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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(Ashurst Australia)の協力を 得て、2018
年時点での豪州（西オーストラリア州）の投資環境に関する情報を収集して、実用的ガイドと

して作成したものである。

1. 西オーストラリア州の鉱業関連一般概要

1.1 西オーストラリア州（WA 州）について 

オーストラリア連邦（以下、「豪州」）西オーストラリア州（以下、「WA 州」）は、豪州で

も最大の面積を保有する州であり、その面積は 2,525,500 km2と豪州大陸の約 3 分の 1 を占

め、日本の約 7 倍に相当する。この広大な州に居住する人口は 2016/17 年度において 258 万

人とされ、豪州全体の約一割に過ぎず、その多くが州都パースに居住している（約204万人）。

WA 州は豪州の中でも地下資源に富む州であると位置づけられており、特に天然ガスと鉄鉱

石に関しては世界的にも非常に重要な生産地である。

鉱業はWA州経済にとって主要産業で、WA州の 2016/17年度における州総生産額は 2,477
億豪ドル（以下、「A$」）であり、鉱業がそのうちの 29％に寄与しているとされる。2016/17
年度における鉱業と石油・ガス販売額は 105bA$で、そのうち鉄鉱石が 61％、LNG が 12％、

金が 10％を占める他、WA 州からはアルミナ及びボーキサイト、石油、ニッケル、ベースメ

タル、ミネラルサンド等の鉱種が採掘されている。また、2016/17 年度には、豪州の国家支

出の 57％以上に値する総額 22bA$が WA 州の鉱業に投資されている 1。

1.2 連邦政府と WA 州政府 

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

は、国家の権限は連邦政府（Commonwealth）及び 6 つの州（ニュー・サウス・ウェールズ

州（NSW 州）、クイーンズランド州（QLD 州）、南オーストラリア州（SA 州）、タスマニア

州（TAS 州）、ビクトリア州（VIC 州）、WA 州）に分配される。また、2 つの特別地域（オ

ーストラリア首都特別地域、北部準州）にはいずれも自治政府が存在する。州政府及び自治

政府は、いずれもその権限の一部を地方自治体に委ねている。連邦政府は専属的権限として

連邦憲法に規定されている関税・消費税等の税政策や硬貨製造、連邦憲法改正の発議などが

実施できるのに対し、州政府は警察、消防、救急、公立学校・病院の運営、環境保全などの

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

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

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

3 海里以内の鉱業権の付与は州政府が管轄する。 
WA 州においては 2017 年 3 月に実施された州議会選挙において、二期続いた自由党政権

を破り Mark McGowan 氏が率いる労働党が政権を奪取した。新政権下における 2016/17 年

度予算は、歳入が 26.5bA$、歳出が 29.9bA$となり、財政赤字の拡大が新政権の懸念材料と

なっていた。2017 年 9 月、WA 州の Wyatt 財務大臣は金に対するロイヤルティを現行の

2.5％から 3.75％に引き上げること及び年間 2,500 oz 以上生産した採掘者のロイヤルティ・

コンセッションを撤廃することを発表し、産業界から次々と懸念の声が上がる事態となった。

結局、このロイヤルティの引上げ法案は野党各党の反対により 2017 年 10 月に否決、WA 州

政府は法案を一部修正した後再度州議会に上奏したが、2017 年 11 月に再度議会で否決され、

1 Western Australia Economic Profile, Department of Jobs, Tourism, Science and Innovation, February 2018 
2 オーストラリアの 概況及び地方行政事情, （財）自治体国際化協会シドニー事務所, 2008 年 1 月 
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廃案となった。しかし、WA 州政府は財政赤字解決策の一つとしての選択肢を検討しており、

本件は現在も課題として残っているとされる。 
 
1.3 鉱業行政機関と鉱業関連団体など 

1.3.1  連邦政府の鉱業行政機関 

産業技術革新科学省（Department of Industry, Innovation and Science）3 
 
 産業技術革新科学省は、豪州の産業の競争力強化を目的として、資源産業を含む産業

の生産性向上、技術革新や科学技術の発展をもたらすための政策を担当している。2016
～2020 年の現行の戦略的計画 4において、科学研究とその商業化の支援、事業投資の成

長と経営能力の改善、規制の合理化、行政機構の効率化の 4つを重要目標に挙げている。

このほか、豪州における鉱業の生産・支出に関する情報や統計を定期的に発表している。 
 
豪州地質調査所（Geoscience Australia：GA）5 
 
 豪州地質調査所は産業技術革新科学省傘下の機関で、地球科学に関する研究を行い、

その理解を深めるための情報を提供している。豪州地質調査所からの情報は政策の策定

にも役立てられ、資源ポテンシャルの高い地域を特定するために用いられる。豪州地質

調査所のミッションは豪州において資源がもたらす富を構築することであり、豪州の陸

域及び沿岸海域（各州所管沿岸域を除く経済水域）における地球科学情報を管理し、資

源に関する地球科学的な研究及びデータ収集を行うとともに、豪州における効率的な探

鉱実施のための広域的な地球科学調査データ等の提供を行っている。豪州の鉱業事業に

関心を持つ企業のために、豪州における鉱物資源量や鉱石埋蔵量の統計をまとめ、毎年

「Australia’s Identified Mineral Resources」を更新して出版している。 
 
環境エネルギー省（Department of Environment and Energy）6 
 
 環境エネルギー省の主な役割は、気候変動対策を推進するとともに、豪州の環境、水、

遺跡を保護するための政策を策定、実施、監査することである。さらにエネルギー政策

の策定、実施も担当し、信頼性が高く安価なエネルギーを供給するための政策を策定を

行っている。鉱業プロジェクトが環境法規に従い運営されているか、プロジェクトが環

境に悪影響を及ぼさないかを評価する役割を担っている。同省は、Environment 
Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 （cth） （「連邦環境保護生物多様

性保全法（1999）」）等の環境関連法令や、豪州が加盟している国際環境条約を所管して

いる。また、豪州における鉱業関連プロジェクトの監査機関としての役割も果たしてお

り、鉱業活動の規制の徹底のために州政府と提携している。 
 
外務貿易省（Department of Foreign Affairs and Trade）7 
 
外務貿易省は外交及び貿易政策を所管しており、外国政府と二国間・多国間の関係を

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

いる。外務貿易省は、鉱業や資源の国際パートナーとの間の強力な関係を維持するとい

う役割も担っており、豪州への投資を検討する外国企業にとって魅力的かつ競争力のあ

る投資・貿易環境の創出を目指している。そのために、自由貿易協定の策定・実施に関

                                                   
3 http://www.industry.gov.au/AboutUs/Pages/default.aspx 
4 http://www.industry.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/Pages/StrategicPlan.aspx 
5 http://www.ga.gov.au/about/role 
6 http://www.environment.gov.au/about-us 
7 http://dfat.gov.au/about-us/Pages/about-us.aspx 
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与してきており、豪州の多くの輸出国が存在するアジア太平洋地域に特に注力している。 
 

豪州貿易投資促進庁（Australian Trade Commission：Austrade）8 
 
 豪州貿易投資促進庁（Austrade）は外務貿易省傘下の法定機関であり、豪州企業が世

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

任を負う。Austrade は、貿易機会の増進のため、豪州の投資環境・直接投資に関する情

報を国内外の両方の投資家に提供している。企業に対するサービスは無償で行われ、秘

密が保持される 。Austrade は、豪州におけるすべての投資関連の問い合わせの最初の

連絡窓口を担っており、豪州における国際関連業務に関する法律、プロセス、投資環境

について幅広い知識と人材を有する。さらに、投資家に対して投資に適した場所（州/地
域）についての助言も与えており、豪州各地における直接投資を奨励するため、豪州に

おける潜在的な提携先を投資家に案内することもある。 
 

豪州統計局（Australian Bureau of Statistics：ABS）9 
 
豪州統計局（ABS）は豪州における公的な統計機関であり、探鉱投資の動向など資源

や鉱業生産を含む様々な分野に関する統計データをまとめている。ABS が発表する統計

は、同局のウェブサイトで容易に入手可能である。ABS が発表する統計は、豪州連邦・

州政府の様々な省庁で活用され、政策策定のために用いられている。同様に、投資家が

プロジェクトに対する投資を決定し、経済性を見極めるための材料としても用いられて

いる。ABS は、幅広い分野についての情報を必要とするすべての豪州国民が統計データ

を容易に利用できるよう改善を続けている。 
 

外国投資審査委員会（Foreign Investment Review Board：FIRB）10 
 
 外国投資審査委員会（FIRB）は豪連邦財務省の非法定機関であり、豪州の外資政策及

びその実施に関して財務大臣及び連邦政府に対して助言を与える役割を担っている。

Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 （cth）（「連邦外資による資産買収及び

企業買収法（1975）」：「FATA」）及び関連法の対象となる投資案件を審査し、案件を認

可すべきかどうかについて財務大臣に助言を与えている。さらに外国投資審査委員会は、

投資の提案に十分な論拠をもたせることができるようにするため、潜在的な投資家に対

して FATA に関する情報を提供している。 
 

連邦科学産業研究機構  （ Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization：CSIRO）11 
 
 連邦科学産業研究機構（CSIRO）は連邦政府が設立した独立の科学研究機関であり、

同種の研究機関の中では世界最大級の規模を誇る。CSIRO による研究活動は多様なテ

ーマや分野にわたり、その中には鉱物資源の探鉱、採掘、精製及び金属生産に関するも

のも含まれる。CISRO は、豪州や世界の産業界が直面する現実的な問題に対する技術的

解決策を提供する役割を担っており、科学出版物、クライアントレポート、メディアリ

リースに加えて、出張サービス、産業別ワークショップ、セミナー及び特別出版といっ

た形で対象産業や公衆に対して助言を行っている。 
 
国立先住権原審判所 （National Native Title Tribunal：NNTT）12 
 

                                                   
8 http://www.austrade.gov.au/about/about 
9 http://www.abs.gov.au/about?OpenDocument&ref=topBar 
10 https://firb.gov.au/about/    
11 http://www.csiro.au/en/About 
12 http://www.nntt.gov.au/Pages/Home-Page.aspx 
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 国立先住権原審判所（NNTT）は、先住権原（Native Title）の保護を目的として Native 
Title Act 1993 （cth）（「連邦先住権原法（1993）」）により設置が定められた独立審判所

である。同所は先住権原の存在の有無の照会・認定や、先住権契約の合意に向けた調停

や合意が得られなかった場合の仲裁、先住権原請求者の補助、既に先住権原が設定ある

いは申請されている地域における土地利用の基本事項を定めた先住民土地利用契約

（Indigenous Land Use Agreement：「ILUA」）の交渉に関するサポート及び先住権と

関連した各種契約の登記を実施している。 
 

1.3.2  WA 州政府の鉱業行政機関 

鉱山産業規制保安省（Department of Mines, Industry Regulation and Safety）13 
 
 鉱山産業規制保安省は、2017 年 7 月の省庁再編により、旧鉱山石油省（Department 
of Mines and Petroleum）と旧商業省（Department of Commerce）の一部が合併して

誕生した。WA 州の地域社会、産業及び資源部門に対して、安全・公正で、責任ある未

来を提供するため、WA 州における産業規制と消費者保護、資源・環境規制、安全規制

の 3 つの業務を主管している。鉱山産業規制保安省は、鉱業権申請書の受付、鉱業権の

管理・発行、コンプライアンスやプロジェクト執行状況の評価や承認など、役割は多岐

にわたる。同省は WA 州の地下資源に関わる政策・規制を監督する鉱山石油大臣

（Minister for Mines and Petroleum）をサポートしている。 
 

・資源環境規制グループ（Resource and Environmental Regulation Group） 
 鉱山産業規制保安省の部局の一つ。WA 州の地下資源が持続可能かつ責任のある形

で開発され、WA 州の経済構築に重要な役割を果たすための業務を担当とする。地下

資源分野の規制と政策の監督を実施するとともに、探鉱リスクを軽減することで資源

企業からの投資先として WA 州が魅力的となるよう、地球科学情報の提供も行う。 
 
・安全規制グループ（Safety Regulation Group） 
 鉱山産業規制保安省の部局の一つ。労働者の健康と安全が確保された環境を確立す

ることにより、豪州の経済を構築・強化することを責務とする。資源業界や一般産業

界における労働者の健康・安全に関する規制や政策の監督、関連するライセンスの発

行、州の主要な危険物設備や石油生産現場を含む、危険物に対する安全規制などを担

当する。また、必要に応じて労働関係の公的機関と労働者の間の調整なども行う。 
 
・WA 州地質調査所（Geological Survey of Western Australia：GSWA） 

鉱山産業規制保安省傘下の法定機関。WA 州地質調査所は、WA 州の地質に関する

情報提供を通じた州民の理解促進や、探鉱効率の改善やリスク軽減を目的とした探鉱

企業に対する地球科学データ提供により WA 州への投資促進を目的としている。州

の地質、鉱物・石油資源に関する情報を収集・コンパイルし、公表している。地質学、

鉱業、石油資源に関する技術的なサポートと専門的な助言を政府に提供するという責

務を負っている他、州の地下資源の長期的な持続性を確保するための革新的な探鉱を

奨励することを目的とした、探鉱企業への補助制度である探鉱インセンティブ制度

（Exploration Incentive Scheme；「EIS」）も担当している。 
 

水・環境規制省（Department of Water and Environmental Regulation）14 
 
 水・環境規制省は、環境規制省（Department of Environmental Regulation）、水政

省（Department of Water）、環境保護局（Environmental Protection Authority）の合

併後、2017 年 7 月 1 日に設立された。同省は、水資源を管理統制することにより、WA
                                                   
13 https://www.dmirs.wa.gov.au/ 
14 https://www.der.wa.gov.au/ 
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州の地域社会、経済、環境に資することを目的としている。開発を希望する企業に対し

てワン・ストップ・サービスを提供することにより、規制の制度が合理化・簡略化され、

環境や水の効率的な管理が可能となっている。 
 

WA 州環境保護委員会（Environmental Protection Authority of Western Australia：
EPA）15 
 
 WA 州環境保護委員会（EPA）は、Environmental Protection Act 1986 （WA）（以

下、「WA 州環境保護法（1986）」）に基づいて設立され、WA 州の環境大臣の推薦に基づ

いて任命された 5 人の委員で構成される。ただし、同委員会は大臣の指示を受けること

のない独立した委員会となっており、環境保護、汚染の予防及び緩和に対して責任を負

っている。大別すれば、その機能は環境影響評価の実施、環境保護のための法制度の作

成、環境影響の管理のためのガイドラインの作成・公表、環境大臣に対する戦略的な助

言の提供などが挙げられる。同庁が策定した「戦略計画」16は、2016 年 7 月から 2019
年 6 月にわたる 3 年間の環境保護委員会の指針となるものである。この計画は、健全、

強固、かつ透明性のある助言を環境大臣に与えるためのものであり、短期及び長期にわ

たる環境に対する潜在的な影響への戦略的・地域的な考察を促すものである。環境保護

委員会は、WA 州の鉱業に関する規制に関与し、鉱山業者による開発の提案及び法定計

画に対して助言を行う。鉱業許可を確実なものとするためには、鉱山業者が水・環境規

制省と EPA が設定した要件を満たすことが重要である。 
 

WA 州鉱物研究所（Minerals Research Institute of Western Australia）17 
 
 WA 州鉱物研究所は、鉱物資源に関する研究を促進し、WA 州の鉱物資源産業への投

資を支援するために、州政府によって設立された法定機関である。その主な役割は、鉱

物資源に関する研究を実施するための資金を提供することであり、国内外の研究機関や

科学機関との共同研究や、同所単体での研究を行うことが可能である。WA 州鉱物研究

所から提供される資金は、鉱物研究に対する一般大衆の認識を高め、関心を高めること

を目的としたプロジェクト、プログラム、イベントに利用することも可能である。同所

のデータは、WA 州に広範な利益をもたらすよう、研究の推進のために州大臣や州政府

によって用いられる。 
 

雇用・観光・科学イノベーション省（Department of Jobs, Tourism, Science and 
Innovation）18 
 
 雇用・観光・科学イノベーション省は、WA 州政府と大規模プロジェクト提案者の間

で締結される州協定（State Agreement）の交渉及び管理を主管している。州協定は、

特に WA 州では一般的なスキーム（後述）で特定のプロジェクトを開発するための権

利、義務、条件を規定する州政府とプロジェクト提案者との合意書である。これによ

り、プロジェクト提案者に対し、プロジェクトに関して適用される州法における特定

の「適用除外」を与えることができる。各州協定の条項は、通常の契約書のように起草

されるが、合意・署名後、議会での審議を経て法律として制定されることにより批准

されるという点が特徴である。州協定は、州の鉱業法などを適用除外とすることがあ

るが、通常、環境保護法や先住権原に関連する措置を適用除外とすることはない。ま

た、州協定は、連邦法を無効にすることもできないため、連邦先住権原法（1993）に

基づいた手続きは必要となる。 
 

                                                   
15 http://www.epa.wa.gov.au/ 
16 EPA Strategic Plan: http://www.epa.wa.gov.au/strategic-plan 
17 https://www.mriwa.wa.gov.au/ 
18 http://www.jtsi.wa.gov.au/ 
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1.3.3  鉱業関連団体 

