス、郵便配達先 

3. 申請者が会社の場合: 

(a) 取締役のリスト 

(b) 登記事項証明書 

4. 申請対象地の面積（ha） 及び申請対象地が、将来、鉱物資源の採掘のために必要となる土地で

あることを示す情報 

5. 縮尺比 1:25,000 の申請対象地に係る地図（当該地図は私有地と公有地の境界を明示している必

要がある。） 

5A. 申請対象地の境界に係る調査結果 

6. 申請が公有地を含む場合、Native Title Act又は Settlement Act の各法令（適用がある場合に

限る。）を遵守するために、以下のいずれの事由が適用されるかに係る情報 

(a) Departmentの助言に基づく全ての公有地の除去 

(b) Native Title Actに基づく交渉に係る権限を規定する条項の遵守 

(c) Native Title Actに基づく先住民土地使用契約（indigenous land use agreement）の締結 

(d) Settlement Act に基づく土地使用活動契約（land use activity agreement）の遵守 

7. 保有ライセンスの申請に係る土地が、調査ライセンスの対象となっている場合又は採掘ライセン

スの申請対象となっている場合、以下のいずれの事由に該当する情報 

(a) 申請者が、調査ライセンスの保有者又は申請者であること 

(b) 調査ライセンスの保有者又は申請者からの同意が申請に添付されていること 

8. 保有ライセンスの申請に係る土地が、試掘ライセンスの対象となっている場合又は試掘ライセン

スの申請対象となっている場合、以下のいずれの事由に該当する情報 

(a) 申請者が、試掘ライセンスの保有者又は申請者であること 

(b) 試掘ライセンスの保有者又は申請者からの同意が申請に添付されていること 

9. 期間（年単位） 

10. 当初 2年間における年間予想支出金額及びライセンス付与期間における予想総支出額  

11. 支出予定額が作業計画案に相応であることを証明する情報（下記 17参照） 

12. 作業計画案を遂行するにあたり必要となる予想支出金額の支払能力に関する証憑（下記 17参

照） 

13. 保有ライセンスに基づく活動を補佐する技術アドバイザーの氏名、資格（アドバイザーが申請者

の従業員ではない場合、同アドバイザーが保有ライセンスに基づく活動を補佐することに合意し

ていることを示す証憑） 

14. Section 15(1BE) of the Mineral Resources Act が要請する鉱化レポートに関連して、同レポ

ートを作成する適格性を有するものに関する下記の情報 

(a) 連絡先 

(b) 加入済み職能団体 

(c) 関連する経験 

15. 申請者の経験、今後の予定に関する詳細 

(a) 調査又は採掘活動 

(b) プロジェクト評価及び開発活動 

16. 申請者が適格性を有することを証明するための以下の情報 

(a) 申請者又はその関係者が Part 7 of the Mineral Resources Act to rehabilitate landを

遵守していないことに起因して、 Ministerが section 83 of the Mineral Resources Act 

to rehabilitate land に従い所定の活動を開始している場合 

(i) Minister がかかる行動を開始した原因となる事情 

(ii) 上記事情が発生した時期 

(b) 申請者又はその関係者が保有するライセンスが取り消されたことがある場合 

(i) 取消しの原因となった事情 
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(ii) 上記事情が発生した時期 

(c) 申請者又はその関係者が Mineral Resources Act to rehabilitate land に違反したことに

関して起訴されている場合 

(i) 違反の概要 

(ii) 違反行為が行われた時期  

(iii) 課せられた罰則 

(d) 申請者又はその関係者が詐欺行為に関して起訴されている場合 

(i) 違反の概要 

(ii) 違反行為が行われた時期 

(iii) 課せられた罰則 

(e) 申請者又はその関係者が破産状態にあるか否かを示す情報 

17. 作業計画案の詳細（以下の情報を含む。） 

(a) 侵入型・貫入型の調査活動 

(b) 鉱物資源アセスメント 

(c) 技術的・経済学的見地に係る研究概要 

(i) 持続的開発に係る原則に基づく鉱物資源の開発 

(ii) 鉱物資源の経済的実現可能性に関する証明 

(d) 主要なマイルストーン及び支出に係る情報を含む、予定されている採掘計画案の規模 

(e) 予定されている採掘計画案の規模が、鉱物資源の効率的開発を調査しているかに係る証明 

18. 希望する年次報告予定日  

19. 申請者のサイン  

20. 申請日 
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付属 7 – 採掘ライセンス申請に必要となる情報 

 

1. 申請者の氏名・名称及び住所・所在地（申請者が会社の場合、登記済みの所在地） 

2. 連絡担当者、電話番号、電子メールアドレス、郵便配達先  

3. 申請者が会社の場合: 

(a) 取締役のリスト 

(b) 登記事項証明書  

4. 申請対象地の面積（ha） 

5. 縮尺比 1:25,000（又はより拡大された縮尺比） の申請対象地に係る地図（当該地図は以下の情

報を明示している必要がある。） 

(a) 私有地と公有地の境界 

(b) 農地として利用されている土地の範囲 

5A. 申請対象地の境界に係る調査結果 

6. 申請に係る私有地の所有者・占有者の氏名・名称及び住所・所在地 

7. 申請が公有地を含む場合、Native Title Act又は Settlement Act の各法令（適用がある場合に

限る。）を遵守するために、以下のいずれの事由が適用されるかに係る情報 

(a) Departmentの助言に基づく全ての公有地の除去 

(b) Native Title Actに基づく交渉に係る権限を規定する条項の遵守 

(c) Native Title Actに基づく先住民土地使用契約（indigenous land use agreement）の締結 

(d) Settlement Act に基づく土地使用活動契約（land use activity agreement）の遵守. 