 豪州全国規模の鉱業関連団体 
 
豪州鉱物資源評議会（Minerals Council of Australia：MCA）19 
 
豪州鉱物資源評議会（MCA）は、豪州における鉱物資源の探鉱、採掘、製錬等を実

施する企業を代表する、鉱業に関する全国組織である。国際競争下にある豪州鉱業界

のため、鉱業政策や鉱山操業などに関し、安全性、高収益性、革新性、環境保全及び社

会的責任の重要性を提唱するとともに、政府の方針、制度、税制に対する検証を行い、

鉱業界を代表して政府に対しコメント等を発信する役割を担い、積極的なロビー活動

を展開している。会員企業が関与する鉱種として、ベースメタル、軽金属、鉄鉱石、石

炭等が挙げられる。また MCA は毎年「Minerals Week」会議を開催しており、同会議

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

提起するための場にもなっている。 
 
鉱業探鉱企業協会（Association of Mining and Exploration Companies：AMEC）20 
 
鉱業探鉱企業協会は（AMEC）、豪州の中小企業による探鉱・採掘活動の支援を目的

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、連邦政府や各州が実施する探鉱促進政

策に関し、各政府に積極的に提言やロビー活動を実施している。AMEC はパースとブ

リスベン、シドニーに事務所を構えるほか全国規模で活動しており、先住民関係、会

社管理と税務、環境と水資源、社会基盤、そして鉱業関連法規と職場安全等の分野に

関して産業界の専門家や政府から高い信頼を得ている。 
 
豪州地球科学学会（Australian Institute of Geoscientists：AIG）21 
 
豪州地球科学学会（AIG）は、国内外で 3,000 人以上の地球科学分野に関する研究

者が参加する学会である。AIG は、資源業界と研究機関の専門技術に関する情報伝達、

ネットワーク形成、専門知識の向上、雇用機会提供等の活動を実施している。隔年で

AusIMM と共同で International Mining Geology Conference を開催している。 
 
大洋州鉱業冶金協会（The Australasian Institue of Mining and Metallurgy：AusIMM）
22 
 
大洋州鉱業冶金協会（AusIMM）は、1893 年に設立された豪州の探鉱、採鉱、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, International Mining And Resources 
Conference（IMARC）, International Mining Geology Conference 等）を開催してい

る。豪州やアジア太平洋地域を拠点とする専門家約 14,000 人の会員が所属している。

豪州内外に支部が設けられている。 
 
AMIRA インターナショナル（AMIRA International） 
 

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

員をベースとした組織である。AMIRA は、これらの課題は会員企業が単独で取り組む

                                                   
19 Minerals Council Australia ウェブサイト: http://www.minerals.org.au/ 
20 AMEC ウェブサイト: http://www.amec.org.au/  
21 Australian Institute of Geoscientists ウェブサイト: https://www.aig.org.au/about-aig/  
22 AUSIMM ウェブサイト: http://www.ausimm.com.au/  
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より共同で取り組む方が効率的であるという考えに基づき、課題への取り組みや革新

的な解決策の立案を研究機関に委託している。プロジェクトへの資金は会員企業のコ

ンソーシアムから出資され、その成果は業界全体をよりよいものとするために共有さ

れる。AMIRA インターナショナル自体は研究を行っていないが、会員企業の代表とし

て、会員が関与するプロジェクトの管理を行う。AMIRA インターナショナルの会員と

して、Rio Tinto、BHP、Vale、Anglo American、Glencore、Newmont 社、MMG 社、

Oz Minerals 社、Teck Resources 社、Freeport 社などの鉱山会社や Boart Longyear
社等の鉱業関連機器メーカーなどが挙げられる。 
 
 WA 州の鉱業関連団体 
 
WA 州鉱物エネルギー会議所（The Chamber of Minerals and Energy of Western 
Australia：CME）23 
 

WA 州鉱物エネルギー会議所は 1901 年の設立で、WA 州における資源業界の代表団

体である。産業及び研究活動、労働安全衛生、教育・訓練、インフラ、水資源、エネル

ギー、環境、探鉱活動、先住権原関係、労働問題など、幅広い分野にまたがる政策に係

る専門知識に基づき、WA 州における資源部門に影響を与える問題に関する政策提言

や、資源業界の広報及びプレゼンス向上、メンバー間の協業による利益の向上を主た

る目的としている。2017 年下旬に WA 州政府より金ロイヤルティの引上げ法案が発表

された際、法案への反対活動を行った。 
 

1.4 鉱業・探鉱活動の支援策について 

WA 州に限らず、豪州において鉱業は豪州経済の根幹となる産業の一つであり、また鉱業

活動を将来も持続的に維持するために探鉱が必要という認識は、連邦及び州の政治に携わる

人々の間では比較的一般的であり、鉱業活動、探鉱活動を支援するための各種スキームが連

邦政府あるいは州政府により実施されている。 
豪連邦政府は、2012 年 12 月に「国家鉱物探鉱戦略（National Mineral Exploration 

Strategy）」 を発表した。本戦略は今後の鉱業政策の方針を示すものであり、有識者等によ

って構成された豪州政府間評議会（Council of Australian Governments；「COAG」）のエネ

ルギー・資源委員会（Standing Council on Energy and Resources）が連邦政府に提示した

内容をもとに策定されたものである。本戦略はこれまでに調査や探鉱が十分に行われていな

いグリーンフィールドにおける探鉱の促進、新鉱床の発見、資源産業の発展を目的としてお

り、その実現のために、1)地球科学データの提供（information）、2)鉱物資源探鉱への投資の

促進（attraction plan）、3)地球科学分野の研究推進（research）を主要な施策として掲げて

いた。2017 年 3 月、COAG の地球科学ワーキンググループ（Geoscience Working Group；
「GWG」）は 2012 年に策定された昨今の政府、産業界及び地域社会の優先事項の変化を反

映させるため、本戦略を更新することとし、改定された戦略（National Mineral Exploration 
Strategy 2017-2020）は 2017 年 7 月に COAG において承認された。この中では、1)政府拠

出資金による地球科学基礎データの収集と提供、2)被覆層下の探鉱実施に必要な地球科学情

報を提供するための組織を超えた研究事業の活用、3)環境保護を目的とした地球科学基礎デ

ータの提供、4)地球科学データの提供による地域社会の人々への貢献の 4 つの目標が提唱さ

れている。 
連邦政府と WA 州による具体的な支援スキームには以下のようなものがある： 
 
 連邦政府による支援スキーム 

 

                                                   
23 https://www.cmewa.com/ 
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1.4.1  探鉱ジュニア企業インセンティブ制度（ Junior minerals exploration 
incentive：JMEI） 

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

ニア企業に投資する投資家に対して 4 年間、総額 100mA$の税控除を認め、豪州内にお

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

2016/17 年度までの 3 年間、探鉱開発奨励措置（Exploration Development Incentive；
「EDI」）を実施した。これは鉱産物の販売等による定期的な収入のない探鉱ジュニア企

業に投資する投資家に対して税額控除措置を講じるものであった。JMEI は EDI に代わ

る投資家向けの税額控除制度として導入された。JMEI は 4 年間で総額 100 mA$の税控

除を認める予定であり、その内訳は 2017/18 年度に 15 mA$、2018/19 年度に 25 mA$、
2019/20 年度及び 2020/21 年度に各 30 mA$となっている。JMEI 実施に向けた法案は

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

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

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

CRC は、連邦・州・準州政府機関、豪州地質調査所や連邦科学産業研究機構（CSIRO）

等の研究機関、大学、民間企業などが連携した強力な研究協力を図るためのプログラム

である。CRC は産業界の技術開発ニーズから発生するテーマに関して研究を実施し、そ

の結果となる知識や技術を産業界にフィードバックすることを目的としている。CRC は

産業界と政府が 50：50 で出資し、最大 10 年間継続される。今後、鉱物資源関連で実施

される CRC は、2010 年から実施されている「Deep Exploration Technologies CRC」

の後続プロジェクトの位置づけとなる「MinEx CRC」と呼ばれるものである。 
 MinEx CRC（Mineral Exploration CRC）の予算規模は 50 mA$であり、2018 年 3
月 28 日に連邦政府により実施が発表された。MinEx CRC では、生産性と安全性がより

高く環境負荷の小さい試錐方法（例えば、コイルチューブ試錐）や、試錐調査と同時並

行的にデータ収集を可能とするような新技術の開発が実施されるほか、各州の地質調査

所や研究者、産業界が共同して、鉱物資源のポテンシャルがありながら未だ探鉱が実施

されていない地域において新技術を利用した試錐を実施する National Drilling 
Initiative も実施される予定である。MinEx CRC には、Anglo American、BHP、Atlas 
Copco 社をはじめとする民間企業、豪州地質調査所や各州の地質調査所、連邦科学産業

研究機構及び各州の大学・研究所が参加している。 
 
1.4.3  Exploring for the Future 

 「Exploring for the Future」は、豪州地質調査所（GA）が主導して 2016～2020 年

にかけて実施されるプロジェクトで、4 年間で 100.5 mA$を費やして WA 州北部を含む

豪州北部と SA 州の一部を対象（図 1）として基礎的地球科学情報を収集し、探鉱が進

んでいない地域における将来の石油、ガス、鉱物資源に対する探鉱投資の促進を目的と

する。本プログラムで収集される地球科学情報は、空中電磁探査、構造試錐調査、地震

探査、重力探査、電磁探査（MT 法）、地化学探査等の結果に基づいたもので、各データ

は年 1 回 GA のホームページ上で公開されている。 
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 WA 州政府による支援スキーム 

 
1.4.4  探鉱インセンティブ制度（Exploration Incentive Scheme：EIS） 

 探鉱インセンティブ制度（EIS）は、WA 州鉱山産業規制保安省内の WA 州地質調査

所（GSWA）が運営・管理する WA 州独自の探鉱支援策である。初期探鉱の促進、鉱物・

エネルギー資源の発見、州の資源産業の持続的な発展を目的としている。当初の実施期

間は 2009～2017 年であり予算総額は約 130mA$であったが、2017 年 8 月に WA 州政

府により、2017 年 7 月からの 2 年間、1 年あたり 10 mA$の予算での延長が発表され

た。EIS は①Exploration Facilitation（オンライン鉱業権管理システムの改良）、②

Innovative Drilling Promotion（地質構造試錐調査に対する助成金。Co-funded 
Exploration Drilling Program とも呼称される）、③Geophysical and Geochemical 
Surveys（GSWA による地化学探査・物理探査の基礎データ収集と公表）、④3D 
Prospectivity Mapping（WA Geology Online 等のオンラインデータベースの拡張）、⑤

Strategic research with Industry（CSIRO 等の研究者と探鉱企業の連携強化事業）の、

5 つの施策から構成されており、2017 年 7 月以降は Innovative Drilling Promotion を

除く事業に毎年 5 mA$が充てられ、残りが Innovative Drilling Promotion の助成金に

充てられる。Innovative Drilling Promotion では、WA 州のグリーンフィールドエリア

における地質構造を明らかにすること及び新鉱床発見を促進することを目的に、探鉱企

業が実施する探鉱試錐に対して試錐に要する直接経費の 50％を助成するものであり、単

一の長孔試錐調査に対しては 200kA$/件を上限とし、一般的な複数の試錐調査に対して

は 150kA$/件を上限としており、年 2 回募集されている。Innovative Drilling Promotion
は 2009 年の開始以来、2017 年 8 月の時点で 370 プロジェクトにおいて総試錐延長 560 
km の試錐調査に適用され、25 の鉱化発見に貢献したとされる。 

 
 

図 1 「Exploring for the Future」の実施対象地域 
（出展：Exploring for the Future –Queensland Exploration Council 2017） 
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1.5 鉱業に関連する各種規定 

1.5.1  JORC 規程（鉱物資源量及び鉱石埋蔵量の報告に関する大洋州規程：The 
Australasian Joint Ore Reserves Committee Code; 「JORC Code」） 

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

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

成される。 
 

1.5.2  VALMIN 規程 （VALMIN Code） 

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

作成準備の標準様式を定めたガイドラインである。1995 年に策定され、1998 年と 2005 
年に改正されている。VALMIN 規程は AusIMM、AIG、鉱物産業コンサルタント協会

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

（Australian Corporation Law）により、ASX 及び豪州証券投資委員会（Australian 
Securities and Investments Commission：ASIC）に対する報告書を含むすべての企業

報告書の作成時に適用することが定められている。2016 年 1 月、最新版となる VALMIN 
規程（2015 Edition）が承認され、2016 年 7 月より施行されている。 

 
1.6 WA 州の鉱業情勢 

2016/17 年度の WA 州の州総生産（GSP）は豪州国内総生産（GDP）の 14％を占める

247.7bA$となり、州民一人あたりの GSP は 96,466 A$で豪州国民一人あたり国民総生産

71,971 A$を34％上回った。このうち、鉱業の占める割合はGSPの29％、額にして72.3bA$で
ある。WA 州は豪州でも地下資源に富んだ州であり、特に鉄鉱石、ミネラルサンド（ルチル、

イルメナイト）、レアアース、アルミナ生産量の世界シェアは 10％を超えている（表 1）。ま

た、レアアース、ダイヤモンド、ニッケルに関しては、豪州内で WA 州のみが生産している。 

 
2016/17 年度において、WA 州の鉱業粗付加価値は豪州全体の 56％を占めた。2016/17 年

度の WA 州の鉱産物販売額は 105bA$と前年度比で 19％上昇し、各鉱種の売上高及び総売上

高中に占める割合は、鉄鉱石が 63.7bA$（61％）、天然ガスが 12.7bA$（12％）、金が

10.8bA$（10％）等となっている（図 2）。2017 年に豪州から輸出された鉄鉱石は 795 百万

t で、これは世界の鉄鉱石貿易量 1,553 百万 t の 51％に相当し、そのうち 95％が WA 州か

表 1  WA 州の豪州と世界における鉱業生産量シェア（2016 年） 

（出典：Western Australia Economic Profile, 雇用・観光・科学イノベーション省, February 2018） 
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ら輸出されたと考えられる。豪州の鉄鉱石の輸出先は中国 83％、日本 8％、韓国 6％の割合

となっている。 
 

 
2017 年における WA 州の鉱物資源を含めた名目製品輸出額は 123.2bA$と 2016 年から

16％増加した。最大の輸出相手国は中国（60.1bA$、49％）であり、ついで日本（16.5bA$、
13％）、香港（8.6bA$、7％）と続く（図 3）。 

 
2017 年の WA 州では、鉱物資源への探鉱支出として前年度比 19.5％増の 1,109 mA$が投

資された。豪州全体での探鉱支出額総計は 1,754 mA$であり、WA 州の探鉱支出額は豪州全

体の 63.2％を占める（図 4）。鉱種別に見ると、WA 州では金に対する探鉱支出額が 550.4 
mA$、鉄鉱石 280.2 mA$、銅・鉛・亜鉛 60.4 mA$、ニッケル・コバルト 94.3 mA$、ウラン

11.4 mA$、ミネラルサンド 10.2 mA$などとなり、2017 年にブームを迎えたリチウム等は統

計上個別の鉱種では計上されておらず、その他の鉱種に投じられた額である 97.3 mA$に含

図 2 WA 州の主な鉱種の売上高 
（出典：Western Australia Economic Profile, 雇用・観光・科学イノベーション省, February 2018） 

 

図 3 WA 州の主要な輸出対象国 
（出典：Western Australia Economic Profile, 雇用・観光・科学イノベーション省, February 2018） 
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まれていると考えられる。 
 

1.7 WA 州の鉱業プロジェクト 

WA 州で操業中の主要な金属鉱山の一覧表を表 2 に、WA 州地質調査所（GSWA）が提供す

るインタラクティブ地球科学データベースである「GeoView.WA24」から抽出した操業中鉱

山データより作成した、操業中鉱山の分布図を図 5 に示す。 
 

表 2 WA 州の主要な操業中金属鉱山の一覧表 

鉱山名 州 権益所有企業 (権益％) 鉱種 

2017 年 

生産量 

(千 t)※ 

備考 

DeGrussa WA Sandfire Resources (100) 銅 (金属量) 

金 (金属量) 

(67.1) 

(38.6) (koz) 

Nifty WA Metals X （100） 銅 （金属量） (23.3)  

Jaguar WA Independence Group (100) 亜鉛 (金属量) 

銅 (金属量) 

金 (金属量) 

銀 (金属量) 

(32.6) 

(4.6) 

(2.5) 

(1,377) 

 

 

(koz) 

(koz) 

Golden Grove 

 

 

 

 

WA 

 

EMR Capital Group （100） 亜鉛 （金属量） 

銅 （金属量） 

鉛 （金属量） 

金 （金属量） 

銀 （金属量） 

非公表  

 

 

Nickel West (Mt Keith, 

Cliffs, Leinster) 

WA BHP (100) ニッケル (金属量) (85.1)  

                                                   
24 http://www.dmp.wa.gov.au/GeoView-WA-Interactive-1467.aspx 

図 4 WA 州と豪州全域における探鉱支出額の推移 
（出典：2017 Economic indicators resources data, 鉱山産業規制保安省） 
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鉱山名 州 権益所有企業 (権益％) 鉱種 

2017 年 

生産量 

(千 t)※ 

備考 

Ravensthorpe WA First Quantum Minerals (100) ニッケル (金属量) 17.8 ラテライト 

Murrin Murrin WA Glencore (100) ニッケル (金属量) 

コバルト（金属量） 

34.1 

2.7 

ラテライト 

Forrestania 

Flying Fox 

Spotted Quoll 

WA Western Areas (100)  

ニッケル (金属量) 

ニッケル (金属量) 

 

(10.5) 

(15.5) 

 

Nova WA Independence Group （100） ニッケル （金属量） 

銅 （金属量） 

(3.5) 

(2.1) 

 

Long WA Independence Group （100） ニッケル （金属量） 

銅 （金属量） 

(8.4) 

(0.6) 

 

Boddington WA Newmont Mining (100) 金 (金属量) 

銅 (金属量) 

787 

36 

(koz) 

 

Super Pit, Kalgoorlie WA Newmont Mining 

Barrick Gold 

(50) 

(50) 

金 (金属量) 

 

734 (koz) 

St Ives WA Gold Fields (100) 金 (金属量) 364 (koz) 

Telfer WA Newcrest Mining (100) 金(金属量) 

銅(金属量) 

銀(金属量) 

(386) 

(20) 

(229) 

(koz) 

 

(koz) 

Tropicana WA AngloGold Ashanti 

Australia 

Independence Group 

 

(70) 

(30) 

金(金属量) 459 (koz) 

Jundee WA Northern Star 

Resources 

 

(100) 

金 (金属量) 

 

(233.6) (koz) 

Yilgarn South – 

Agnew, Darlot, 

Granny Smith 

WA Gold Fields (100) 金 (金属量) 570 (koz) 

Mt Weld WA Lynas Corp. (100) レアアース酸化物 (16)  

Western Australia WA 

 

Iluka Resources (100) ジルコン 

ルチル 

イルメナイト 

23.0 

7.1 

153.5 

 

 

Boddington WA South 32 

日本アルミナ 

双日 

（86） 

（10） 

（4） 

ボーキサイト (18,100)  

Darling Range WA Alcoa 

Alumina Ltd. 

（60） 

（40） 

ボーキサイト 33,200  

Greenbushes WA Tianqi Lithium 

Albemarle 

(51) 

(49) 

リチウム（リシア輝石

精鉱） 

非公表 （生産能力は

炭酸リチウム

換算量で 80k） 

Mt Cattlin WA Galaxy Resources (100) リチウム（リシア輝石

精鉱） 

156  

Hamersley – 

Paraburdoo, Mt Tom 

Price, Marandoo, 

Yandicoogina, 

Brockman 及 び

Nammuldi 

WA Rio Tinto (100) 鉄鉱石 206,760  
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鉱山名 州 権益所有企業 (権益％) 鉱種 

2017 年 

生産量 

(千 t)※ 

備考 

Hamersley – Channar 

 

WA Rio Tinto 

Sinosteel 

(60) 

(40) 

鉄鉱石 10,798  

Hope Downs WA Rio Tinto 

Hancock Prospecting 

(50) 

(50) 

鉄鉱石 46,941  

Robe River – 

Pannawonica (Mesa J

及び Mesa A), West 

Angelas 

WA Rio Tinto 

三井物産 

新日鐵住金 

(53) 

(33) 

(14) 

鉄鉱石 65,298  

Yandi WA BHP 

伊藤忠商事 

三井物産 

(85) 

(8) 

(7) 

鉄鉱石 (76,888)  

Area C WA BHP 

伊藤忠商事 

三井物産 

(85) 

(8) 

(7) 

鉄鉱石 (57,346)  

Newman 

 

WA BHP 

伊藤忠商事 

三井物産 

(85) 

(5) 

(10) 

鉄鉱石 (80,333)  

Jimblebar WA BHP 

伊藤忠商事 

三井物産 

(85) 

(8) 

(7) 

鉄鉱石 (25,824)  

Wheelarra WA BHP 

伊藤忠商事 

三井物産 

中国系製鉄会社 4 社 

(51) 

(4.8) 

(4.2) 

(40) 

鉄鉱石 (31,788)  

Chichester Hub, 

Solomon Hub 

WA Fortescue Metals 

Group 

(100) 

 

鉄鉱石 (170,400)  

Roy Hill WA Hancock Prospecting 

丸紅 

POSCO 

China Steel 

(70) 

(15) 

(12.5) 

(2.5) 

鉄鉱石 非公表 （生産能力は

55,000 千 t） 

※（）表示は 2016 年 7 月～2017 年 6 月年度、それ以外は 2017 年 1 月～12 月年度。 
（出典：各社 Annual Report 及び公表資料） 

 
 
図 5 からは、操業中の金属鉱山の分布は州の西部に集中しており、北東～南東部にかけて

は操業鉱山が極めて少ないことが分かる。これは、一つにはインフラが整備されていないこ

とも理由ではあるが、その他にこの地域の地層が若い時代に堆積した厚い「被覆層」に覆わ

れているため（図 6）、鉱床発見のためのデータや判断材料に乏しく、探鉱が進んでいないこ

とも理由の一つとしてあげられる。 
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図 5  WA 州の操業中金属鉱山の分布図 
（出典：鉱山位置情報は「GeoVIEW.WA」、WA 州の地図は Google Earth に一部加筆） 

図 6 豪州における被覆層の層厚と既存鉱床の位置図 
円の色は地表からの鉱化の深さを、円の大きさは鉱化サイズを表す。基盤深度が深い場所ほど、

鉱化が見つかっていない。 
（出典：MinEx Consulting 社プレゼン資料、10/11/2015） 
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1.7.1  鉄鉱石 

WA 州は世界最大の鉄鉱石生産及び輸出者であり、2016 年の世界の鉄鉱石生産量の 38％
と海上輸送輸出量の 53％を占める。特に Pilbara 地域からは、2016/17 年度豪州全体の鉄鉱

石生産量の 95％が生産され、WA 州の GSP の 18％に寄与している。2017 年に WA 州から

輸出された鉄鉱石の 83％は中国に輸出され、ついで日本が 8％、韓国が 6％、台湾が 2％と

なっている。また豪州の鉄鉱石はこれらの国々における鉄鉱石輸入量の過半を占めており、

具体的には中国で 65％、日本で 53％、韓国で 66％、台湾で 73％となっている。企業別では

いずれも 2017 年、Rio Tinto が 330 百万 t、BHP が 268 百万 t、Fortescue 社が 169 百万

t を輸出しており（図 7）、各社は Port Hedland 港から 472 百万 t、Cape Lambert 港から

177 百万 t、Dampier 港から 127 百万 t などを出荷している。 
 

 
WA 州で開発或いは探鉱されている鉄鉱石は大きく分けて、①初成の縞状鉄鉱層（Banded 

Iron Formation。磁鉄鉱と石英で構成される）、②Supergene enriched ores（①が天水（一

部は熱水）の作用を受けて鉄分が濃集したもの。赤鉄鉱、針鉄鉱などで構成される）、③Fe-
V-Ti Magnetite（正マグマ性鉱床）、に分類される（図 8）。Pilbara 地域を含め WA 州で生

産されている鉄鉱石の大部分は②のタイプであり、①のタイプについても Karara 鉱山

（Karara Mining 社）や Sino-Iron 鉱山（Citic 社）において磁鉄鉱が生産されているもの

の、コスト面で未だ厳しい状況にあるとされており、今後磁鉄鉱生産がどの程度拡大してい

くか注視が必要である。 
2017 年、鉄鉱石の主要輸入国である中国において、環境規制の強化や生産性向上を目的と

した鉄鋼生産量の調整や鉄鋼業界の再編などが行われ、鉄鋼メーカーが高品位鉄鉱石を志向

する傾向が強まっており、低品位鉄鉱石に対するベンチマーク価格からの値引き率の拡大傾

向が続いている。例えば 2017 年末時点において、Fe 品位 62％鉄鉱石ベンチマーク価格に

対する Fe 品位 58％鉄鉱石の値引き率は 44％とされる 25。このような値引き率の拡大は中

国鉄鋼産業の構造的な変化に基づくものという見方が強まっており、今後長期化する可能性

があり、低品位鉄鉱石生産者の業績に大きな影響を及ぼす可能性がある。 
 
 
 
 

                                                   
25 Rio Tinto プレゼン資料、March 2018 

図 7  主要鉄鉱石生産企業の WA 州における鉄鉱石販売額の推移 
（出典：WA Iron Ore Profile - March 2018, WA 州雇用・観光・科学イノベーション省） 



17 

 
 

 
1.7.2  金 

2016/17 年度、WA 州の金生産量は前年度比 3.6％増加して 198.3t となり、豪州全体の生

産量の 68.9％を占める結果となった。世界における 2017 年の金生産量は 3,270t であること

から、世界生産量の約 6％が WA 州で産出されているということになる。売上高は前年度比

7％増加して 108 mA$となった。このような生産量と売上高の増加は、好調な金価格と対米

ドルで有利なレートに終始した豪ドルに拠るものとされる。 
WA 州には、豪州における産金量上位 10 位に 8 つの操業鉱山が含まれる。この中には

Newmont 社の Boddington 鉱山や Newmont 社・Barrick Gold 社 JV の Kalgoorlie 鉱山、

Newcrest社のTelfer鉱山、AngloGold Ashanti社・Independence Group社JVのToropicana
鉱山、GoldFields 社の St Ives 鉱山などが含まれている（表 2 参照）。 

WA 州においては、カナダのジュニア探鉱企業である Novo Resources 社のプレスリリー

スを契機に Pilbara 地域におけるナゲット状の金鉱化が注目を浴び、「Pilbara Gold Rush」

図 8 WA 州における鉄鉱石鉱山、鉱床、鉱徴地の位置図 
（出典：Iron Ore: investment opportunities, Western Australia, WA 州地質調査所, 01/06/2017） 
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としてメディアが取り上げる事態となった。26  
 

                                                   
26 詳しい経緯に関しては、カレント・トピックス CT-18-06「豪 WA 州ピルバラ地域における礫

岩中のナゲット金鉱化について」を参照のこと。 
http://mric.jogmec.go.jp/reports/current/20180319/83985/ 

図 9 WA 州における金鉱山、鉱床、鉱徴地の位置図 
（出典：Gold: investment opportunities, Western Australia, WA 州地質調査所, 01/06/2017） 
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1.7.3  銅・鉛・亜鉛 

WA 州の銅、鉛、亜鉛などのベースメタル生産は、Sandfire 社の DeGrussa 鉱山、

Independence Group 社の Jagar 鉱山、EMR Capital 社の Golden Grove 鉱山、Metals X 社

の Nifty 鉱山があるが、いずれも年間生産量は数万 t 規模の中～小規模鉱山であり、WA 州

の鉱業界に占める重要性は、現状では総じて高くないと言える。実際、2017 年の銅・鉛・亜

鉛の売上額は 1.5 bA$と WA 州全体の鉱産物売上額の 1％程度に留まっている。ただし、過

去 10 年間の豪州における最良の発見の一つと言われる DeGrussa 鉱床が WA 州で 2009 年

に発見されたことが示すとおり、銅、鉛、亜鉛の探鉱ポテンシャルは存在すると考えられる。

ポテンシャルがあると考えられる鉱化タイプは、火山性塊状硫化物鉱床、正マグマ鉱床、層

準規制型鉱床などが挙げられる。 
 

1.7.4  ニッケル・コバルト 

現在、豪州においてニッケル及びコバルトの生産が行われているのは WA 州のみである。

2016/17 年度、WA 州におけるニッケル生産量は 157.49 千 t、コバルト生産量は 4,732t で

あり、それぞれの時価相当額はニッケルが 2,083 mA$、コバルトが 239 mA$となっている。

WA 州で産出されるコバルトは、現状全てがニッケルの副産物として生産されている。WA
州のニッケル-コバルトは、硫化鉱及びラテライト鉱のいずれの鉱化タイプでも産出されてい

る。2018 年 3 月時点で WA 州内には 10 プロジェクトにおいてニッケルが生産されており、

そのうち 5 プロジェクトではコバルトが副産物として生産されている。新規ニッケル鉱山と

して Independence Group 社の Nova ニッケル-銅-コバルト鉱山（硫化鉱）が 2016 年に操

業開始、2017 年 9 月に商業生産を開始した一方で、First Quantum 社の Ravensthorpe ニ

ッケル鉱山（ラテライト）は 2017 年 9 月に操業を休止、また Independence Group 社は

Long ニッケル-銅鉱山（硫化鉱）を 2018 年 5 月に閉山した。2016/17 年度にコバルトを副

産物として生産したプロジェクトは、Murrin Murrin（Glencore、ラテライト）、Nickel West
（BHP、硫化鉱；Cliffs 鉱山、Leinster 鉱山、Mount Keith 鉱山、Kalgoorlie 製錬所、Kwinana
精錬所などを保有）、Ravensthorpe 鉱山（First Quantum 社、ラテライト）、Nova
（Independence Group 社、硫化鉱）、Savannah（Panoramic 社、硫化鉱）である（図 10）。 

 
1.7.5  リチウム・レアアース 

昨今の電気自動車を始めとするリチウムイオンバッテリーの需要拡大予測から、WA 州の

リチウム資源産業は大きな活況を呈している。豪州で現在リチウムを生産しているのは WA
州のみであり、USGS によると 2016 年に豪州はリチウム純分量で 14,300t（リチウム純分

量）を生産しており、これは世界生産量の 41％に相当する。2016/17 年度、WA 州からは

Talison Lithium 社（中国 Tianqi Lithium 社が 51％、米国 Albemarle 社が 49％を保有）の

Greenbushes 鉱山、Galaxy 社の Mt Cattlin 鉱山（2016 年 11 月生産開始）、Reed Industrial
社（Mineral Resources 社 43.1％、Ganfeng Lithium 社 43.1％、Neometals 社 13.8％）の

Mt Marion 鉱山（2017 年 2 月生産開始）、Mineral Resouces 社の Wodgina 鉱山（2017 年

2 月生産再開）が操業しており、Greenbushes 鉱山、Mr Cattlin 鉱山、Mt Marion 鉱山から

はリシア輝石精鉱が、Wodgina 鉱山からは含リシア輝石鉱石の DSO（Direct Shipping Ore）
が生産・輸出されている。2016/17 年度、リシア輝石精鉱と鉱石 DSO を含めて約 866 千 t
のリチウム関連製品が輸出され、販売価格は 601 mA$となった。現在、Pilbara Minerals 社

の Pilgangoora プロジェクト、Altura Mining 社の Pilgangoora プロジェクト、Tawana 
Resources 社 50％、Alliance Mineral 社 50％の JV で実施中の Bald Hill プロジェクトが開

発中であり（図 11）、今後 WA 州におけるリチウム生産量は大きく拡大することが見込まれ

る。 
レアアースは 2018 年 3 月現在、WA 州の Mt Weld 鉱山（Lynas 社）のみで生産を行って

いる。2016/17 年度、同鉱山からは 240 千 t の鉱石（REO 品位 17.8％）が生産されている。

WA 州ではこのほか、Northern Minerals 社の Browns Range プロジェクトにおいて、パイ
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ロットプラントの建設が進められている。 
 

1.7.6  ウラン 

2017 年 3 月の WA 州議会選挙において勝利し成立した労働党政権は 2017 年 6 月、同州

において今後ウランを対象とした採掘リースを認可しないとの方針を発表した。この方針は

法制化されたものではなく、今後採掘リース申請の際に提出される採掘提案書などを鉱山石

油大臣の権限で認可しないという形式で実行されていると考えられる。ただし、労働党政権

は前政権より必要な認可を既に受けている Toro Energy 社の Wiluna プロジェクト、Cameco
社の Kintyre プロジェクト及び Yeelirrie プロジェクト、Vimy Resources 社の Mulga Rock
プロジェクトの 4 プロジェクトに関しては、今後の開発を妨げるものではないとしている。

また、探鉱ライセンスの付与など、探鉱活動に関しても制限はないとしている。 
 

1.8 WA 州の主要な製錬所及び精錬所 

WA 州では、BHP の Nickel West 部門が Kalgoorlie に製錬所を保有しているほか、

Kwinana では精錬所を操業しており、Kwinana の精錬所では硫酸ニッケル製造工程（生産

能力 100 千 t/y）が建設中であり 2019 年に完成予定である。このほか、Glencore が Murrin 
Murrin でニッケル精錬所を保有しているほか、Alcoa 社及び South 32 社がアルミナ工場を

WA 州で稼行している。また、Tianqi Lithium 社が Kwinana において 25 千 t/y の生産能

力を持つ水酸化リチウム生産プラントを建設中であり 2019 年中期に完成予定である（表 3、
図 12）。 
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図 10  WA 州におけるニッケル-コバルト鉱山、鉱床、鉱徴地の位置図 
（出典：Nickel: investment opportunities, Western Australia, WA 州地質調査所, 01/10/2016 に一部加筆） 
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図 11  WA 州におけるリチウム鉱山、鉱床、鉱徴地の位置図 
（出典：Lithium: investment opportunities, Western Australia, WA 州地質調査所, 01/01/2018） 
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表 3 WA 州における主要な製錬所及び精錬所一覧表 

製練所・精練所名 州 権益所有企業 （権益％） 鉱種 

2017 年 

生産量 

（千 t） 

備考 

Kalgoorlie Nickel 

Smelter 

WA BHP （100） ニ ッケルマット 

（65％Ni） 

非公表 （名目上生産能力

は 110 千 t/y） 

Kwinana Nickel 

Refinery 

WA BHP （100） ニッケル地金 非公表 （名目上生産能力

はニッケルマット換

算で 72 千 t/y） 

Murrin Murrin WA Glencore （100） ニッケル地金 

コバルト地金 

34.1 

2.7 

 

Kwinana WA Alcoa （100） アルミナ 非公表 （名目上生産能力

は 2,190 千 t/y） 

Pinjarra WA Alcoa （100） アルミナ 非公表 （名目上生産能力

は 4,234 千 t/y） 

Wagerup WA Alcoa （100） アルミナ 非公表 （名目上生産能力

は 2,555 千 t/y） 

Worsley WA South32 

日本アルミナ 

双日 

（86） 

（10） 

（4） 

アルミナ （4,526） 
 

Kwinana WA Tronox （100） TiO2顔料 非公表 （名目上生産能力

は 1,500 千 t/y） 
（出典：各社 Annual Report） 

図 12  WA 州における主要な製錬所及び精錬所の位置図 
（出典：Google Map に JOGMEC 加筆） 
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2. WA 州の鉱業関連法規制について 

2.1 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（連邦法、

州・準州法及び地方法）が存在する。投資家は豪州における鉱業投資に際し、プロジェクト

に影響を与える連邦法と州・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、鉱物の採掘や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、かかる採掘や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。原則的には、連邦法が州法に優先する。 
 
2.2 WA 州における鉱業に関する法的枠組み 

 豪州における鉱業規制は原則、州及び準州法に基づいている。WA 州における重要な法律

は、Mining Act 1978 （WA） （以下、「WA 州鉱業法（1978）」）及び Mining Regulations 
1981 （WA） （以下、「WA 州鉱業規則（1981）」）である。WA 州鉱業法（1978）は、ライ

センスなどの申請方法や WA 州政府による認可手続など、特定の種類のライセンスがどのよ

うに付与されるかの枠組みを規定している。WA 州鉱業規則（1981）では、さらなる詳細及

び手数料などの追加情報が記載されている。  
さらにこれらを補完する法規制として、Mines Safety and Inspection Act 1994 （WA）、 