8. 保有ライセンスの申請に係る土地が、調査ライセンス、試掘ライセンス、保有ライセンスの対象

となっている場合、以下のいずれの事由に該当する情報 

(a) 申請者が、調査ライセンス、試掘ライセンス、保有ライセンスの保有者であること 

(b) 調査ライセンスの保有者からの同意 

9. 期間（年単位） 

10. 当初 5年間における年間予想支出金額  

11. 作業計画案を遂行するにあたり必要となる予想支出金額の支払能力に関する証憑（下記 16参

照） 

12. 採掘プログラムを補佐する技術アドバイザーの氏名、資格（アドバイザーが申請者の従業員では

ない場合、同アドバイザーが採掘プログラムを補佐することに合意していることを示す証憑） 

13. 申請者の採掘活動に係る経験 

14. 申請者が適格性を有することを証明するための以下の情報 

(a) 申請者又はその関係者が Part 7 of the Mineral Resources Act to rehabilitate landを

遵守していないことに起因して、 Ministerが section 83 of the Mineral Resources Act 

to rehabilitate land に従い所定の活動を開始している場合 

(i) Minister がかかる行動を開始した原因となる事情 

(ii) 上記事情が発生した時期 

(b) 申請者又はその関係者が保有するライセンスが取り消されたことがある場合 

(i) 取消しの原因となった事情 

(ii) 上記事情が発生した時期 

(c) 申請者又はその関係者が Mineral Resources Act to rehabilitate land に違反したことに

関して起訴されている場合 

(i) 違反の概要 

(ii) 違反行為が行われた時期 

(iii) 課せられた罰則 

(d) 申請者又はその関係者が詐欺行為に関して起訴されている場合 

(i) 違反の概要 

(ii) 違反行為が行われた時期 

(iii) 課せられた罰則 

(e) 申請者又はその関係者が破産状態にあるか否かを示す情報 
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15. 鉱化レポートが Section 15(1BE) of the Mineral Resources Actの要請により必要となる場

合、同レポートを作成した適格性を有するものに関する下記の情報 

(a) 連絡先 

(b) 加入済み職能団体 

(c) 関連する経験 

16. 作業計画案の詳細（以下の情報を含む。） 

(a) 申請に係る土地の境界に関する採掘活動案の所在を示す地図 

(b) 予定されている活動案の簡単な説明 

(i) 採掘活動案の規模を含む、予定されている採掘活動の概要 

(ii) 鉱物資源の採掘に係るフィージビリティスタディ等の概要（該当する情報が存

在する場合） 

(iii) 鉱物資源の品質を高める地質学的作業の概要（該当する情報が存在する場

合） 

(c) 下記に係るスケジュール案 

(i) 採掘を開始する前段階で必要となる許認可、承認、免許の取得に係るスケジュ

ール 

(ii) 採掘に係る施設の建設及び試運転のスケジュール 

(iii) 採掘開始日 

17. 申請者のサイン 

18. 申請日 
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付属 8 – 調査ライセンス：作業計画に必要となる情報 

 

1 作業の概要 

1.1 作業計画案の概要 

1.2 掘削活動等の対象地域について、同地域の所在を示す地図（線路・道路を横切っている場

合にはその詳細な状況） 

1.3 当該環境に係る感知受容体（sensitive receptor、区域を含む。）、地域住民、作業周辺

地の土地、財産、及び構造物の概要 

2 リスクの特定及び評価 

2.1 作業が調査に係る危険性を伴う場合、環境、地域住民、作業周辺地の土地、財産、及び構

造物に与え得るリスクの特定及び評価 

2.2 上記 2.1 に関連し、同評価は、以下を考慮しなければならない。 

(a) 調査に係る危険性の概要 

(b) 同リスクが環境、地域住民、作業周辺地の土地、財産、及び構造物に与え得る損害等

の見込み 

(c) 生じ得る損害等の重大性 

 

3 リスクマネジメントプラン 

3.1 リスクマネジメントプランは以下に従う。 

(a) 実務上合理的に可能な限り、上記危険性に係る特定されたリスクを排除し、最小化す

るためのコントロール手法を特定すること 

(b) 各コントロール手法又はその組み合わせにより達成する目的、水準、許容基準を特定

すること 

(c) 特定された目的、水準、許容基準の履行状況に係るモニタリング計画を含めること 

(d) 特定された目的、水準、許容基準の履行状況に係る報告に関する取決めを特定するこ

と 

4 原状回復 

地表攪乱の対象となった地域の原状回復案（再植生計画を含む。）及び（該当する限り）工場及

び施設の除去計画 

5 協議 

土地所有者、州の土地管理者及び自治体の審議会との間の協議に係る取決め案の概要 
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付属 9 – 採掘ライセンス：作業計画に必要となる情報 

 