Mines Safety and Inspection Regulations 1995 （WA）、 Contaminated Sites Act 2003 
（WA）、Contaminated Sites Regulations 2006 （WA）、 Occupational Health and Safety 
Act 1984 （WA）、Occupational Health and Safety Regulations 1996 （WA）、Dangerous 
Goods Act 2004 （WA）、Dangerous Goods Safety （Storage and Handling of Non-
explosives） Regulations 2007 （WA）、Dangerous Goods Safety （Major Hazard Facilities） 
Regulations 2007 （WA）、Dangerous Goods Safety （Road and Rail Transport of Non-
explosives）  Regulations 2007 （WA）、  Dangerous Goods Safety （Explosives） 
Regulations 2007 （WA）、 Dangerous Goods Safety （Security Sensitive Ammonium 
Nitrate） Regulations 2007 （WA）及び Dangerous Goods Safety （General） Regulations 
2007 （WA）などがあり、WA 州における鉱業活動を規定している。 

 
2.3 WA 州における鉱業権 

 WA 州では、1899 年以前に既に私有地であった場所を除き（そのような場所では、金、銀、

貴金属以外の鉱物は土地所有者のもの）、石油や地熱エネルギーを含め、WA 州内の同種の自

然から産する全ての地下資源は WA 州政府に属するとされている。WA 州鉱業法（1978）は、

WA 州の陸上或いは 3 海里以内における鉱業活動から採掘される、あるいは採掘されうる自

然物質である｢鉱物（Minerals）｣を対象としており、石油、ガス及びその他の地熱エネルギ

ー資源、ならびに民有地に所在する特定の鉱産物（例えば石灰石、砕石用岩石、砂、粘土な

ど）、沿岸から 3 海里以遠に産する鉱物は対象としていない。鉱業権の枠組みは、調査活動に

対するライセンスや採掘活動に対するリースの許認可を含み、これらによって鉱業活動が規

制されることになる。取得することができる鉱業権には、探査ライセンス（Prospecting 
Licence: PL）、探鉱ライセンス（Exploration Licence: EL）、保有ライセンス（Retention 
Licence: RL）及び採掘リース（Mining Lease: ML）が含まれる。各ライセンス及びリース

の概要を以下に説明するが、探鉱・保有ライセンス及び採掘リースの詳細に関しては別紙 1
も参照すること。各ライセンスとも、ライセンス保有者は「Form 5 操業報告書」と呼ばれる

活動支出報告書を毎年提出する義務がある。 
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2.3.1  探査ライセンス（Prospecting Licence） 

 比較的小規模な（例えば Prospector と呼ばれるような個人の探査者・試掘者による）鉱物

資源の探査活動実施のために発行されるライセンスである。ライセンスの最大面積は 200 ha
で、他の鉱業権から排他的な権利を確保することが可能。探査ライセンスの保有数に制限は

ないが、1 ライセンスあたり 5,000A$の保証料が必要となる。ライセンスの有効期間は 4 年

で、更に 4 年間の延長が可能であり、延長時に鉱区削減の義務はない。鉱山石油大臣の特別

許可があれば、表土を含む最大で 500 t までの物質を地下から取り出したり、取り除いたり

することが可能となる。実際に探査ライセンス内において探査活動を実施する際には、探査

の実行者が採掘者権（Miner’s Right：政府所有地での探査活動や試料採取を可能とする権利）

を取得することが前提となる。探査ライセンス保有者が鉱物資源を発見したものの、経済的

でないか、将来の操業に必要とされる等の理由で採掘することがその時点では現実的ではな

いと判断した場合、探査ライセンス保有者は、ライセンスの一部あるいは全部のリテンショ

ン（保有）ステータスを鉱山石油大臣あてに申請できる。承認された場合、保有者にはライ

センスの維持のために義務付けられた探鉱活動（以下、「最低義務探鉱」）への支出が免除さ

れる。 
金に関しては「金向けの特殊探査ライセンス（Special Prospecting for Gold）」という、1

ライセンスあたり 10 ha、1 個人あたり 10 ライセンスを上限とした特殊な探査ライセンスが

存在し、状況に応じて他のライセンスやリースと重複して設定することが可能となる。27 
 

2.3.2  探鉱ライセンス（Exploration Licence） 

探鉱ライセンスは、ライセンス保有者が必要または適切であるとみなされる従業員や請負

業者、ならびに車両や機械、設備とともに、鉱物を探鉱する目的で土地に入ることを許可す

るもので、ピットやトレンチの掘削、試錐、調査目的の立坑や坑道掘進などを含む調査作業

を実施することが可能となる。ただし地表の状態に影響を与える機器を使用する前に、

Programme of Work（「作業計画書」）を環境エネルギー省の環境大臣または環境担当者に提

出し、承認を得なければならない。 
探鉱ライセンスは経緯線ブロックと呼ばれる、緯度と経度の所定のラインに囲まれた範囲

を 1 単位として与えられる。探鉱ライセンスの最小範囲は 1 ブロック、最大範囲は、WA 州

政府により鉱化地域（Mineralized Areas）と指定されている地域では 70 ブロック、鉱化地

域と指定されていない地域では最大 200 ブロックまでライセンスを広げることができる。個

人であれ企業であれ、ライセンスの保持数に制限はないが、1 ライセンスあたり 5,000A$の
保証金を収める必要がある。探鉱ライセンスの申請要件は別紙 2 を参照。 

2006 年 2 月 10 日の前に申請された探鉱ライセンスの有効期間は当初 5 年間で、2 年間の

延長が 2 回可能、更にその後にも 1 年間の延長が可能である。3 年目及び 4 年目の最後に、

ライセンス地域を 50％放棄する必要がある。2006 年 2 月 10 日以降に申請された探鉱ライ

センスの有効期限は当初 5 年で、鉱山石油大臣の承認が得られれば 5 年間の延長と更に 2 年

ずつの延長が可能である。この場合、6 年目の最後に 40％のライセンス地を放棄する必要が

ある。最低義務探鉱への支出額は、ライセンスの規模とライセンスが許可されたタイミング

に応じて増大する。詳細は別紙 1 を参照。 
探鉱ライセンスの下で、地下から採掘できる物質の最大量は鉱山石油大臣の特別許可がな

い限りは 1,000t である。経済性を持つ量の鉱物資源が発見された場合、探鉱ライセンス保有

者はその資源の利用を目的として優先的に採掘リースを申請することができる。 
探鉱ライセンス保有者が鉱物資源を発見したものの、経済的でないか、将来の操業に必要

とされる等の理由で採掘することがその時点では現実的ではないと判断した場合、探鉱ライ

                                                   
27 詳細は、以下のリンク先を参照すること。 

http://www.dmp.wa.gov.au/Documents/Minerals/132298_Mining_Notice_Special_Pros_
Licence.pdf 
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センス保有者は、ライセンスの一部あるいは全部の「保有ステータス」を鉱山石油大臣あて

に申請できる。承認された場合、保有者には最低義務探鉱の支出条件が免除される。 
 

2.3.3  保有ライセンス（Retention Licence） 

WA 州では、探査ライセンスや探鉱ライセンスの保有ステータスと同様に、事業者が、現

時点では採掘することが現実的ではない鉱物資源に対する保有ライセンスを取得すること

が認められている。保有ライセンスは、2006 年 2 月 10 日より前に申請された探査ライセン

スあるいは探鉱ライセンス、もしくは全ての採掘リースを対象として申請が可能である。保

有ライセンス保有者は、鉱物資源が採掘可能になった時点で保有ライセンスの一部または全

部のエリアの採掘リースを申請し、承認を得る権利を保有する。保有ライセンスは当初 5 年

間有効であり、最長 5年間の更新を鉱山石油大臣に申請することができる。鉱山石油大臣は、

保有ライセンス保有者に対して、採掘リースを申請しない理由を示すことをいつでも要求で

きる。 
保有ライセンスの保有者には、調査のために土地に入る権利が与えられる。探鉱ライセン

スの場合と同様に保有ライセンスの保有者は、機械設備を使用して地表に影響を与える活動

を行う前に、Programme of Work（「作業計画書」）を環境エネルギー省の環境大臣または環

境担当者に提出し、承認を得なければならない。 
探査ライセンスや探鉱ライセンスを「保有」状態に変換するための手続は、2006 年 2 月

10 日以降 2.3.1 や 2.3.2 で記載した低コストでより簡便な保有ステータスの申請方式に置き

換わっている。採掘リースの保有者が鉱山資源の採掘が現時点では現実的でないと判断した

場合、依然として保有ライセンスを申請することはできるが、その方法を取る事業者は現在

では珍しくなっている。 
保有ライセンスの申請者は、ライセンス対象地域に鉱物資源が存在し、当該鉱物資源の採

掘が当面実行不可能であることを示す供述書を提出しなければならない。申請手続きについ

ては別紙 2 を参照。 
 

2.3.4  採掘リース（Mining Lease） 

 採掘リースは、特定された鉱物資源の開発と生産に必要な鉱区の保有権である。採掘リー

ス保有者は、とりわけ当該土地の採掘作業を効果的に行うために必要なあらゆる行為や鉱物

に対する権利を与えられる。採掘リース保有者は、その土地を使用し、占有する権利があり、

合法的に採掘された鉱物の所有権を有する。採掘リース保有者は、リース賃貸料と生産のロ

イヤルティを支払わなければならない。 
 採掘リースの最大面積は、2006 年 2 月 10 日より前は 1,000 ha であったが、それ以降は

認識されている鉱体の大きさや必要とするインフラ設備の広さに基づいて申請できるよう

になった。個人であれ企業であれ、ライセンスの保持数に制限はない。採掘リースの当初の

有効期間は 21 年間であり、さらに 21 年間リースを更新する権利を持ち、鉱山石油大臣の裁

量でさらに更新が可能である。 
採掘リースの申請の際、申請書と共に、①採掘提案書ガイドライン（Mining Proposal 

Guidelines）に基づいた採掘提案書（Mining Proposal）、②鉱化レポート（Mineralization 
Report）又は JORC 規程に基づいた資源量報告書（Resource Report）を添付した採掘操業

陳述書（Statement of Mining Operations）、のいずれかを提出する必要がある。採掘提案書

または採掘操業陳述書は、必ず申請書と同時に漏れなく提出する必要がある。申請手続きに

関する詳細は別紙 2 を、採掘提案書の内容については、別紙 6 を参照。 
 

2.3.5  一般目的リース及び多目的ライセンス 

WA 州鉱業法（1978）では、一般目的リース（General purpose lease）及び多目的ライセ

ンス（Miscellaneous licence）の 2 種類の附帯的な鉱業権を規定している。 
一般目的リースは WA 州の陸域において排他的占有権（ただし、通常地表下 15m まで）
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を与え、鉱山操業・生産に関係するインフラ設備用の用地、例えば鉱山機械の組立・設置・

操作のためのスペース、鉱物や廃滓の貯蔵及び処分、その他鉱山操業と直接関連する目的の

ために利用される土地の取得などの際に申請が可能となる。一般目的リースを取得する目的

のために、採掘リースを取得・保有する必要はない。申請の際、申請書に添えて開発・建設

提案書（development and construction proposal）か建設意図陳述書（statement setting out 
specific intentions）を提出する必要がある。特に鉱山石油大臣の承認がない限り、10 ha が

リース面積の上限であるが、リースの保有数に制限はない。採掘リースと同様に、一般目的

リースは 21 年間有効で、さらに期間の更新が可能である。  
多目的ライセンスは、鉱業に関連する多様な目的の開発活動を実施する際、例えば道路、

軌道、トンネル、橋、パイプライン、発電施設、送電線、ベルトコンベアー、利水関係施設、

宿泊施設、飛行場などの建設の際に取得される。多目的ライセンスは、既に鉱業権の対象と

なっている土地に与えられる場合もあり、逆に、多目的ライセンスの対象地域に鉱業権が付

与される場合もある。多目的ライセンスの申請は、他の鉱業権の申請ほど煩雑ではなく、申

請対象領域を仕切る必要はない。既に鉱区保有権の対象となっている土地に対する多目的ラ

イセンスの申請は、採掘業務による作業の妨害を懸念する別の当事者により異議が唱えられ

ることがしばしばある。多目的ライセンスの取得面積に上限はなく、ライセンスの取得数の

制限もない。多目的ライセンスの当初の有効期間は 21 年間であり、さらに期間の更新が可

能である。 
 

2.3.6  WA 州の鉱業権に関係する留意事項 

 鉱業権の登録・持分について 
 鉱業権及び鉱業権申請の登記（Register）は、鉱山産業規制保安省によって管理され

ている。登記簿には通常、鉱業権の申請者、保有者、鉱区保有権に影響を及ぼす取引及

びその他の法的文書、ライセンス料あるいはリース料（以下、「賃料」）の支払い、当該

区域の鉱業関連費用などが記載されており、以下のリンク先からインターネット上で確

認できる。 
http://www.dmp.wa.gov.au/Mineral-Titles-online-MTO-1464.aspx# 

登記簿に鉱業権の権益が登記されたとしても、権利が法律的に有効になったとはみな

されない。さらに、鉱業権に影響を及ぼす登記可能な取引の種類は限られており、その

結果登記簿に記載のない第三者が権利を保有している場合もあるため、注意が必要であ

る。 
 

 鉱業権に付与された条件を遵守しなかった場合 
 鉱業権の保有者が、付与された条件や法律で規定されている義務を遵守しなかった場

合（賃料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及び強制執行の手

段がとられる可能性がある。これには、鉱業権の喪失または保有者に対する罰金、及び

鉱山石油大臣が鉱業権の更新または今後の申請を拒否することが含まれる。さらに、第

三者が付与された条件を遵守していない鉱業権に関し、鉱業権の没収を監督裁判所

（Warden’s Court：鉱業権に関連する訴訟を所管する機関）に対して申し立てることが

でき、申立が認められた場合は、その申立人に対して没収された鉱業権を申請する優先

権が与えられる。  
 
 「更新」について 
 採掘リース、一般目的リース、多目的ライセンスの期間満了に先立ち、鉱業権の保有

者は更新（Renewal）を申請することができる。鉱業権更新の認可は、鉱業権が良好な

状態であれば当然の権利ではあるが、一方で鉱業権の状況や更新回数に基づく、鉱山石

油大臣の自由裁量に拠るものでもある。鉱山石油大臣は、WA 州鉱業法（1978）に定め

られている要因を加味しながら、その裁量でリースやライセンスを更新するかどうかを

決定する事ができる。 
 



28 

 差止請求 
 WA 州鉱業法（1978）では、鉱業権に関する差止請求の登記に関して規定している。

この差止請求登記システムは、鉱業権に関係する未登録または登録不能な法的措置が鉱

業権保有者に及ぶのを防ぐことに一役買っている。 
ある鉱業権に対し、｢利害｣があることを主張する者は差止請求を提出することができ

る。利害があることを主張する鉱業権ごとに、それぞれ請求を提出する必要がある。鉱

業権に関連して提出された差止請求は、当該鉱業権の対象となる土地に関して、保有者

に後日付与される可能性のある特定の鉱業権（保有ライセンスや一般目的リース等）に

も適用される。ただし、鉱業権の申請に対して差止請求を出すことはできない。 
 

 鉱業権の譲渡 
 鉱業権の認可を受けてから 1 年間は、すべての採掘リース、一般目的リース、探鉱ラ

イセンス等の鉱業権を譲渡する場合には、鉱山石油大臣の同意が必要である。 
 
 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。規制当局には、日常の操業に関し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、地質工学的安定性に関するモニタリングや

環境パフォーマンスに係る条件を含む。 
 

2.4 鉱業権の申請・承認手続きに関する概要 

2.4.1  概要 

ライセンス付与手続きは、概ね、以下の 3 段階に分けることができる。 
• 申請段階 
• 付与段階 
• 付与後の段階 
別紙 2 に、探鉱ライセンス及び採掘リースの承認プロセスの概要を示したフローチャート

を示す。 
 

2.4.2  申請に必要となる情報 

各鉱業権の申請段階における手続きは、おおむね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、ライセンス別に異なる部分がある。別紙 3、別紙 4 及び別紙 5 は、探鉱ライセンス、

保有ライセンス及び採掘リースのそれぞれに、提出が義務付けられている情報の概要を記載

している。 
各ライセンスの申請段階における重要な相違点は、探鉱ライセンスと保有ライセンスには

Programme of Work（作業計画書）の提出が求められており、採掘リースの付与には Mining 
Proposal（採掘提案書）が要求されていることである。以下に要約する。 
• 探鉱ライセンスと保有ライセンスは、機械類で地表に変化を与える作業を行う前に

Programme of Work（作業計画書）を提出しなければならない。 
• 採掘リースの申請には採掘提案書、あるいは鉱化レポートを付属させた、採掘の意図を

記述した陳述書をリース申請書と共に提出しなければならない。 
採掘提案書に必要な情報の詳細は、別紙 6 を参照。 

 
2.4.3  鉱業権の付与に対する異議申し立て 

 いかなる人物も、鉱業権の付与に異議を申し立てることができる。鉱業権付与に異議申立

てがあった場合、異議申立書は監督裁判所（Warden’s Cort。鉱業法に関する紛争を取り扱う
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審判所）に送付され審査される。異議申立が監督裁判所により棄却された場合、監督裁判所

の決定または勧告について、鉱山石油大臣に不服を申し立てることができる。 
 

2.4.4  電子申請について 

 鉱業権の申請者や保有者は、鉱山産業規制保安省の以下のリンク先（Mineral Title Online）
から、鉱業権の申請、更新、各種報告書の提出などの各種手続きを実施することができる。 
 
  Mineral Titles Online (MTO) 

http://www.dmp.wa.gov.au/Mineral-Titles-online-MTO-1464.aspx 
 
 Mineral Title Online で可能な手続きは、以下のものを含む： 

• 鉱業権の申請、延長、更新 
• 異議申し立て、差止請求の提出 
• 鉱業権の申請撤回・修正、全部あるいは一部放棄、移譲 
• Form 5 操業報告書の提出 

 
2.4.5  プロセスの遵守 

豪連邦高等裁判所（豪連邦における最高裁判所）が 2017 年 8 月に示した鉱業権申請プロ

セスに関連する判決により、WA 州鉱業法（1978）に基づく鉱業権申請の手続要件を厳格に

遵守することの必要性が改めて示された。Forrest and Forest Pty Ltd v Wilson [2017] HCA 
30 の裁判において、豪連邦高等裁判所は、採掘リースの申請と同時に鉱化レポートを提出す

ることが、採掘リースの付与を勧告する権限を行使するための必要不可欠な前提条件になる

と判示した。この裁判で提訴された鉱業権申請者は鉱化レポートの同時提出を実施していな

かったため、申請に対して採掘ライセンスを付与すべきという Warden（監督官）の勧告が

無効とされた。 
本件における豪連邦高等裁判所の判断は、WA 州鉱業法（1978）に基づく鉱業権申請時の

要件不遵守による申請者の不利益を免除することに関して、監督官と鉱山石油大臣が幅広い

裁量を有しているという WA 州で広く共有された見解に反するものであった。そのため、こ

の判断は、2006 年以降に付与された採掘リースのうち、鉱化レポートが採掘リースの申請の

後に提出されたものについて、有効性に不確実さを投げかけることとなった。一般論として、

豪連邦高等裁判所のこの判断は、WA 州鉱業法（1978）における手続きやその他要件の不遵

守に対して、裁判所が今後厳格な姿勢で臨むということを示すものであるかもしれない。 
 
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、連邦外資による資産買収及び企業買収法（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）及び海外政府が含まれている。 
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、外国投資審査委員会（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際に、FIRB に対して承認申請を行わな

ければならい。 
• 豪州の土地（採掘リース及び石油生産ライセンスを含み、その価値を問わない）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 20％以上（あるいはその他の外国人と合計で 40%

http://www.dmp.wa.gov.au/Mineral-Titles-online-MTO-1464.aspx
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以上）の権益を所定の金銭的閾値（現時点において、日本法人の投資家の場合

1,094mA$、日本の投資家が豪州の子会社を通じて投資を行う場合 252kA$）を越え

た価値で取得しようとする場合 
海外政府投資家（国営企業又は政府系ファンドを含む）は、豪州の土地取得、豪州の企業

体または事業に対する「直接的権益」の取得、新規事業の開始、採掘、生産または探鉱に関

する権益（ライセンス、リースなど）に対する法的持分あるいは株主持分を取得する前に、

その価値や期間に関わらず、FIRB に届出を行わなければならない。企業体または事業に対

する｢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％）、または企業体・事業に係る権益の取得

によって、外国人が事業の方針も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。勧告を得た後当該投資が豪州の国益に反すると考えた場合、財務大臣は当該

投資に対し承認を拒否することができる。 
 

2.5.2  採掘、生産及び探鉱に関するリース及びライセンス 

 2015 年の FATA の改正により、採掘及び生産に係るリースやライセンスは、現在明示的

に｢豪州の土地｣の定義に含まれることとなり、そのため、これらのリースやライセンスの取

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、探鉱に関する権利の法的地位も明確になった。一般的に、探鉱ライセンス及び許認可

に関する権益の取得は、FATA 上は届出が必要な重要な行為ではなく、FIRB を通じた承認

も必要ではないとされている。ただし探鉱ライセンス及び許認可、鉱物や石油・ガスの探査

に関連する権利は、FATA の一般的なリースやライセンスとは各々異なる義務と権利が課さ

れており、場合によっては規制の適用対象となりうる。そのため、探鉱ライセンス及び許認

可、また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（延長や更新期

間も含め）5 年を超える可能性が高い場合で、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、取得する土地の種別次第で FIRB を通じた承認が必要となる可能性がある。 
 

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。 具体的には、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） 

 豪州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。 
• 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 
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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、2.5.6 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、かかる投資を禁止すべきか否かにつ

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知となる。） 
• 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。） 

 上記の決定実施のため、FIRB は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

連省庁及び機関に対し、申請内容を諮問することがある。 
 

2.5.5  条件付承認及び無条件承認 

 承認は条件付また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

ないことを確実化するために条件を課すことが必要と考えた場合（以下に言及されている税

務関連の｢標準条件｣に加えて）、承認に付随して条件を課すことができる。  
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条件（以下、「標準条件」）を公表して

いる。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 
（以下、「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。ある事案において重大または特定の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

前価格取引を締結すること、もしくは ATO から規則化を求められることまたは具体的状況

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）。申請を審査するための期間は、適切な申請費用が

支払われてから始まる。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、本レポート作成時点において、25,300A$である。鉱業権に対する権益

を取得する際の申請費用についても同額である。 
 

2.6 ジョイントベンチャー（JV）による投資 

2.6.1  ジョイントベンチャー（JV）とは 

 豪州では、ジョイントベンチャー（JV）によって採掘活動を行うことが一般的である。JV
に係る契約では、対象、目的、JV の期間が定められ、また、JV に関する資産の特定、参加

者の利益の定量化、及び JV の運営、管理、支配等について定められる。さらに、JV 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、JV による生産物の使用及

び処分、権益の譲渡並びに JV からの脱退について定められている。 
豪州では一般的に 2 種類の JV が存在する。即ち、法人化 JV（incorporated joint venture）

及び非法人化 JV（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
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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 JV 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、JV 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、

JV 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 JV 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となる。法人形態は存在しないため、当事者

間の契約（即ち JV 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 JV の主要な特徴及び相違点の概要は表 4 のとおりである。 
 

表 4 ジョイントベンチャー（JV）の主要な特徴と相違点 
 法人化 JV 非法人化 JV 

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 

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みなされる場

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 

- 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



33 

- 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 JV
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、

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）。 

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 JV には、一般的に運営委員会

（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 JV に関する個別の取決めは、各 JV 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 JV 形態を検討する上で特に重要な事項は、ファ

ームイン契約である。 
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 JV 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、JV 契約を締結する。 
 

2.6.3  競争法 

 JV を組成し運営するに先立ち、Competition and Consumer Act 2010 （Cth） （以下、

「連邦競争消費者法（2010）」） に規定されている競争法に係る条項に違反していないかど

うか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。 
豪州では、カルテル条項に関与した場合には、民事・刑事の両責任の対象となり、排他的

条項に関与した場合には、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、JV 契約において、JV が生産した鉱物の共同販売に関して定め、さらに

JV が販売する製品の価格、条件及び販売顧客について、JV 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。JV の当事者は、契約において、JV における鉱物生成を除き、そ

れぞれの鉱物生産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する可能性がある。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 JV 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、JV の組成、運用には、連邦競争消費者法（2010）
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 JV 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、カルテル行為の禁止に係る条項を

含む連邦競争消費者法（2010）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
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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について 

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、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。WA 州では、表 

5 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（販売価格）に基

づき算出している。なお、各鉱種に対するロイヤルティ率の詳細に関しては、WA 州鉱業規

則（1981）第 86 条を参照のこと。 

表 5 WA 州におけるロイヤルティのレート及び算出基準 

鉱物 レート及び算出基準 

鉄鉱石 鉄鉱石の種類により異なる。 
• 鉄鉱石精鉱の場合、販売価格の 5% 

• その他の鉄鉱石は、販売価格の 7.5% 

金 会計年度につき、2,500oz までロイヤルティは 課されない。 

2,500oz 以上は、販売価格の 2.5%  

銅、コバルト 金属の形態により異なる。 

• 濃縮物として販売される場合、販売価格の 5% 

• 金属の形態で販売される場合、販売価格の 2.5%  
• ニッケル副産物として販売される場合、ロイヤルティレートは、1t

当たりの総コバルトあるいはニッケル金属価格に、販売されたニッ

ケル副産物中のコバルトあるいはニッケル金属 100 当たりのユニッ

ト数を乗じて、さらに 2.5％を乗じて計算される。  
 

鉛、亜鉛 金属の形態により異なる。 
• 濃縮物として販売される場合、販売価格の 5% 

• 金属の形態で販売される場合、販売価格の 2.5%  
 

ニッケル 販売価格の 2.5％ 

石炭 輸入か輸出かにより変わる。 

• 輸出の場合、販売価格の 7.5% 
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• 輸出ではない場合、1t 当たり 1A$（比較価格の上昇に応じて毎年 6
月 30 日に調整される） 

 
 

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（Double Tax Agreements；「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権を含む）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 か月以内に合計で 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  キャピタルゲイン課税 

 ほとんどの非居住者は、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

（Capital Gain Tax；「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、豪州国税局（Australian Taxation Office:「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 に提出しなかった場合にのみ、

課税の対象となる。なお、資産を取得した者が 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  物品サービス税 

 連邦政府は、登録済又は登録を要する事業体による物品やサービスの提供について、物品

サービス税（Goods and Services Tax:「GST」）を課している。具体的に、豪州に関係した

物品やサービスの提供（前後 12 か月の状況を考慮することとなる）に係る年間の売上高が

75mA$を上回る場合で、当該事業体は登録をする必要がある。各物品・サービスの供給は、

豪州と関係があり、当該事業体の事業のために提供されたものである場合、GST の対象とな

る。GST の税率は、通常 10％である。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 は適用されず、また、金融支援や住宅施設の提供は投入税（input tax）
の対象である。事業体が投入税の対象となる物品や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。 
JV の参加者は、税務長官に申請し、GST JV の認定を得ることができる。GST JV と認定
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された場合、JV のオペレーター（JV の当事者または別の企業）は、参加者を代表して、GST
負担義務、税額控除資格及び JV の業務に係る調整を処理する責任がある。JV のオペレータ

ーにより他の参加者に提供された物品・サービスは、GST の対象にはならない。 
 

2.7.6  譲渡税 

 WA 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。WA 州では、不動産には鉱業や探鉱の権益が含まれる。譲渡税は、譲渡される資産

の価値に応じて限界税率が適用される。WA 州の土地の持分及び土地の移転に付随した動産

の移転に関する譲渡税率は、現在、課税対象価額の 5.15% である。 
 

2.7.7  土地保有税 

 WA 州は、豪州の不動産を所有している一部企業及びトラストに対する持分を取得する取

引に対し、土地保有税を課している。通常、関連・関係企業の保有する土地や動産の価額に

対して課税される。WA 州では、土地保有税は、土地の価額が 2mA$以上であり、かつ以下

のその他の基準を満たした場合にのみ課税される（表 6）。 
 

表 6 土地保有税が課税される権益取得率の閾値 
取得タイプ 閾値 
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 

 
2.8 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際、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後のいずれの場合においても、マネーロン

ダリング防止及び本人確認規程等の規制の対象となる可能性がある。 
 
2.9 土地及びインフラへのアクセス 

2.9.1  私有地へのアクセス 

 WA 州では、たとえ私有地（Freehold land など）に存在していたとしてもすべての鉱物は

州の所有物であるとみなされる。ただし、土地の所有許可を 1899 年以前に取得していた場

合で、金、銀、及び貴金属以外の鉱物の場合は、その土地所有者のものであるとなる。私有

地で鉱物を調査したり採掘したりするには、採掘活動を始める前に、鉱業権を鉱山産業規制

保安省から取得しなければならない。また、WA 州鉱業法（1978）に基づく鉱山石油大臣の

権限及び同法に基づく補償その他の取決めにより、地表から 30m 以深の地下に関しては、最

終的に私有地の所有者の合意がなくても鉱業権を取得することが可能であることが多い。前

述の通り鉱山産業規制保安省は WA 州鉱業法（1978）に基づき、鉱物資源に関する調査、採

掘及び開発に係るライセンスとリースの発行を所管している。これらの鉱業権は、下記のと

おり、その保有者に所定の義務を課している。 
･ 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 
採掘権に基づく採鉱活動を開始することの承認は、ライセンス取得者が土地の所有者から
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書面での同意を取得するか（ほとんどのケースで必要）、またはライセンス取得者が土地所有

者との間で補償に係る合意を得た場合に初めて付与される。補償に係る規定は、土地所有者

が、鉱業権に基づく活動や、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や損害が、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。 
 

2.9.2 州有地へのアクセス 

 州有地（State land または Crown land）（Land Administration Act 1997 （WA）に基づ

く鉱業、一般活動、公益事業のための保護地、木材及び牧畜目的のリース地、都市利用リー

ス地及び先住民による利用や福祉目的でのリース地を含む）は、WA 州鉱業法（1978）に基

づき鉱業のために利用可能となっている。しかし、州有林及び州道といった州有地ならびに

伝統的土地所有者のために保護された土地や、その他の保護地に探鉱及び採掘活動を目的と

してアクセスすることは一般的に制限されている。WA 州では、州有地において探鉱及び採

掘活動を行う場合には、WA 州の州有地担当大臣（Minister for Land）の承認が必要となる。 
 

2.9.3  計画スキームに基づいた承認 

 WA 州では土地の利用開発と経済、社会、環境問題を調和させてより良く活用するため、

「計画スキーム（Planning Scheme）」と呼ばれる制度を導入し、例えば特定の土地利用計画

を定めた区画を都市部や地方部という条件に合わせて、州や各地方自治体が設定できるよう

にしている。WA 州鉱業法（1978）の第 120 条では、WA 州鉱業法（1978）に基づいて申請

された鉱業権の付与に対して、（計画スキームで決定された土地利用計画と異なる目的とい

う理由で）付与を禁止したり影響を及ぼしてはならないことや、WA 州鉱業法（1978）に基

づく採掘活動の実施に影響を与えてはならないことが規定されている。ただし、1899 年以前

に民有地に転換された土地における貴金属以外の鉱物や鉱産物の採掘などに関してはWA州

鉱業法（1978）の適用が制限されており、プロジェクトの実施に際し、計画スキームより設

定された使用計画の異なる土地を鉱業プロジェクトへの活用目的で利用開始する際に承認

が必要となる場合があるため、プロジェクト提案者は、提案された活動に適用される区画及

び計画・開発承認要件を考慮に入れる必要がある。 
 

2.9.4  インフラへのアクセス 

 エネルギーネットワーク、港湾、鉄道又は選鉱場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、連邦競争消費者法（2010）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、第三者が金額または条件に不満を有する場合、豪州競争消費者委員会

（ACCC）に仲裁を求めることとなる。 
National Access Regime に加え、インフラの種類別及び産業別の Access Regim 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、
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他の企業が有するインフラ施設の使用を希望するが、当該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。 
 

2.10 環境関連規制 

2.10.1 鉱業権と環境規制 

 WA 州では、新規鉱業プロジェクトの開始または既存鉱業プロジェクトの重大な変更に際

し、環境に関する各種の承認が必要となる。鉱山産業規制保安省は、WA 州における鉱物、

石油、地熱資源の責任ある開発の管理を責務としており、環境コンプライアンスの遵守や最

善の環境マネジメント導入実施を産業界に課している。資源環境規制グループの環境部が

WA 州における探査開発に関わる申請の評価を実施しており、稼働プロジェクトの環境監査

や調査も実施している。探鉱ライセンス発給後の作業計画書や採掘リース発給に必要な採掘

提案書、閉山計画書などの提案書が、WA 州鉱業法（1978）に基づいた鉱山産業規制保安省

による環境承認の対象となっている。鉱業プロジェクトでは、採掘活動のサイクルにおける

操業、閉山、原状回復の各段階における条件を設定するために、鉱業権の付与に環境条件が

課される、または鉱業権にリンクしている文書（閉山計画など）に条件が付与されるケース

が多い。 
 

2.10.2 環境影響アセスメント 

プロジェクトが大規模で環境に重大な影響を及ぼす可能性が高いと判断される場合には、

WA 州環境保護法（1986）に基づいた環境影響アセスメントのため、提案書は WA 州環境保

護委員会に回付される。提案書の回付は、プロジェクト提案者、無関係の第三者、政府機関

または州環境大臣が行うことができる。その後、WA 州環境保護委員会は、提案の内容に関

して環境影響アセスメントを実施する必要があるかどうか、実施する場合はその内容と水準

（公開レビューを含む可能性がある）を決定した後、以下のような事項（ただし、これに限

らない）に関して環境影響アセスメントを実施する。 
･ 海：底生生物の共同体及び生息地、沿岸環境、海洋環境質、海洋動物相 
･ 陸：植物相と植生、地形、地中の動物相、陸上環境質、陸生動物相 
･ 水：水文環境、内陸水域の環境質 
･ 空気：空気の質 
･ 人：社会的環境、人体の健康 
環境影響アセスメント完了後、WA 州環境保護委員会は報告書を作成し、提案されたプロ

ジェクトが実施されるべきかどうか、及び必要であれば実施の際の前提条件について州環境

大臣に勧告する。WA 州環境保護委員会報告書の内容と勧告に対し、第三者は不服を申立て

ることができる。これらの手続が完了した後、州環境大臣が提案されたプロジェクトが実施

されるべきかどうかに関して判断を下す。実施許可が出た場合、承認は「大臣声明」として

公表される。提案者は、大臣声明とその条件に従い、責任を持ってプロジェクトを実施しな

ければならない。 
なお、環境保護委員会による環境影響アセスメントが必要ないと判断されたプロジェクト

に関しては、WA 州環境保護法（1986）に基づき鉱山産業規制保安省に管理権限が譲渡され

ている「Clearing Permit」と呼ばれる原生植物を除去するための認可を取得する必要があ

る。 
 

2.10.3 種々の環境規制 

プロジェクトによっては生物多様性に係るWA州法及び連邦法に基づく承認の取得が必要

となる場合がある。プロジェクトが在来植物、特定の保護対象となる動植物相または生態学

的共同体に影響を与える可能性がある場合、WA州環境保護法（1986）、Wildlife Conservation 
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Act 1950 （WA）（「WA 州野生生物保護法（1950）」）及びその代替法である Biodiversity 
Conservation Act 2016 （WA）（「WA 州生物多様性保護法（2016）」）及び/または連邦環境