Part 1  必要となる情報（採掘活動） 

1 作業の概要 

1.1 適切な縮尺比により抜粋された作業計画及び周辺地域の地図（以下を含む。） 

(a) 公有地及び私有地の範囲・状況 

(b) 住宅開発、商業開発、産業開発の状況 

(c) 公共施設及び公共機関 

(d) 河川及び水路（作業計画地域及び周辺 2kmの範囲） 

1.2 作業計画に係る地質学的情報の概要（地層、地質学的に悪条件な構造、採掘される鉱物、

想定されている鉱物資源及び埋蔵量を含む。） 

1.3 採掘オペレーションに係る概要 

(a) 採掘の方法及び規模 

(b) 鉱物処理の方法及び施設 

(c) 廃棄物処分の方法及び施設 

(d) 貯蔵施設 

(e) その他の採掘関連施設 

1.4 適切な縮尺比により抜粋された、鉱山及び関連する施設類のレイアウトを表示するサイト

マップ 

1.5 当該環境に係る感知受容体（区域を含む。）、地域住民、作業周辺地の土地、財産、及び

構造物の概要 

2 作業の各段階において生じる可能性のある採掘に係る危険性の特定（設置、建設、運営、生産、

原状回復、閉鎖の各段階を含む。） 

3 リスクの特定及び評価 

3.1特定された採掘に係る危険性が環境、地域住民、作業周辺地の土地、財産、及び構造物に与

え得るリスクの特定及び評価 

3.2 上記 3.1に関連し、同評価は、以下を考慮しなければならない。 

(a) 採掘に係る危険性の概要 

(b) 同リスクが環境、地域住民、作業周辺地の土地、財産、及び構造物に与え得る損害等

の見込み 

(c) 生じ得る損害等の重大性 

4 リスクマネジメントプラン 

4.1リスクマネジメントプランは以下に従う。 

(a) 実務上合理的に可能な限り、上記危険性に係る特定されたリスクを排除し、最小化す

るためのコントロール手法を特定すること 

(b) 各コントロール手法又はその組み合わせにより達成する目的、水準、許容基準を特定

すること 

(c) 特定された目的、水準、許容基準の履行状況に係るモニタリング計画を含めること 

(d) 特定された目的、水準、許容基準の履行状況に係る報告に関する取決めを特定するこ

と 

5 原状回復計画 

5.1 原状回復計画は以下に従う。 

(a) 採掘地の最終利用に関する構想に言及すること 

(b) 先進的原状回復案、安定化、採掘地域の再植生化、廃棄物処分地、貯蔵地及び採掘運

営に伴い影響を受けるその他の地域に係る提案を含むこと 

(c) 採掘地の景観に与える影響を最小限にするために実施される景観整備に関する計画を

含めること 

(d) 最終的な原状回復及び閉鎖案、同地域の安全性、工場及び施設の除去に関する計画案

を含めること（周辺環境の長期的な劣化・悪化の可能性を考慮に入れる必要があ

る。） 
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6 地域雇用計画（community engagement plan) 

6.1 試掘ライセンス及び採掘ライセンス（5ha以下の地域を対象とする場合に限る。）に係る

地域雇用計画は、下記に従う。 

(a) 採掘活動により影響を受ける可能性がある地域を特定すること 

(b) 採掘活動（計画案を含む。）に関連する提案を含めること 

(i) 地域コミュニティーに対する情報の提供 

(ii) 地域コミュニティーからのフィードバックの受領 

(c) 採掘活動に関連して地域住民からの不平その他のコミュニケーションへの対応に関す

る提案を含めること 

6.2 他のライセンスに係る地域雇用計画は、下記に従う。 

(a) 採掘活動により影響を受ける可能性がある地域を特定すること 

(b) 採掘活動（計画案を含む。）に関連する提案を含めること 

(i) 地域コミュニティーの考え方及び期待の確認 

(ii) 地域コミュニティーに対する情報の提供 

(iii) 地域コミュニティーからのフィードバックの受領 

(iv) 地域コミュニティーからのフィードバックの分析、地域コミュニティーの懸

案・期待の検討 

(c) 採掘活動に関する地域コミュニティーからの不平その他のコミュニケーションの登

録、書面化及び対応に関する計画を含めること 

Part 2 安定性に係る要件（指定された鉱山について） 

1. 上記 Part 1 に従い必要となる情報とは別に、地質学的情報（指定された鉱山の安定性に関連す

る情報で、同鉱山における採掘予定地域における横断面、縦断面の情報を含む。） 

2. 指定された鉱山の地質工学的、水文地質学的リスクに関するアセスメント 

3. 地質工学的、水文地質学的リスクを排除し、又は許容可能な水準まで低減させるために導入する

管理方法案の概要 

(a) 地下水管理システム案の概要 

(b) 鉱山、関連施設及び周辺地域の安定性を確保するための施策の詳細 

4. 指定された鉱山における、安定性の管理及び地下水管理の計画 

5. 指定された鉱山に関連して本 Partで言及されている、アセスメント、計画、活動、管理方法等

に関する審査プロセスの概要 

Part 3火災リスク管理計画（炭鉱） 

1. 火災リスクに係る管理計画（鉱山の安全性、火災の予防、軽減、鎮圧に係る適格な専門知識を有

する独立専門家の意見を受けて作成されたもの） 

2. 火災リスクに係る管理計画は、以下に従わなければならない。 

(a) 作業計画地域に侵入又は発生等した火災が引き起こす可能性のある、作業地域周辺の

環境、地域住民、土地、施設、インフラに与えるリスクを評価すること 

(b) 火災に伴い想定されるリスクを、実務上合理的に可能な限り排除、最小化する、予

防、軽減、鎮圧に係る管理計画を特定すること 

(c) 各手法又はその組み合わせにより達成する目的、水準、許容基準を特定し定量化する

こと 

(d) 各手法を定期的に検査する手続きを特定すること 

(e) 火災の際に従う非常手続きを特定すること 

(f) 管理手法の検査結果、火災の際に実施された全ての特定された水準、許容基準に係る

達成状況に係る報告に関する取決めを特定すること 

3. 上記 2(a)の火災リスクの評価に際し、以下の点を考慮しなければならない。 

(a) 作業計画地域において火災が侵入又は発生等する可能性、火災が作業地域周辺の環

境、地域住民、土地、施設、インフラに与える損害等の程度 

(b) 生じ得る損害等の重大性 
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付属 10 – MINERAL RESOURCE ACTに基づき必要となる手数料等（2016-2017） 