保護生物多様性保全法（1999）に基づくその他の承認が必要となる可能性がある。また、在

来植物（native vagatation）の除去が必要となる場合、WA 州環境保護法（1986）や

Environmental Protection （Clearing of Native Vegetation） Regulations 2004（「環境保

護（在来植物の除去）条例（2004）」）に基づき、水・環境規制省から委任された鉱山産業規

制保安省より在来植物除去許可を取得する必要がある。 
このほか鉱業プロジェクトでは、周辺環境への排気や排水を伴う特定のタイプの建屋や敷

地に関して、水・環境規制省からの「作業認可」や「操業ライセンス」を取得することが必

要となる場合もある。これらの認可及び及びライセンスは、WA 州環境保護法（1986）に基

づいて発行され、発行の前提条件として課された条件に従い、所定の水準での環境への排気・

排水が許可される。水・環境規制省が一般にこれらの承認及びライセンスの執行を担当して

いる。 
なお、上述の通り鉱業権に関する提案書の環境承認は複数の承認、監督官庁にまたがる可

能性があるため、提案者の負担を軽減するため、WA 州による環境関連手続・認可の一部は

鉱山産業規制保安省が「Parallel processing of approvals」と称した提案書の一元受付及び

手続を実施している。 
 

2.10.4 連邦政府の環境に関する承認 

 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

に関する承認に係る WA 州の手続きは、連邦環境保護生物多様性保全法（1999）を含む連邦

法の影響を受けている。連邦環境保護生物多様性保全法（1999）は、国家の重要な環境に係

る所定の事項（「国家的環境重要事項」）の保護を目的としており、特に大規模な資源開発プ

ロジェクトは、同法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。連邦環境保護

生物多様性保全法（1999）による認可が必要となるケースは、プロジェクトの確実性の担保

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。 
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（条件付を含む）について規定している。連邦政府への照会

は、鉱業プロジェクト実施者自身がプロジェクトを自身で評価した上、実施する必要がある。

連邦政府に照会された鉱業プロジェクトは、連邦環境大臣により国家的環境重要事項に対し

重大な影響を及ぼす可能性が高いかどうかが判断され、高いと判断された場合、当該プロジ

ェクトの実施には連邦環境保護生物多様性保全法（1999）に基づく連邦環境大臣の認可が必

要となる。 
連邦環境保護生物多様性保全法（1999）に基づく連邦政府によるプロジェクトの評価及び

承認に関して、連邦環境保護生物多様性保全法（1999）は連邦政府と州政府が協定（Bilateral 
Agreement）を締結することで、連邦政府の権限を州政府に委譲することを定めている。WA
州政府は連邦政府との間で環境影響評価に関する協定（Assessment Bilateral Agreement）
を 2014 年に締結しており、WA 州政府が実施した環境影響アセスメントの結果を、連邦政

府は連邦環境保護生物多様性保全法（1999）に基づく評価に利用することが可能となってい

る（ただし、連邦環境大臣が別途調査実施を命じた場合は、その調査を実施して報告書を作

成する必要がある）。承認に関しては、環境認可に関する協定（Approval Bilateral Agreement）
が現状未締結であり、WA 連邦政府からとは別に連邦環境大臣の認可を取得する必要がある。 

 
2.11 先住権原関係の規則 

2.11.1 先住権原の保護に関する法令の概要 

 豪州の法律は、一定の状況におけるアボリジニ及びトレス海峡諸島民（伝統的土地所有者；

Indigenous people）に代々伝わる土地への繋がりを認識し、かつ保護している。ライセンス
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保有者と伝統的土地所有者との関係は、豪州における鉱業プロジェクトを成功させる重要な

決定要因となり得る。WA 州では、様々な法令が伝統的土地所有者の土地に関する権利と利

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。 
• 当該プロジェクトが、先住権原（Native Title, 下記 2.11.2 参照）が存在する、又は

存在しうる可能性がある地域に所在しており、連邦先住権原法（1993）に基づく手

続きに従う必要がある場合。 
• 伝統的土地所有者にとって文化的重要性の高い土地及び地表に存在する遺物を保

護する法令であり、通常、採掘提案者に重大な義務を課している Aboriginal 
Heritage Act 1972 （WA）（「WA 州アボリジニ遺産法（1972）」）に基づく要件があ

る場合。 
 

2.11.2 連邦先住権原法（1993） 

 先住権原とは、陸地及び水上に存在する伝統的土地所有者固有の法令や慣習から生じた伝

統的土地所有者の一連の権利及び権益を正当化する法律上の原因である。豪州における先住

権原は、1992 年に裁定が下された「マボ判決」により、それ以前に豪州が採用していた「無

主地の法理」の教義が否定されたことに端を発して成立した、連邦先住権原法（1993）によ

り定められている。連邦先住権原法（1993）は連邦法であり、先住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おり、各州・準州に適用される。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。 
• 先住権原の保護：伝統的土地所有者の権原を承認し保護すること 
• 従前の無効とされた所有権の合法化：無効と判断される可能性のあった過去の行為

や活動を、伝統的土地所有者の権原が存在することにより有効・合法なものとする

こと 
• 将来の行為の有効化：伝統的土地所有者の権原に影響を与える行為や取引を推進す

る方策（鉱業権を新規に付与することを含む）を規定し、かつそれらの行為や取引

の基準を規定すること 
• 先住民の権原に関する紛争解決：伝統的土地所有者の権原の請求に対する裁定の仕

組みを構築すること 
 

2.11.3 先住権原の所在 

 豪州では一般的に、自由保有不動産（Freehold land）上には先住権原は存在しておらず、

先住民の権原は州所有地（Crown land）と関連する土地、通常州有の森林、河床、河岸、沿

岸地域、官有保留地に存在している。未使用の州所有地やかつて伝統的土地所有者により保

有されていた地域などの特定の地域において設定され、伝統的土地所有者が強い権利を持つ

「“排他的”先住権原」と、その他の地域に設定され他の権益と権利と共有する「“非排他的”

先住権原」が存在する。後述する鉱業権その他のプロセスにおいて「排他的」か「非排他的」

かは区別されないが、「排他的」先住権原の方が、伝統的土地所有者がより強い権利と権益を

保有するため、交渉や調停、仲裁などにおいて強い立場を持つこととなる。 
豪州では、多くの鉱物資源の開発が遠隔地で行われるため、先住権原の存在（または存在

の可能性）はプロジェクト提案者にとって一般的な問題で、連邦先住権原法（1993）及び関

連する法令遵守の観点、また、企業の社会的操業責任という観点からも重要である。その結

果、先住権原の要件への対応は、しばしば提案者の鉱業権管理担当者、法務担当者、対外交

渉担当者による統合されたアプローチの一環として行われる。  
 なお、最新の先住権原の分布状況などの情報は、国立先住権原審判所の以下のホームページ

において確認が可能である。 
 http://www.nntt.gov.au/assistance/Geospatial/Pages/default.aspx 
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2.11.4 先住権原の消滅事由（土地保有権・公共事業の施工） 

 連邦先住権原法（1993）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、先住権原が消滅する

ことが認められている。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

権原が存続することはない。隣接する土地上に先住権原が存続しているか、又は消滅してい

るかを審査するために、通常プロジェクト提案者はプロジェクト予定地の先住権原の状況を

調査する。消滅していることが判明した場合、連邦先住権原法（1993）に関する事項に関し

更なる検討を行う必要はない。なお、たとえ先住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おり、WA 州アボリジニ遺産法（1972）の遵守と対応は必要であ

る。 
 

2.11.5 将来の土地利用 

 連邦先住権原法（1993）は、1994 年 1 月 1 日以降豪州の陸上及び水域において生じる全

ての行為を統制する仕組みを設けることにより、既存の先住権に影響を与える可能性のある

不当な干渉から伝統的土地所有者の権利と権益を保護している。かかる統制の対象となる行

為は、「将来の行為（future acts）」と呼ばれている。将来の行為（鉱業権の付与を含む）は、

連邦先住権原法（1993）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、そのような将来の行為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、将来の行為の種類によって異なる。一般的に、先住権原への影響が大きけれ

ば大きいほど、より負担の大きな手続きを踏むことが必要となる。 
 

2.11.6 簡易手続と right to negotiate 

鉱業権のうち、探鉱ライセンス及び保有ライセンスの取得は、基本的には連邦先住権原法

（1993）に規定された「簡易手続」によることとなる。簡易手続は、先住権原に与える影響

が最小限であると考えられるライセンス等の州政府による迅速な付与を目的とするもので、

簡易手続による付与が決定された場合、後述する「right to negotiate」プロセスは適用され

ない。簡易手続によりライセンス等が付与される場合、先住権原保護条件（Native Title 
Protection Conditions）が付帯条件として付与される。 
簡易手続を進めるために、申請者は、標準様式の遺産契約（heritage agreement）に署名

し該当する地域の先住権原保有者に提供するか、または現在有効な遺産契約が既に締結され

ていることを証明しなければならない。申請者は、当該申請が簡易手続きの対象となること

などを供述した法定宣誓書を鉱山産業規制保安省に提出する必要がある。この申請を受けた

州政府は、申請に関係する地域に先住権原を保有するあるいは先住権原を申請中の先住権登

録申請者（個人あるいは団体）に通知しなければならない。もし当該地域に先住権原が設定

されておらず、伝統的土地保有者が先住権原申請を実施していない場合、その伝統的土地保

有者は通知後 3 か月以内に先住権原申請を連邦裁判所に提出することが出来る。 
ライセンスの付与（つまり、将来の行為）によって影響を受ける先住権登録申請者は、申

請者による法定宣誓書の提出が州政府から当該先住権登録申請者に通知された日から 4か月

以内であれば、この申請に対して異議を表明する権利を有する。先住権登録申請者からの異

議がなければ、州政府は簡易手続に則って申請者に対してライセンスを付与することが可能

となる。 
一人または複数の先住権登録申請者が、上記申請に異議を表明した場合には、国立先住権

原審判所が、当該申請が本当に簡易手続の要件を満たしているかどうか、審査を行わなけれ

ばならない。申請が簡易手続きの対象になるとの判断がなされれば、政府の関係当局は簡易

手続きに従って鉱業権を付与することができる。逆に先住権原保有者による異議が認容され

ると、申請手続きは「right to negotiate」のプロセスに移行する。簡易手続における協議プ

ロセスの中で、申請者と先住権登録申請者との間で合意が成立することも多く、その場合に

は異議が取り下げられ簡易手続きが進められる。この簡易手続きは、Esperance Nyungar 及
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び South West Settlement において先住民土地使用契約（ILUA）が締結・登記されている

地区、並びに Kimberley 地域においては適用されない。  
鉱業権のうち、採掘リースの申請の場合には、連邦先住権原法（1993）に規定されている

手続要件の中で最も重要な手続きである「right to negotiate」を経ることが必要となる。こ

の right to negotiate のプロセスの概要は、別紙 8 の表に示す。同手続きは、採掘リースの

申請者と先住権原が影響を受ける可能性のある先住権登録申請者との間で、プロジェクト計

画案の諸条件について誠実に交渉（negotiation in good faith）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、先住権登録申請者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。right to negotiate プロセスにおいて、申請者と先住権登録申請者が合意に至った場合、

「第 31 条合意書（Section 31 Agreement）」が締結され、国立先住権原審判所に登記され、

採掘リースの発給手続に移行する。 
交渉から 6 か月を経過しても合意に至らない場合、採掘リースの申請者は、国立先住権原

審判所に対して、採掘リースの付与手続きを進めることができるか否かの仲裁裁定（future 
act determination）の実施を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

の事項を含む所定の基準を考慮しなければならない。 
• 採掘リースを付与することで先住権原及び重要な財産に与える影響 
• 先住権登録申請者の要求 
• 豪州及び付与を行う州又は準州における、当該プロジェクトの経済的或いはその他

の影響 
• 採掘リースの付与に関する公共の利益の観点 

国立先住権原審判所は、その仲裁裁定を条件付きとすることができる。ただし、金銭的条

件を付すことは認められていない。特に重要なことは、採掘リースの申請者及び州政府が、

先住権登録申請者と誠実に交渉を実施したことを前提として、国立先住権原審判所が決定を

下すことができるという点である。仮に先住権登録申請者が採掘リースの申請者及び州政府

に誠実な交渉が欠如していると主張した場合、国立先住権原審判所は仲裁裁定に取り掛かる

前段階として、まず交渉にあたって誠実な交渉が実施されたかどうかを判断しなければなら

ない。簡易手続、right to negotiate、仲裁の流れを示した図を別紙 9 に示す。 
一般目的リースや多目的ライセンス等の付帯的な鉱業権を取得する際には、通常、連邦先

住権原法（1993）に規定する right to consult の手続きを経ることが必要となる。この場合、

政府は当該鉱業権の設定により将来の行為が予定されている土地及び水域に関係する先住

権登録申請者に対し通知を行う。先住権登録申請者は、通知の日から 2 か月以内に、当該鉱

業権の付与に対して反対を表明することができる。反対が表明されると、鉱業権の申請者は

反対を表明した先住権登録申請者との間で、鉱業権の付与に基づく行為が先住権登録申請者

の権利及び利益に与える影響を最小化する方法について協議しなければならない。  
上記の right to consult のプロセスは、right to negotiate のプロセスとは若干異なってお

り、後者ほど複雑なものではない。鉱業権付与の反対が継続する場合には、連邦先住権原法

（1993）の規定により、独立の第三者が案件について仲裁判断を行う必要がある。現在、こ

の「独立の第三者」とは、WA 州の主席審判官（Chief Magistrate）のことである。主席審判

官は、申請を認めることも拒絶することもでき、先住権原についての権利や権益との関係で、

鉱業権付与の認可に条件を設定することもできる。主席審判官の決定に対する不服申立てを

鉱山産業規制保安省に行うことも可能であり、その場合鉱山産業規制保安省は、不服申立て

を認めるか拒絶するかの判断を行うことができる。 
先住権原法は、登録済先住権原主張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、慎重に交渉や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。 
 

2.11.7 先住民土地使用契約 

 2.11.6 で説明した簡易手続や right to negotiate のほかに、先住権原を巡る主要な契約と

して先住民土地使用契約（ILUA）があり、探鉱ライセンスや採掘リース申請の際、簡易手続
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や right to negotiate の代わりに ILUA を締結することも可能である。ILUA は先住権原に

関係した自主的な合意に基づくもので、先住権原に関係する内容が含まれていること（ただ

し、それ以外の合意内容が含まれていても良い）、先住権登録申請者あるいは先住権原登録団

体（Registered Native Title Body Corporate: 先住権原の信託団体）と鉱業権申請者等の間

で締結されること、一旦登記されれば合意地域内の先住権原保有者全員を、契約当事者であ

るかどうかに関わらず法的に拘束することが特徴である。ILUA 締結の利点は、同契約は将

来の行為の内容とそれに対する補償、遺跡及び文化の保護、先住権原と他の権利の共存方法

や先住権原に起因する権利と権益の放棄など、先住権原に関する広範な事項を扱うことがで

きること、先住権原が設定される前であっても、合意された地域内の陸上・水域において開

発を伴う活動実施を希望する申請者に投資確実性をもたらすこと、多くの場合手続、通知、

登記が 6 か月以内に完了すること、先住権原設定申請の代替プロセスとなることが挙げられ

る。 
 ILUA には、Body Corporate Agreement、Area Agreement、Alternative Procedure 
Agreement の 3 種類の契約が存在する。Body Corporate Agreement は、先住権原登録団体

と鉱業権申請者に代表される第三者の間で先住権原問題に関して合意されるもので、対象地

域全域に先住権原が設定されている場合に締結される。Area Agreement は、先住権原が未

だ申請あるいは認定されていない地域をも対象とすることができ、先住権登録申請者、先住

権原登録団体、その他の先住権を保有しているあるいは保有を主張している人々と第三者の

間で締結されるものである。Alternative Procedure Agreement は、先住権原が未だ申請あ

るいは認定されていない地域を対象に、先住権登録申請者や先住権原登録団体と州政府、第

三者の間で締結されるもので、この Agreement は先住権原に基づく権利と権益の放棄に関

する合意は出来ない。国立先住権原審判所はこれらの ILUA の交渉を援助し、合意された契

約の登記を実施している。上記 3 種の ILUA のうち、鉱業権の申請予定地域においてどれが

最も適しているかに関しても、国立先住権原審判所とよく相談してから交渉を開始するべき

である。 
 

2.11.8 WA 州アボリジニ遺産法（1972）  

 文化的に敏感な環境下で、環境に大きな影響を与えうる鉱業やその他の活動を行うことは、

アボリジニの文化遺産に重大な損害を与える可能性がある。WA州アボリジニ遺産法（1972）
は、本法が適用されるアボリジニの遺産の適切な保護と保存を保証することを目的として制

定された。WA 州アボリジニ遺産法（1972）によれば、同法により定義されるアボリジニ遺

跡を発掘、破壊、き損、隠匿、または改変する人物は、アボリジニ遺跡登記官（Registrar of 
Aboriginal Sites）の許可、または、アボリジニ担当大臣（Minister of Aboriginal Affairs）
の同意がない場合、不法行為を犯したとみなされる。 

WA 州アボリジニ遺産法（1972）におけるアボリジニ担当大臣の役割は、合理的に実行可

能な範囲のなかで、伝統的な、または現時点でアボリジニの人々にとって神聖で儀式的な、

あるいは儀式の重要性を持つ WA 州のすべての場所を適切に記録し、その重要性を評価する

ことである。しかし、同法の定義に合致する遺跡であると判断されることを前提として、過

去に特定あるいは登記されているか否かにかかわらず、アボリジニのすべての遺産は、WA
州アボリジニ遺産法（1972）によって保護されている。 
提案された鉱業活動がどのようにアボリジニの遺産に影響を及ぼすか、WA 州アボリジニ

遺産法（1972）に違反していないかを評価するため、鉱業権等の権利保有者・申請者は、慎

重なデューデリジェンスを実施するべきである。デューデリジェンスには以下のいずれか、

または全部の事項を含むことが好ましい。 
(a) 活動が行われる場所の環境の評価 
(b) 提案された活動がその環境に与える潜在的な影響の評価 
(c) Register of Aboriginal Sites（アボリジニ先住民登録簿） 及びAboriginal Heritage 

Inquiry System（アボリジニ先住民遺産照会システム）の検索 
(d) 関連するアボリジニの人々との協議 
(e) 関連するアボリジニの人々と共同でアボリジニ遺跡調査の実施及びアボリジニ遺
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産対象地の特定 
(f) その他のアボリジニ遺産管理戦略 