 

手数料等 金額 

調査ライセンス  

申請費用 1,822.00A$ 

調査ライセンス - 追加費用（先住権原に関するアセスメント） 918.60A$ 

調査ライセンス - 更新費用 953.50A$ 

調査ライセンスに係る借地料（10グリッド毎） 82.20A$ 

調査ライセンス - 条件変更 341.50A$ 

調査ライセンス - 条件変更（対象エリアの拡大） 341.50A$ 

調査ライセンス - 付与 1,822.00A$ 

調査ライセンス - 譲渡費用 178.40A$ 

調査ライセンス - ライセンシーの要請に基づくライセンスの統

合に係る費用 

290.00A$ 

調査ライセンス - 環境評価申請 1,977.60A$ 

 

手数料等 金額 

保有ライセンス  

申請費用 1,822.00A$ 

保有ライセンス - 鉱化レポートに係る追加費用 825.20A$ 

保有ライセンス - 追加費用（先住権原に関するアセスメント） 918.60A$ 

保有ライセンス - 更新費用 953.50A$ 

保有ライセンスに係る借地料（10ha毎） 29.30A$ 

保有ライセンス - 条件変更 341.50A$ 

保有ライセンス - 条件変更（対象エリアの拡大） 341.50A$ 

保有ライセンス - 付与 1,822.00A$ 

保有ライセンス - 譲渡に係る費用 178.40A$ 

保有ライセンス - ライセンシーの要請に基づくライセンスの統

合に係る費用 

290.00A$ 

保有ライセンス- 環境評価申請 1,977.60A$ 

 



 
72 

手数料等 金額 

採掘ライセンス  

申請費用 3,278.70A$ 

採掘ライセンス - 鉱化レポートに係る追加費用 825,20A$ 

採掘ライセンス - 追加費用（先住権原に関するアセスメント） 918.60A$ 

採掘ライセンス - 更新費用 959.10A$ 

採掘ライセンスに係る借地料（10ha毎） 168.70A$ 

5ha以下の地域に係る作業計画の申請（法令の要請） 1,514.80A$ 

作業計画（対象地域の周囲 200m内に影響を受ける地域を含まな

い場合）の申請（法令の要請） 

3,854.40A$ 

作業計画（対象地域の周囲 200m内の影響を受ける地域を含まな

い場合）の申請（環境評価書） 

15,421.80A$ 

作業計画（対象地域の周囲 200m内の影響を受ける地域を含む場

合）の申請（法令の要請） 

4,626.70A$ 

作業計画（対象地域の周囲 200m内の影響を受ける地域を含む場

合）の申請（環境評価書） 

15,421.80A$ 

作業計画（対象地域の周囲 500m内に影響を受ける地域を含まな

い場合）の申請（法令の要請） 

3,854.40A$ 

作業計画（対象地域の周囲 500m内に影響を受ける地域を含まな

い場合）の申請（環境評価書） 

15,421.80A$ 

作業計画（対象地域の周囲 500m内の影響を受ける地域を含む場

合）の申請（法令の要請） 

9,253.40A$ 

作業計画（対象地域の周囲 500m内の影響を受ける地域を含む場

合）の申請（環境評価書） 

30,842.30A$ 

採掘ライセンス（5ha以下） - 作業計画の変更（その他） 476.70A$ 

採掘ライセンス（5ha以下） - 作業計画の変更（法令の要請） 1,430.20A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更申請に係る対象地域の周囲

200m内の影響を受ける地域が含まれない場合）（法令の要請） 

3,812.60A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更申請に係る対象地域の周囲

200m内の影響を受ける地域が含まれない場合）（環境評価書） 

14,296.90A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更申請に係る対象地域の周囲

200m内の影響を受ける地域が含まれない場合）（その他） 

1,191.90A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 200m内

の影響を受ける地域が含まれる場合）（法令の要請） 

4,766.10A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 200m内

の影響を受ける地域が含まれる場合）（環境評価書） 

14,296.90A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 200m内

の影響を受ける地域が含まれる場合）（その他） 

1,430.20A$ 
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採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 500m内

の影響を受ける地域が含まれない場合）（法令の要請） 

3,812.60A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 500m内

の影響を受ける地域が含まれない場合）（環境評価書） 

14,296.90A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 500m内

の影響を受ける地域が含まれない場合）（その他） 

1,191.90A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 500m内

の影響を受ける地域が含まれる場合）（法令の要請） 

9,530.80A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 500m内

の影響を受ける地域が含まれる場合）（環境評価書） 

28,592.30A$ 

採掘ライセンス（作業計画の変更に係る対象地域の周囲 500m内

の影響を受ける地域が含まれる場合）（その他） 

2,860.50A$ 

採掘ライセンス - 条件変更 341.50A$ 

採掘ライセンス - 条件変更（対象エリアの拡大） 341.50A$ 

採掘ライセンス - 付与 3,278.70A$ 

採掘ライセンス - 譲渡に係る費用 178.40A$ 

採掘ライセンス - ライセンシーの要請に基づくライセンスの統

合に係る費用 

290.00A$ 

採掘ライセンス - 環境評価申請 1,997.60A$ 

 