 提案された鉱業活動がアボリジニの遺跡に影響することが避けられない場合は、WA 州ア

ボリジニ遺産法（1972）に基づき、アボリジニ担当大臣の同意を求めることが可能である。

Aboriginal Cultural Material Committee（アボリジニ文化財委員会）は大臣への同意申請

の内容を検討し、アボリジニ担当大臣に勧告を提出する。それを受け、アボリジニ担当大臣

は土地の使用に同意するか否かを決定する。同意する場合、条件を課すこともできる。 
アボリジニの遺跡が法的同意や承認なしに発掘、破壊、き損、隠匿、または改変された場

合、当該行為は犯罪と見なされ、罰金及び拘留の処罰が適用される可能性がある。 
 

2.12 労働法 

2.12.1 一般的な労働法の枠組み 

 豪州における産業関連労働法制は、Fair Work Act 2009 （cth） （以下、「連邦フェアワ

ーク法（2009）」） において規定されている。連邦フェアワーク法（2009）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、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（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

ての最低条件を規定） 
• 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被雇

用者間に関する最低限の労働条件について規定） 
雇用者は以下を遵守しなければならない。 

• 各州及び準州（WA 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） 
• 連邦の退職年金（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） 
 さらに、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団体労働協約

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（「フェアワーク委員会」）の承認を得

なければならない。 
 

2.12.2 不当解雇 

 連邦フェアワーク法（2009）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。 
 

2.12.3 悪影響を与える行為と差別 

 連邦フェアワーク法（2009）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」、つまり、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。州及び連邦の差別法は、広範囲の雇用におけ

る差別を禁止している。 
 

2.12.4 労働組合 

 連邦フェアワーク法（2009）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。連邦フェアワーク法（2009）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
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利が与えられている。連邦フェアワーク法（2009）は、原則として、労働組合が労使交渉の

際の労働者代表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（greenfields 
agreements）を締結する場合は、労働組合の合意がその要件となり、合意を承認することが

公共の関心事である必要がある。労働組合は、以下のいずれかに該当する場合、所定の権限

を有する職員または従業員を介し、組合に所属する構成員が勤務する施設に立ち入ることが

認められている。 
• 食事休憩などの時間に、労働組合が代理す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 
• 労働安全衛生に関する法令違反の有無を調査する場合 

 
2.12.5 労働安全衛生 

 WA 州の労働安全衛生は、Mines Safety and Inspection Act 1994 （WA） （以下、「WA
州鉱山安全検査法（1994）」） 及び Occupational Safety and Health Act 1984 （WA） （「WA
州職業安全健康法（1984）」）を含む広範な法律に規定されている。これらの法律は、労働安

全衛生に関する重要な原則、義務及び権利を定めている。 
WA 州鉱山安全検査法（1994）は、鉱山において安全で健康的な職場を維持し、職場の人々

を危険から守るための善良な管理者の注意義務（善管注意義務）を規定し、安全及び衛生の

責任者に求められる行動を記述している。善管注意義務は、以下の人々に適用される。 
• 雇用者 
• 従業員 
• 請負業者とその従業員 
• 人材派遣業者とその派遣作業員 
• プラントの設計、供給、設置、メンテナンスに携わる人々 

WA 州鉱山安全検査法（1994）は、実行可能であることを条件に、従業員が危険に晒され

ないような「労働環境」を雇用者が提供し維持しなければならないと規定している。「労働環

境」の定義は同法では示されていないが、鉱山における「職場」とは、従業員または自営業

者が業務を行う可能性のあるすべての場所と定義されている。危険とは、人を傷つけたり、

健康を損なったりするあらゆることを包含し、「実行可能」という用語の法律上の定義は、次

の事項に関して合理的に実行可能であることを意味する。 
• 潜在的な傷害または健康への害の重大性 
• リスクの度合い 
• 傷害または害に関する知識の状態、その傷害または害のリスク、及び危険を除去ま

たは緩和する手段 
• 危険を取り除く、またはコントロールする手段の可用性、適切性及びコスト 

雇用者はまた、従業員が職場で危険に晒されないようにするという一般的な義務に関連す

る具体的な義務を負う。 
• 雇用者は、鉱山の現場で安全な職場、プラント及び作業システムを提供し、維持し

なければならない。 
• 雇用者は、労働安全衛生問題に関して、安全衛生担当者及び他の従業員と相談し、

協力しなければならない。 
• 雇用者は、従業員に十分な情報、指示、訓練及び監督を提供する必要がある。 
• 雇用者は、適切な保護服及び機器を提供して従業員を保護しなければならない。 
• 雇用者は、鉱山におけるプラント及び物質の使用、取扱い、保管、清掃、保守、運

搬及び処分によって、従業員が絶対に危険に晒されないようにする。 
• 雇用者は、登録されたプラントでの傷害及び事故に関わる報告要件を遵守しなけれ

ばならない。 
• 雇用者は、従業員の労働安全衛生監視システムを確立し、維持しなくてはならない。 
• 主たる雇用主と鉱山管理者は、実行可能な範囲で、鉱山で活動している、または鉱

山に出入りできる人が危険に晒されていないことを確実にしなければならない。 
WA 州鉱山安全検査法（1994）は、善管注意義務が、相談、協力、職場の基準及び問題解
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決のための手続きにより支えられる枠組みを提供する。さらに、下位規程である Mines 
Safety and Inspection Regulations 1995 （WA）（「WA 州鉱山安全検査規則（1995）」）は、

特定の作業状況に適用される要件を概説している。この規定には、必要な書式、健康の監視

及びリスクが高い作業の国家ライセンス制度に関する条項が含まれている。 
WA 州職業安全健康法（1984）は、業務遂行に関与する様々な当事者に、その他の人々に

対する善管注意義務を課している。主な善管注意義務は雇用者に対して課されて、雇用者は

関連事項の管理を維持することができる範囲内で、従業員及びその他の労働者に関してかか

る義務を遂行しなければならない。WA 州職業安全健康法（1984）は、実行可能な範囲で、

従業員が危険にさらされない作業環境を提供し、維持するための一般的な義務を雇用者に課

している。この善管注意義務には、以下に関連する下位義務が含まれる。 
• 安全な職場、プラント及び作業システムの提供と維持 
• 従業員が安全に作業を行うための情報、指導、訓練の提供 
• 安全衛生担当者との相談、協力 

WA 州職業安全健康法（1984）はまた、従業員であるかどうかにかかわらず作業員が作業

に従事している場所、あるいは作業に従事しているとみなされる場所、またその場所へのア

クセス手段及び脱出手段を、いかなる程度であれ管理している人物に対して、善管注意義務

があるとしている。かかる人物は、実行可能な範囲で、職場にいる人々、または職場に出入

りすることができる人々が危険に晒されないような措置を講じなければならない。プラント

の製造者及びサプライヤーにはさらに義務が課される。WA 州職業安全健康法（1984）は、

従業員に対しても、職場における自らの安全衛生を適切に守り、他者の安全や健康に悪影響

を及ぼすことを避ける義務を課している。また、従業員は、雇用者が WA 州職業安全健康法

（1984）で課された義務の履行に協力しなければならない。 
WA 州職業安全健康法（1984）及び下位規程の  Occupational Safety and Health 

Regulations 1996 （WA）は、騒音防止、職場のアメニティ、消防設備、プラントの使用、

応急処置施設や危険物質など、幅広い問題に関連してさらに義務を課す。WA 州職業安全健

康法（1984）は、雇用者、自営業者及び従業員に実践的な指導を提供する目的で、Minister
が実務規範を承認することも規定している。認められた規範への適合は、雇用者が WA 州職

業安全健康法（1984）と規制を遵守していることを示すことになる。 
2017 年 7 月、WA 州政府は、以下のものを含む複数の安全関連法に代わって単一の Work 

Health and Safety 法案（Bill）の作成に賛成した。 
• WA 州鉱山安全検査法（1994） 
• WA 州職業安全健康法（1984） 
• Petroleum （Submerged Lands） Act 1982 （WA） 
• Petroleum and Geothermal Energy Resources Act 1967 （WA） 
• Pipelines Act 1969 （WA） 

この法案は、資源セクターがリスク対応型のプロセスを使用することを可能にし、石油産

業及び重大な危険設備用のセーフティーケース制度を支援するという、業界特有の規制に支

えられている。2019 年中頃にもこの新法案の導入が見込まれる。 
WA 州政府は、豪州（VIC 州を除く）の他の地域で適用されている調和がとれた労働安全

衛生法に従い、WA 州鉱山安全検査法（1994） 及び WA 州職業安全健康法（1984）に基づ

いて課される罰金を大幅に引き上げる法案も打ち出した。承認されれば、企業は深刻な傷害

または死亡に至る違反（初回）に対して最高 2mA$の罰金が科され、重大な過失を伴い深刻

な傷害または死亡をもたらす違反が発生した場合は、最高 2.7mA$の罰金の対象となる。2 度

目以降の罰金は 3.5mA$に増加する。 
 

2.12.6 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または疾病に際し、労働災害補償を規律す

る法令、及び補償コストを担保する強制加入保険システムを確立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義務付けられている。WA 州で
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は Workers Compensation and Injury Management Act 1981 （WA）が適用される。 
 
2.13 原状回復義務 

2.13.1 原状回復義務の概要 

WA 州の鉱業制度の重要な要素の一つに、鉱業活動の終了後、鉱業権の保有者が鉱業活動

の対象となる土地を確実に原状回復させる義務があることが挙げられる。閉山した鉱山に対

する鉱山産業規制保安省の主たる目標は、原状回復された鉱山が人間や動物にとって物理的

に安全であること、地質工学的に安定であること、地化学的に無害・無汚染であること、合

意された採掘後の土地利用計画を維持し続けることである。この原則が守られる範囲内にお

いて、ピットなど採掘跡の埋め戻しは、WA 州においては必ずしも求められているものでは

ない。一方 WA 州環境保護委員会の主たる目標は、生態学的に持続可能な方法で鉱山施設が

破却され、原状回復されることである。 
原状回復には、採掘活動によるダメージの修復、廃石や廃滓の被覆、インフラの撤去、廃

棄物の処理、汚染地域の処理、再植林等の活動が含まれる。通常、以下の 2 つの原状回復作

業が必要となる。 
• 進行性の原状回復作業：対象地の原状回復に向けた継続的な作業 
• ライセンス終了に伴う原状回復作業：関連するライセンスの有効期間が終了するタ

イミングで実施される作業 
原状回復義務に関する要件は、WA 州鉱業法（1978）の下で鉱業権を取得する前提として

鉱業権者に課せられることがある。また、州及び連邦政府の環境認可条件の一部として、同

様の要件が課される場合もある。 
 

2.13.2 閉山計画 

 WA 州鉱業法（1978）はすべての採掘リースに対し、州政府による閉山計画の承認を要求

している。閉山計画は、関連省庁と WA 州環境保護委員会が作成したガイドラインに従って

作成しなくてはならない。 
閉山計画には、提案される鉱業プロジェクトの破却計画や、関連する土地の原状回復に関

する情報が含まれていなければならない。また、鉱山閉鎖費用の準備が十分行われているこ

とを示すために、鉱山閉鎖原価計算方法の概要を加える必要がある。閉山計画は、採掘が進

み閉鎖が近づくにつれて、計画内容がより充実したものであることを確認し、審査を受ける

ために 3 年ごとの提出が義務付けられている。これとは別に、Contaminated Sites Act 2003 
（WA）に基づき、提案者が汚染を引き起こしたり、汚染に寄与したりした場合、当該土地を

修復する義務が課されることがある。 
 

2.13.3 鉱山原状回復基金賦課金 

 Mining Rehabilitation Fund Act 2012 （WA） （以下、「WA 州鉱山原状回復基金法（2012）」） 
の下で、鉱業権保有者（規制からの適用除外が定められた州協定の適用を受ける鉱業権を除

く）は、毎年鉱業権内における活動内容の評価情報を収集して提出し、鉱山原状回復基金賦

課金（Mining Rehabilitation Fund Levy）を期限までに支払わなければならない。これによ

り得られた資金は、原状回復を達成するための他の選択肢が潰えた状況下（たとえば、鉱業

権者から何らかの事情により基金が回収できない休廃止鉱山）で、採掘現場を原状回復する

ために使用することが可能である。 
賦課金の金額は、鉱業権内における各施設（尾鉱ダム、廃石処分場、選鉱施設用地、採掘

ピット跡地、建屋等）の環境擾乱の程度及びその面積に基づいて決定される。賦課金の見積

額 50,000A$を下回る原状回復義務を有する鉱業権に関しては、環境に加えた変化の程度を

報告することが必要となるが、支払い義務はない。WA 州鉱山原状回復基金法（2012）に基

づいて課される賦課金は払い戻し不可能であり、閉山及び原状回復費用と相殺するために使
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用することはできない。 
WA 州鉱山原状回復基金法（2012）が導入される以前は、原状回復義務の保証を目的に、

鉱山産業規制保安省が鉱業権者に対して履行保証金を要求するのが一般的であった。WA 州

鉱山原状回復基金法（2012）の導入後は、鉱山石油大臣は、鉱業権の保有者が鉱業権発給条

件の遵守に対する担保を提供することを求める権限を保有しており、政府が原状回復責任を

負うリスクが高い場合は、引き続き履行保証金が要求される可能性もある。 
 

2.14 州協定 

2.14.1 州協定の概要 

 州協定（State Agreement）は WA 州において大規模資源プロジェクトを推進する上で、

WA 州政府とプロジェクト提案者の間で締結される協定であり、プロジェクト開発の権利と

義務、各種条件等を規定し、州政府とプロジェクト提案者の継続的かつ安定的な協力体制を

確立し、署名後州議会において法律として批准されるものである。州協定は 1952 年以降に

導入され、鉱物資源、石油、木材伐採などの資源開発や、それに関連する下流の処理プロジ

ェクトならびに関係するインフラ事業等の WA 州への投資を発展させるため、投資の安定化

を目的として将来の WA 州政府を規制するために利用されるものである。大規模な資源開発

プロジェクトは、長期的視野に立った投資制度の確実性や広範で複雑な土地借地権が必要と

され、州の比較的遠隔地において実施されるプロジェクトに適用されるケースが多い。 
州協定が州議会によって法律として批准され、州協定の条項は州政府とプロジェクト提案

者の書面による相互合意に基づいてのみ変更が可能となることから、プロジェクト実施に際

して投資環境の強固な安定性や鉱業権を含む借地権の確実な保障、そしてソブリンリスクの

軽減をもたらすものとされている。 
 

2.14.2 州協定の手続について 

 州協定は、一つの法律が全てのプロジェクトを規制するというものではなく、一つの法律

が一つのプロジェクトを規制するという考えに基づいている。各州協定は類似した条項を持

つものの、細部はケースバイケースで異なっており、提案されるプロジェクトに適応させる

ことを目的に、州政府とプロジェクト提案者の交渉により決定される。所管の WA 州発展・

雇用・貿易大臣（Minister for State Development, Jobs and Trade）は特定のプロジェクト

の開発に関して州協定が必要であるかを判断し、プロジェクト提案者に助言を実施する。大

臣による州協定の必要性に対する判断材料として、以下のような項目が挙げられる。 
• プロジェクトの実施期間 
• プロジェクト提案者に必要とされる長期的な投資確実性 
• 広範で複雑な鉱業権を含む借地権問題の存在 
• 鉄道網の建設など、大規模なインフラ整備が必要な地域のプロジェクトか否か 
• WA 州の経済発展に対するプロジェクトの寄与 
州協定が必要と判断された場合、雇用・観光・科学イノベーション省を窓口とする WA 州

政府関係部署とプロジェクト提案者の間で、州協定の条項に関して交渉が実施される。州協

定には、通常以下のような条項が含まれる。 
• 鉱業権を含む借地権の位置 
• プロジェクト提案者の義務。プロジェクト実施に向けて必要な経済・環境・先住権に

関するスタディの実施義務やプロジェクト提案書の提出義務、環境・先住権などの必

要関連法の遵守義務、プロジェクト実施に必要な経済的能力の証明などを含む。 
• 州政府の義務。プロジェクト提案者が提出するプロジェクト提案書の承認、必要な条

件での鉱業権その他の借地権の認可、必要なインフラ設備のための土地利用許可など

を含む。 
• ロイヤルティの計算方法や支払方法の詳細 
• プロジェクトの終了条件や特定の出来事が発生したときの責任の所在 
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• 紛争解決方法 
• 協定の期間 
• その他の州税とプロジェクトの関係 
州政府関係部署とプロジェクト提案者の間で州協定の条項が合意された場合、州協定は

WA 州政府の閣議決定、州首相の署名の後、州議会によって批准される。州協定が批准され

た後、プロジェクト提案者は以下のような項目を含む実施義務を記載したプロジェクト提案

書を WA 州発展・雇用・貿易大臣大臣に提出する必要がある。 
• 鉱山及び関連施設 
• 水道光熱やその他サービスの条件を含む、宿舎及び居住区の要件 
• リース、ライセンス、その他の借地権の要件 
• 水供給施設、電力供給施設、港湾施設、鉄道、道路、空港設備 
• 物資の現地調達、現地雇用について 
• レクリエーション及び市民活動設備 
• 環境管理・保護のための手段 
• プロジェクトが経済性を持つことを証明するためのマーケット予測とプロジェクト