手数料等 金額 

その他  

鉱物資源（持続的開発）（鉱物産業）登録申請費用 20.90A$ 

情報・複製に係る費用 20.90A$ 

情報・複製の証明書に係る費用 20.90A$ 
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3. ビクトリア州の鉱業コンサルタント及び法律事務所 

3-1. ビクトリア州の鉱業コンサルタント 

AMC Consultants 

 Webpage: http://www.amcconsultants.com/about-amc  

 Phone:  (03) 8601 3300 

 Email:  melbourne@amcconsultants.com  

 Office:  メルボルン 

   Level 19, 114 William St, Melbourne, VIC, 3000 

   アデレード 

   4 Greenhill Road, Wayville, SA, 5034 

AMC Consultants 社は、鉱業、探鉱、金融分野に特化したコンサルタントサービスを提供する。鉱山

事業の新規計画の策定、現在操業中の鉱山の生産性向上に向けたサポートを得意としている。 

豪州に 2 カ所、海外（カナダ、シンガポール、英国）に 6 ヶ所のオフィスがあり、広範な鉱業関連サ

ービス（探鉱、地質工学的エンジニアリング、地質学、冶金、原状回復、換気、戦略最適化、フィー

ジビリティスタディその他）をグローバルに提供する。資源企業や地球科学関連協会(AusIMM、AIG)

で経験を積んだスタッフが多く在籍する。 

AMC Consultants社の主な顧客は BHP Billiton、Rio Tinto、Atlas Iron ltdなどであり 56、豪州で

操業する大手鉱山会社や鉱物資源会社が多い。1983 年の設立以来、100 カ国以上で 7,500 件を超える

案件を手がけた豊富な経験から、ビクトリア州、豪州、さらに海外での鉱山事業の運営に関し、広範

な知識を有している。 

 

Flagstaff Consulting  

Webpage: http://www.flagstaff.com.au/  

Phone:  (03) 9663 6661  

Email:  http://www.flagstaff.com.au/contact-us (contact form)  

Office:  メルボルン 

  Suite 901, 140 Bourke St, Melbourne, Victoria, 3000 

  ブリスベン 

  Level 3, 87 Whickham Terrace, Spring Hill, QLD, 4000 

Flagstaff 社はメルボルンとブリスベンにオフィスがあり、鉱業・インフラ関連のサービスを提供す

るエンジニアリングコンサルティング会社である。開発プロジェクトの初期段階からプロジェクトオ

ペレーション、メンテナンスに至る鉱山事業の運営をサポートする。鉱山事業の効果的なマネジメン

                            

56 AMC consulting clients: http://www.amcconsultants.com/clients-1  

http://www.amcconsultants.com/about-amc
mailto:melbourne@amcconsultants.com
http://www.flagstaff.com.au/
http://www.flagstaff.com.au/contact-us
http://www.amcconsultants.com/clients-1
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ト実務に関するサポートも行う。世界で活動する顧客のニーズに応えるため、豪州国内のみならず海

外においてもサービスを提供することが可能である。 

Flagstaff社が最近手がけた案件の一つに、BHP Billitonによる Olympic Dam鉱山でのプレストリッ

プ・マイニング案に関する評価作業がある 57。そこでは主に、プロジェクトの規模の評価と、その鉱

山での委託業務関連オプションに関する助言を行っている。また QLD 州の Dalrymple Bay 石炭ターミ

ナルの拡張工事（ステージ 7）に関する妥当性の検討作業を行った実績を有している 58。 

Flagstaff社は 1995年の設立以来 500件以上のプロジェクトを手がけており、政府系機関、民間の鉱

山会社、建設請負業者、建築業者などさまざまな組織・団体を顧客とする。 

 

Mining One Consultants 

 Webpage:  http://www.miningone.com.au/page/Mining  

 Phone:  (03) 9600 3588 

 Email:  info@miningone.com.au  

Office:  メルボルン 

  Level 9, 50 Market St, Melbourne, VIC, 3000 

  ブリスベン 

  Level 1, 163 Leichhardt St, Spring Hill, QLD 4000 

Mining One Consultants社はビクトリア州メルボルンを拠点に、各種コモディティの坑内掘り・露天

掘り両方に関する鉱業サービスを提供することが可能なコンサルタント企業である。実施可能なサー

ビスはプランニング、監督、プロジェクトマネジメント、地質学的調査・研究、委託業務、資金調達、

企業へのサポートと助言など多岐にわたる。顧客の鉱山会社が安全な環境のもと、最適な効率性で採

掘その他関連活動を行えるようサポートを行う。 

AngloGold Ashanti 社の依頼で最近行った Tropicana 金鉱（WA）の露天掘りピットプロジェクトでは、

現場でのサポート業務、発破の設計・実施、短期的な採掘計画などを担当した実績を有する 59。坑内

採掘に関して Ballarat 金鉱山の開発プラン、切羽設計、試錐、発破、換気調査を行った実績を有す

る。 

 

GHD Consultants  

 Webpage: http://www.ghd.com/ghd-australia/  

 Phone:  (03) 8887 8000 

 Email:  http://www.ghd.com/system-pages/email-owner/ (contact form) 

                            

57 Flagstaff Consulting, BHP Billiton: http://www.flagstaff.com.au/project/bhpb-olympic-

dam-pre-strip  
58 Flagstaff Consulting, Dalrymple Bay: http://www.flagstaff.com.au/project/dalrymple-bay-

7x  
59 Mining One Consultants, Projects: http://www.miningone.com.au/page/Mining/Recent%20Mine  

http://www.miningone.com.au/page/Mining
mailto:info@miningone.com.au
http://www.ghd.com/ghd-australia/
http://www.ghd.com/system-pages/email-owner/
http://www.flagstaff.com.au/project/bhpb-olympic-dam-pre-strip
http://www.flagstaff.com.au/project/bhpb-olympic-dam-pre-strip
http://www.flagstaff.com.au/project/dalrymple-bay-7x
http://www.flagstaff.com.au/project/dalrymple-bay-7x
http://www.miningone.com.au/page/Mining/Recent%20Mine
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 Office:  メルボルン 

   Level 8, 180 Lonsdale St, Melbourne, VIC, 3000 

GHD Consultants 社は、世界各地にオフィスを置く多国籍コンサルティング会社である。マイニング

コントラクター、コンサルタント業の大手として豪州で豊富な経験を有する。プレフィージビリティ

スタディから閉山まで、鉱山プロジェクトに関する広範囲なサービスを提供している。環境関連のサ

ービスも行うことから、鉱山の採掘活動が近隣の環境に及ぼす影響の可能性について、鉱山会社が評

価作業を行う際のサポートも提供できる。 

最近では、BHP Billitonの Jimblebar Iron ore Hub のメンテナンスや品質管理を任され、メンテナ

ンスワークショップ、選鉱プラントワークショップ、機器の設置、硝酸アンモニア施設、サイトコミ

ュニケーション、セキュリティなどの作業を担当した実績を有する 60。また、Adani Carmichael 炭鉱

と鉄道プロジェクトに関する環境影響評価報告（EIS）を行った実績を有する 61。本業務では、鉱山

の建設・操業時に、周辺環境に及ぼす可能性のある問題や影響の特定を行った。 

 

Earth Systems  

 Webpage: http://earthsystems.com.au/  

 Phone:  (03) 9810 7500 

 Email:  enviro@earthsystems.com.au  

 Office:  メルボルン 

   14 Church St, Hawthorn, Melbourne, VIC, 3122 

Earth Systems 社は、豪州国内に 4 カ所（メルボルン、ダーウィン、パース、アデレード）にオフィ

スを有する鉱物・環境コンサルティング会社である。海外でもアフリカ、ラオス、中国、ヨーロッパ

にオフィスを有し、国際的に事業を展開している。あらゆるコモディティを業務として扱った実績が

あり、フィージビリティスタディから閉山、クリーンアップまで鉱業の全ステージでサービスを提供

することが可能である。 

鉱業ライセンスの申請・取得に必要な環境影響評価（EIS）の作成のほか、政府の要求に応じた水管

理・温室効果ガス排出管理も実施している。また、豪州の石油・ガスセクター向けに専門コンサルテ

ィングサービスも行う。オフショアガス・石油プロジェクトの許認可取得に必要な基準に関し、高い

知見を有する 62。 

 

 

3-2. 資源産業向けの法律サービス 

Allens Linklaters 

                            

60 GHD Consultants, BHP Billiton Jimblebar Iron Ore Hub: 

http://www.ghd.com/global/markets/energy--resources/mining/  
61 GHD Consulting, Adani coal & rail project: http://www.ghd.com/global/markets/energy--

resources/mining/  
62 Earth Systems Consultancy, Oil and Gas: http://earthsystems.com.au/sectors/energy-oil-

gas/  

http://earthsystems.com.au/
mailto:enviro@earthsystems.com.au
http://www.ghd.com/global/markets/energy--resources/mining/
http://www.ghd.com/global/markets/energy--resources/mining/
http://www.ghd.com/global/markets/energy--resources/mining/
http://earthsystems.com.au/sectors/energy-oil-gas/
http://earthsystems.com.au/sectors/energy-oil-gas/
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Webpage: http://www.allens.com.au/about/index.htm  

Phone:  (03) 9614 1011 

Email: http://www.allens.com.au/general/forms/contactus.aspx 

(contact form) 

Office:  メルボルン 

  Level 37, 101 Collins St, Melbourne, VIC, 3000 

Allens Linklaters は、さまざまな業界・セクターで法律アドバイスを提供する国際法律事務所であ

る。鉱業・エネルギー関連分野では、鉱物、ガス、石油の探査、生産、買収、税務、訴訟、環境承認

などに関するサービスを得意とする。豪州のみならず、インド、モンゴル、ブルネイ、ギニアなど海

外における鉱業関連法制に関しても幅広い知識を有する。 

最近では Rio Tinto の Northparkes 権益 80％を China Molybdenum 社に売却した案件を任され、鉱

業・エネルギー分野での同事務所の専門性の高さを充分に発揮した。また、Newcrest社がLihir Gold

と経営統合し、アジア最大の金鉱山会社が誕生した案件も担当した実績を有する 63。 

Allens Linklaters は豪州のウラン業界にも関与しており、豊富な国内資源量を誇るウランに関する

複数のプロジェクトに携わった 64。Energy Resources Australia社所有の Ranger鉱山は最近閉鎖さ

れたが、それまでは同鉱山の法律顧問としてウラン鉱山の操業やプロジェクト提案に関して法律アド

バイスを行っていた。また、Olympic Dam、Kintyre、Honeymoon、Four mile のウランプロジェクトの

運営に関してもサービスを提供した実績を有する。 

 

Ashurst Australia 

 Webpage:  https://www.ashurst.com/  

 Phone:  (03) 9679 3000  

 Email:  https://www.ashurst.com/en/contact-us/ (contact form) 

Office:  Melbourne Office 

  Level 26, 181 Williams St, Melbourne, VIC, 3000 

Ashurst Australia は上場企業、政府系機関を中心に幅広くサービスを提供する法律事務所である。

メルボルンオフィスで提供する法律サービスは、Ashurst のビジネスモデルで定める主要な事業分野

のほとんどをカバーする。特に事業の M&A、プロジェクト、先住権原、鉱業・石油・ガス分野の法律

アドバイスやサポートを得意とする。 

さまざまなコモディティの鉱山プロジェクトに関し、そのライフサイクルのあらゆるステージでのサ

ポートを得意とする。複数のコモディティが関連する単体のプロジェクトへのアドバイスや、そのた

めの資金調達に関するベストアプローチの提案にも経験が深い。最近では Iluka Resources 社による

                            

63 Allens Linklaters, Recent Experience: 

http://www.allens.com.au/sectors/mine/experience.htm 
64 Allens Linklaters, Uranium: http://www.allens.com.au/sectors/mine/uranium.htm  

http://www.allens.com.au/about/index.htm
http://www.allens.com.au/general/forms/contactus.aspx
https://www.ashurst.com/
https://www.ashurst.com/en/contact-us/
http://www.allens.com.au/sectors/mine/experience.htm
http://www.allens.com.au/sectors/mine/uranium.htm
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Sierra Rutile Limited社(SRL)の買収案件（3.75億 A$）や、Valin Mining Investments による担保

付き EB債発行に関するドイツ銀行へのアドバイスなどを手がけた実績を有する 65。 

マルチナショナルな法律事務所として、世界 15カ国、25ヶ所のオフィスからサービスを提供してい

る。事業開発や取引に関して最高の法律アドバイスを提供できるよう、プロジェクトには豪州国内の

みならず海外の専門家を交えて対応することも多い。 

 

Baker McKenzie 

 Webpage: http://www.bakermckenzie.com/en  

 Phone:  (03) 9617 4200 

 Email:  http://www.bakermckenzie.com/en/contactus (contact form) 

 Office:  メルボルン 

   Level 19, 181 William St, Melbourne, VIC, 3000 

Baker McKenzie は、世界を 4つのブロック（アジア太平洋地域、EMEA、南米、北米）に分け、世界中

で活動する国際法律事務所である。アジア太平洋地域に属する豪州・ビジネスユニットは、鉱業・資

源セクターを含むさまざまな業界にサービスを提供することが可能である。 

最近では、電力小売・発電関連の NSW 州政府所有資産の売却に関し、同州政府のアドバイザーを務め

た実績を有する 66。M&A 案件に非常に強く、これまでに培った専門性の高さを生かして豪州国内及び

海外でのクロスボーダーM&A 案件に関するサポートを行っている 67。 

 

Gilbert and Tobin 

 Webpage:  https://www.gtlaw.com.au/  

 Phone:  (03) 8656 3300 

 Email:  info@gtlaw.com.au  

 Office:  メルボルン 

   22/101 Collins St, Melbourne, VIC, 3000 

Gilbert and Tobinは資源、エネルギー、鉱業などさまざまなセクターや M&A取引分野で法律アドバ

イスを提供する。顧客には世界的に知られた多国籍企業や政府系機関も多い。 

エネルギープロジェクトに関するあらゆる分野（資金調達、取得と除去、プロジェクト開発、戦略な

ど）でアドバイスを提供することが可能である。担当チームはこうしたプロジェクトの各フェーズで

コンスタントに貢献をしている。コモディティ別ではベースメタル、石炭、銅、レアアース、ニッケ

                            

65 Ashurst Australia, latest deals: https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/news-

deals-and-awards/ashurst-acts-in-a$375m-acquisition-of-sierra-rutile-by-iluka-resources/  
66 Baker and McKenzie, Australian market: http://www.bakermckenzie.com/en/locations/asia-

pacific/australia  
67 Baker and McKeznie, mining: 

http://www.bakermckenzie.com/en/expertise/areasofpractice/mining--metals  

http://www.bakermckenzie.com/en
http://www.bakermckenzie.com/en/contactus
https://www.gtlaw.com.au/
mailto:info@gtlaw.com.au
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/news-deals-and-awards/ashurst-acts-in-a$375m-acquisition-of-sierra-rutile-by-iluka-resources/
https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/news-deals-and-awards/ashurst-acts-in-a$375m-acquisition-of-sierra-rutile-by-iluka-resources/
http://www.bakermckenzie.com/en/locations/asia-pacific/australia
http://www.bakermckenzie.com/en/locations/asia-pacific/australia
http://www.bakermckenzie.com/en/expertise/areasofpractice/mining--metals
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ル、プラチナ、ウランなどで実績を有する 68。特にウラン鉱床プロジェクトでのサービス提供の実績

は、特筆すべき点である。 

 

Harvard Smith Freehills 

 Webpage: https://www.herbertsmithfreehills.com/  

 Phone:  (03) 9288 1234 

 Office:  メルボルン 

   Level 42, 43, 101 Collins St, Melbourne, VIC, 3000 

Harvard Smith Freehillsは、鉱業、製造、エネルギーを含むさまざまなセクターを対象に、26 ヶ所

のオフィスから各分野のスペシャリストがサービスを提供する国際法律事務所である。対象セクター

の顧客は民間から政府系まで幅広く、これまでに数多くのプロジェクトにおいてリスク軽減に関する

サポートを行っている。 

鉱山プロジェクトの全ステージ（初期のプランニングから閉山、環境回復まで）において法律サポー

トのほか、世界各地で国際規模のサポートも提供する。鉱山プロジェクトに関するジョイントベンチ

ャーの立ち上げ、コーポレート・ガバナンスは、本事務所が特に得意とする分野である。最近では

Adani Mining、BHP Billiton、丸紅、POSCO、STX、CSC など大手企業の案件を手がけた実績を有する
69。 

鉱業セクターの市況に関して積極的な情報収集を行うことから、業界の経済的・運用的環境に最適な

アドバイスを提供できるのも Harvard Smith Freehills の強みである。 

 

King and Wood Mallesons 

Webpage: http://www.kwm.com/en  

Phone:  (03) 9643 4000 

Email:   mel@au.kwm.com (Melbourne Office) 

Office:  Level 50, Bourke Place, 600 Bourke St, Melbourne, VIC, 3000 

King and Wood Mallesonsは 27 のオフィスに 2000人以上の弁護士を抱え、グローバルな活動を行っ

ている。鉱業、エネルギー、ガス、石油、環境保護などさまざまな分野の顧客に対して法律アドバイ

スと代理サービスを提供することが可能である。本事務所の強みは、香港に本社を置く多国籍法律事

務所としての利点を生かし、アジア市場の経済動向や鉱業やビジネスへの影響を読み取る強力な情報

網を有している点である。 

鉱業分野では、初期段階のフィージビリティスタディから最終ステージの閉山、環境回復までをサポ

ートしている。最近では、Rio Tintoが NSW州に所有する Northparkes坑内掘り銅鉱山の権益 80％を

China Molybdenum社が 8.2億 US$で買収する際のサポートを行った実績を有する。また、Glencore と

                            

68 Gilbert and Tobin, Energy and Resources: https://www.gtlaw.com.au/expertise/energy-and-

resources  
69 Harvard Smith Freehills, Mining: https://www.herbertsmithfreehills.com/our-

expertise/sector/mining  

https://www.herbertsmithfreehills.com/
http://www.kwm.com/en
mailto:mel@au.kwm.com
https://www.gtlaw.com.au/expertise/energy-and-resources
https://www.gtlaw.com.au/expertise/energy-and-resources
https://www.herbertsmithfreehills.com/our-expertise/sector/mining
https://www.herbertsmithfreehills.com/our-expertise/sector/mining
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Xstrataの経営統合（900億 US$といわれる）にも協力した実績を有する 70。資源企業の市場での動き

やコモディティ市況にも詳しいため、顧客に最高の法律アドバイスを提供することが可能である。 

 

Minter Ellison 

Webpage: http://www.minterellison.com/energy-and-resources/  

Phone:  (03) 8608 2000 

Email:   mail@minterellison.com  

Office:  メルボルン 

  Level 23, Rialto Towers, 525 Collins St, Melbourne, VIC, 3000 

Minter Ellison は、豪州、オセアニア、アジア、英国で活動する大手国際法律事務所である。顧客は

民間企業から政府系組織まで幅広く、また対象産業も鉱業、資源など多彩である。石炭、鉱物資源

（ウランを含む）、資源精製に関するプロジェクトで法律サポートを提供している。 

プレフィージビリティスタディから閉山までのオペレーションへのサービスのほか、鉱業ビジネスの

立ち上げ、政府規制、粉じん管理、プラント建設、機材管理に関して鉱山会社にアドバイスを行って

いる。例えば Gloucester Coal社が Yanzhou Coal Mining 社と 80億ドルで合併して Yancoal社が誕

生した際にもアドバイザーを務めた実績を有する 71。 

Minter Ellison は、豪州とアジアにおけるウラン関連業務を手がける法律事務所の中では最大級の規

模の法律事務所である。 

 

Norton Rose Fulbright 

Webpage: http://www.nortonrosefulbright.com/au/  

Phone:  (03) 8686 6000 

Office:  メルボルン 

Level 15, RACV Tower 

  485 Bourke St, Melbourne, VIC, 3000 

Norton Rose Fulbrightは、ビクトリア州メルボルンをはじめ豪州に 4ヶ所のオフィスを持つ法律事

務所であり、鉱業、インフラ、エネルギーセクターなどさまざまな業界にサービスを提供している。 

鉱山会社向けのサービスでは、プロジェクトに関する M&A、コモディティファイナンス、不動産、紛

争処理、先住権原、建設、エンジニアリングなどに関するアドバイスを提供することが可能である。

本法律事務所で鉱業セクターを担当する弁護士は、各種コモディティ取引に関連する大型プロジェク

トのエキスパートである。また、潜在的な投資家に対し、プロジェクトの概要から可能性についてア

ドバイスを行うことも得意としている。 

                            

70 King and Wood Mallesons, http://www.kwm.com/en/au/legal-services/sectors/projects-

energy-and-resources  
71 Minter Ellison, Minerals: http://www.minterellison.com/energy-and-resources/minerals/  

http://www.minterellison.com/energy-and-resources/
mailto:mail@minterellison.com
http://www.nortonrosefulbright.com/au/
http://www.kwm.com/en/au/legal-services/sectors/projects-energy-and-resources
http://www.kwm.com/en/au/legal-services/sectors/projects-energy-and-resources
http://www.minterellison.com/energy-and-resources/minerals/
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鉱業・エネルギーセクターに関する実績としては、豪州のオフショアガス田の権益取得に関する業務

を行っている 72。この時は韓国の企業グループ SK E&S が豪州のオフショアガス田 2 ヶ所を 5.2 億

US$で買収する際のアドバイザーを務めた実績を有する。 

 

 

                            

72 Norton Rose Fulbright, Significant transactions: 

http://www.nortonrosefulbright.com/au/about-us/significant-transactions/  

http://www.nortonrosefulbright.com/au/about-us/significant-transactions/
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