提案者の資金情報 
• その他、プロジェクトに必要な作業及びサービスに関する情報 

 WA 州発展・雇用・貿易大臣に提出する前に、プロジェクト提案者は雇用・観光・科学イ

ノベーション省にプロジェクト提案書を提出して代表者と面談し、提案書が要件を満たして

いるかどうかの確認を得なければならない（pre-lodgment meeting）。所管の大臣は提出さ

れた提案書を確認し、2 か月以内に決断を下すことが求められる。特定の条件下で、この大

臣決定は仲裁に処することが可能である。また、承認の前提として提案書のいくつかの点を

修正することを大臣が要求することもある。一旦提案書が承認された場合、プロジェクト提

案者は提案書に沿って開発を実施する義務を負うこととなる。提案書の承認に引き続き、環

境認可や先住権交渉等、プロジェクト開発に向けて必要な全ての手続が完了していることを

前提条件に、プロジェクト提案者は開発に必要な借地権の申請することができる。鉱業権を

含む借地権は州協定に基づき、関連するそれぞれの州法の条項とは異なる条件で発給される

ことが一般的である。例えば、採掘リースはリース期間、支出条件、放棄条件等に関する WA
州鉱業法（1978）の条項とは異なる、州協定の条件に基づいて付与される。 
  

2.14.3 発効した州協定の例 

 以下は、代表的な発効済み州協定である： 
• Alumina Refinery Agreements （Alcoa） Amendment Act 1967（アルミナ） 
• Western Mining Corporation Limited （Throssell Range） Agreement Act 1985

（銅） 
• Barrow Island Act 2003 （which incorporates the Gorgon Gas Processing and 

Infrastructure Project Agreement） （天然ガス） 
• Natural Gas （Canning Basin Joint Venture） Agreement Act 2013（天然ガス） 
• BHP Billiton （Termination of Agreements） Agreement Act 2006（鉄鉱石） 
• Iron Ore （FMG Chichester Pty Ltd） Agreement Act 2006 （鉄鉱石） 
• Iron Ore （Hamersley Range） Agreement Act 1963 （鉄鉱石） 
• Iron Ore （Mount Newman） Agreement Act 1964 （鉄鉱石） 
• Iron Ore （Robe River） Agreement Act 1964（鉄鉱石） 
• Nickel Refinery （BHP Billiton Nickel West Pty Ltd） （Termination of Agreements） 

Agreement Act 2008（ニッケル） 
• Poseidon Nickel Agreement Act 1971 （ニッケル） 
• Uranium （Yeelirrie） Agreement Act 1978   （ウラン） 
 これまでに発効された州協定は、失効したものを含めると 65 件あり、特に鉄鉱石プロ

ジェクトに関する州協定が 18 件と最も多い。その他、アルミナ 6 件、天然ガス 4 件、ミ

ネラルサンド 3 件、ニッケル 3 件、ウラン 1 件等で州協定が締結されている。比較的大
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規模なプロジェクトが多いが、大規模なプロジェクトは必ず州協定を締結しなければなら

ないというものではなく、プロジェクト実施者が実際に州協定を締結しなかった例

（Woodside 社の Plute 天然ガスプロジェクトや、Western Mining 社の Mount Keith ニ

ッケルプロジェクト）も存在する。プロジェクト開発を志向する際、州協定の利点と欠点

を良く検討し、対応を決定することが望ましいと言える。 
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別紙 1 
WA 州における探鉱ライセンス、保有ライセンス、採掘リース 

 探鉱ライセンス 保有ライセンス 採掘リース  
対象 鉱物資源の調査  関連する時期に採掘が実

行不可能である場合、発

見した鉱物に対し将来、

採掘リース権を申請する

ための保留期間を保持す

る。 

特定した鉱物資源の開発

と生産 

申 請 要 件

（詳細は別

紙 3－6 参

照） 

以下を明記した申告書を

提出すること 
･ 提案する調査方法 
･ 作業計画の詳細 
･ 支出の見積もり 
･ 技術及び財務資源の詳

細 

申請には、以下を記載し

た法定宣誓書が必要 
･ ライセンスを申請する

地域に特定の鉱物資源

が存在すること 
･ 特定された鉱物資源の

採掘は、その時点では

実行不可能であること 

以下を提供すること 
･ 採掘提案書（14 日以内）

または、 
･ 補助陳述書付き鉱化報

告書 
または、 

･ 補助陳述書付き資源報

告書 
地 表 で の

境 界 表 示

（Marking 
out） 

必要なし 必要あり 必要あり 

対 象 領 域

の規模 
最小 1 ブロック、鉱化地

域では最大  70 ブロッ

ク （WA 州南部では 196 
km2 であり、同北部では

231 km2 ）、それ以外で

は 200 ブロック  

特定の鉱物資源を包含す

るのに十分な面積と、将

来の採掘作業のための追

加の土地 

制限なし 
 

当初期間 5 年 5 年 21 年 
主 要 な コ

スト  
 
 

申請費用: 1 ブロックの

場合 340.00A$、ブロック

数が複数の場合、一律

1,362.00A$ 
（調査ライセンス関連費

用の詳細は、別紙 7 参照） 
借地料: 
･ 1～3 年 – ブロック当

り 134.00A$ （1 ブロ

ックの場合 322.00A$） 
･ 4～5 年 – ブロック当

り 208.00A$ 
･ 6～7 年 – ブロック当

り 283.00A$ 
･ 8年以上 – ブロック当

り 535.00A$ 

申請費用: 783.00A$ 
借地料: 1ha（またはそれ

以下）当り 7.70A$ 
（保有ライセンス関連費

用の詳細は、別紙 7 参照） 
 

申請費用: 476.00A$ 
借地料: 1ha（またはそれ以

下）当り 17.60A$ 
（採掘リースに関連費用

の詳細は、別紙 7 参照） 
 
 

鉱 業 権 に

関 連 す る

土地調査 

調査の必要なし。ただし、

提案されたライセンス位

置又はその境界に関して

紛争が生じた場合、監督

裁判所は 鉱山石油大臣

が調査を要求する場合が

調査の必要はないが、特

定した鉱物資源が申請地

域に存在し、その時点で

採掘は実行不可能である

ことを記載した法定宣誓

書を提出しなければなら

調査の必要あり。但し、リ

ースの許可を取得する前

に実施しなくてもよい。調

査の時期は指定されてい

ないが、鉱山産業規制保安

省鉱業権部が要求した場
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 探鉱ライセンス 保有ライセンス 採掘リース  
ある。調査が要求される

場合、WA 州鉱業規則

（1981）に基づき、鉱山

産業規制保安省鉱業権部

（ Mineral Titles 
Division）の部長が、資格

を有する調査士を通じて

調査活動を管理する。 

ない。 合は、速やかに手配する。 
WA 州鉱業規則（1981）は、

調査を以下の通り行うべ

きであることを定めてい

る。 
･ 鉱業権部長が、資格を

有する調査士を通じて

調査活動を管理する。 
･ 調査は、リース対象地

の境界及び形状に従っ

て行われなければなら

ず、調査が隣接地の権

利や権益に影響を及ぼ

す場合には、状況が許

す限り厳密に境界と形

状に沿うものとする。 
･ 調査士が優先されるべ

き他の鉱業権が侵害さ

れているのを発見した

場合には、調査士は侵

害している鉱業権の該

当部を削除しなければ

ならない。 
･ 鉱業権部長は、要請が

ある場合には、隣接す

る各鉱業権の優先順位

に関する詳細情報を、

承認を受けた調査士に

提供しなければならな

い。 
･ 調査士は、行った各調

査ごとに、様式 44
（Form 44）の形式で

報告書を作成し、これ

を鉱業権部長に提出し

なければならない。 
WA 州鉱業法（1978）に基

づいて行われるあらゆる

調 査 は 、 Licenced 
Surveyors Act 1909 
（ WA ） 及 び Licenced 
Surveyors （ General 
Surveying Practice ） 
Regulations 1961 （WA）、

又は鉱業権部長が承認す

る手続きに従って行われ

なければならない。 
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

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

土地の所有者又は占有者

から、リースに基づく作業

の結果被った損害の補償
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 探鉱ライセンス 保有ライセンス 採掘リース  
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

者と下記の者との間の合

意に従う。  
• 私有地の所有者・占

有者、及び 
• 伝統的土地所有者 
WA 州鉱業法（1978）に

は、補償の金額について

の規定はない。 

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

者と下記の者との間の合

意に従う。  
• 私有地の所有者・占

有者、及び 
• 伝統的土地所有者 
WA 州鉱業法（1978）に

は、補償の金額について

の規定はない。 

を請求される可能性があ

る。補償内容については、

リース申請者と下記の者

との間の合意に従う。

  
• 私有地の所有者・占有

者、及び 
• 伝統的土地所有者 
WA 州鉱業法（1978）には、

補償の金額についての規

定はない。 
支 払 義 務  
（ 年 会 費 

/  借地料

等） 

最低支出額 : 10,000～ 
70,000A$。ライセンスの

年数とブロック数によ

る。 
1～3 年目：ブロック当り

1,000A$ 、但し以下の必

要最低額が適用される。 
･ 10,000A$ - 1 ブロック 
･ 15,000A$ - 2～5 ブロ

ック 
･ 20,000A$ - 6 ブロック

～ 
4～5 年目：ブロック当り

1,500A$、但し以下の必

要最低額が適用される。 
･ 10,000A$ - 1 ブロック 
･ 20,000A$ - 2～5 ブロッ

ク 
･ 30,000A$ - 6 ブロック～ 
6～7 年目：ブロック当り

2000A$、但し以下の必要

最低額が適用される。 
･ 10,000A$ – 1 ブロッ

ク 
･ 30,000A$ - 2～5 ブロ

ック 
･ 50,000A$ - 6 ブロック

～ 
 8 年目以降：ブロック当

り 3,000A$、但し以下の

必要最低額が適用され

る。 
･ 20,000A$ – 1 ブロッ

ク 
･ 50,000A$ - 2～5 ブロ

ック 
･ 70,000A$ – 6 ブロック

～ 
 

保有者は（該当する場合）

承認された作業計画に基

づき最低限の支出条件を

満たす必要がある。 
 

最低支出額: 1ha（またはそ

れ以下）当り 100A$。 
年間最低支出額合計: 
･ 5ha 以 下 の 場 合 、

5,000A$ 
･ 5ha 超の場合、10,000A$ 
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 探鉱ライセンス 保有ライセンス 採掘リース  
期間更新 期間: 

更新ではなく延長が可

能。所定の延長理由を満

たしていると見なされる

場合、5 年間延長でき、そ

の後さらに 2 年間ずつ

延長可。（2016 年 2 月 10
日より前のライセンス

は、2 年の延長を 2 回可

能で、更にもう 1 年延長

可能） 

期間: 
最長 5 年の更新可。 

期間: 
21 年間の最初の更新は権

利として可能であり、鉱山

大臣の裁量により更に複

数回の更新が可能。 

対 象 領 域

の 放 棄 義

務 

2016 年 2 月 10 日以降の

ライセンスは、6 年目の

最後に 40％削減義務あ

り（2016 年 2 月 10 日よ

り前のライセンスは、3
年目と 4 年目の最後にそ

れぞれ 50％） 

無し 無し 

一 般 的 条

件 
･ 借地料の支払い 
･ 支出条件への適合 
･ 報告義務の遵守 
･ 保証金（5,000A$）の支

払い 
･ 採掘可能な鉱物の量に

関する制限 
･ 鉱山石油大臣が課した

ライセンスに付随する

条件 

･ 借地料の支払い 
･ ライセンシーは、資源

及び/または商業的実現

可能性の性質及び範囲

を確立するために、作

業計画の実行を求めら

れる場合がある。 
･ 保証金（5,000A$）の支

払い 
･ 採掘可能な鉱物の量に

関する制限 
･ 鉱山石油大臣が課した

その他のライセンスに

付随する条件 
 

･ 借地料とロイヤルティ

の支払い 
･ 採掘の開発と商品化 
･ 調査要件 
･ 報告義務の遵守 
･ 保証金（5,000A$）の支

払い 
･ 鉱山石油大臣が課した

リースに付随するその

他の条件 
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別紙 2 
探鉱ライセンスと採掘リースの申請プロセス 

※図中の Department は、鉱業産業規制保安省 
  



56 

別紙 3 
探鉱ライセンス申請に必要となる情報 

 
申請書 21（the Form No. 21 ‘application for mining tenement’）、 添付書類 1 及び 2 

1. 鉱業権のタイプ （探鉱ライセンス） 
2. （該当する場合）地域を特定して、鉱物領域の説明 
3. 申請者の氏名と住所（会社の場合は ACN/ABN 番号） 
4. 鉱業権を保有する申請者の株式数及びその分割（端数の保有は対象外） 
5. 株式総数 
6. 申請書には、Department（鉱業産業規制保安省）が保有するプランに記載された数値

で、申請するブロック数を明記すること 
7. 申請書には、申請に関連するブロックを明確に記述すること。 
8. 申請者の署名。代理人が署名した場合は代理人の氏名と住所 
9. 申請日 

 
申請書の提出  

10. 申請書は、次の事項を記載した陳述書と共に提出する必要がある。 
(a) 探鉱ライセンスを求めている地域において提案する調査方法 
(b) 申請する土地で実施される予定の作業計画の、以下を含む詳細 

(i) 計画において、達成しようとしている成果 
(ii) 成果を得るために取る措置 
(iii) 成果を達成するために実施する具体的な任務 

(c) 調査の各段階での費用の見積もり 
(d) 提案された調査を管理及び実施する者の名称、資格及び経験を含む、申請者の技

術能力（地球科学的能力を含む） 
(e) 申請者の財務資源に関する詳細情報。財務資源の明細書に以下の書類のいずれか

を添付すること 
(i) ASX 上場規則に従って作成され、正味持分を設定する最新の財務諸表（公

開上場会社の場合 
(ii) 金融機関から認められている融資枠 
(iii) 現在の銀行取引明細書 
(iv) 会社または個人の純資産を設定する公認会計士が作成した現在の財務諸表 

しかし、以下に該当する場合は、財務諸表によって財務資源を特定する必要はない。 
(i) 申請者が個人である （会社ではない）。 
(ii) 申請対象が 4 ブロック以下である。 
(iii) 申請者は提案された作業計画を実施するために、自らの労働力を使用する

意向である。 
11. 上記の申告書には、区域を選択した根拠と対象鉱物の詳細も含めること。 
12. 申請書を提出する際、規定の申請費用と 1 年目の賃借料を支払う必要がある。 
13. 必要に応じて、Mining Registrar（鉱業登記官）または Warden（監督官）が追加情報

または証拠を請求する場合がある。その際、申請者は情報を提供しなければならない。 
 

申請書の提出後  
14. 申請書は関連当事者に提出すること 
15. 申請書提出後 28 日以内に、申請者は、保証金の 5,000A$を支払わなければならない。 
16. 関連するすべての通知が行われた後、申請者又は代理人は、申請者又は代理人が

Mining Act の特定の要件に遵守している旨を宣誓供述書に記入し提出しなければならな

い。 
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別紙 4 
保有ライセンス申請に必要となる情報 

 
申請書 21 

1. 鉱業権のタイプ （保有ライセンス） 
2. （該当する場合）地域を特定し、鉱物領域の説明 
3. 申請者の氏名と住所（会社の場合は ACN/ABN 番号） 
4. 鉱業権を保有する申請者の株式数及びその分割（端数の保有は対象外） 
5. 株式総数 
6. ha または km2単位の土地の面積/規模、所在地、基準ペグまたはスタートポイント及び

境界を含む、申請対象の土地に関する記述。境界は、以下のいずれかの方法で表現す

る。 
(a) 既存の調査マーク 
(b) 鉱山産業規制保安省の公共計画に示されている顕著な地形 
(c) 緯度と経度 
(d) 1994 年の豪州の地図グリッド 

7. 申請者の署名。代理人が署名した場合は代理人の氏名と住所 
8. 申請日 
 

申請書の提出 
9. 申請書は、次の事項を記載した陳述書と共に提出する必要がある。 

(a) 提案する作業計画書（該当する場合）の詳細 
(b) 作業にかかる費用の見積もり（該当する場合） 

10. 申請書は、対象となる土地を明確に描写した地図と共に提出する必要がある。 
11. 申請書を提出する際、規定の申請費用と 1 年目の賃借料を支払う必要がある。 
12. 必要に応じて、Mining Registrar（鉱業登記官）または Warden（監督官）が追加情報

または証拠を請求する場合がある。その際、申請者は情報を提供しなければならない。 
 

申請書の提出後  
13. 申請書は関連当事者に提出すること 
14. 申請書提出後 14 日以内に、申請者は宣誓書を提出し、特定した鉱物資源について、そ

の時点で採掘することが実践的でない理由を説明しなければならない。 
15. 申請書提出後 28 日以内に、申請者は、保証金の 5,000A$を支払わなければならない。 
16. 関連するすべての通知が行われた後、申請者又は代理人は、申請者又は代理人が WA 州

鉱業法（1978）の特定の要件に遵守している旨、宣誓供述書に記入し提出しなければな

らない。 
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別紙 5 
採掘リース申請に必要となる情報 

 
申請書 21 

1. 鉱業権タイプ （採掘リース） 
2. 採掘リースが区画仕切りされた日時。申請書は、区画仕切り後 10 日以内に提出しなけ

ればならない。 
3. （該当する場合）地域を特定し、鉱物領域の説明 
4. 申請者の氏名と住所（会社の場合は ACN/ABN 番号） 
5. 鉱業権を保有する申請者の株式数及びその分割（端数の保有は対象外） 
6. 株式総数 
7. ha または km2単位の土地の面積/規模、所在地、基準ペグまたはスタートポイント及び

境界を含む、申請対象の土地に関する記述。境界は、以下のいずれかの方法で表現す

る。 
(a) 既存の調査マーク 
(b) 鉱山産業規制保安省の公共計画に示されている顕著な地形 
(c) 緯度と経度 
(d) 1994 年の豪州の地図グリッド 

8. 金の採掘リースの場合は、その旨申請書に明記すること 
9. 申請書には、鉱山産業規制保安省が保有するプランに記載された数値で、申請するブロ

ック数を明記すること。 
10. 申請者の署名。代理人が署名した場合は代理人の氏名と住所 
11. 申請日 

 
申請書の提出  

12. 申請書は、以下の 3 つの文書の内の一つと共に提出する必要がある。 
(a) 採掘提案書 （申請書と共に提出しない場合は、採掘リース申請書提出後 14 日以

内に提出すること） 
(b) 有資格者が採掘作業の申告書と共に作成した鉱化レポート 
(c) 採掘作業の申告書を添付した資源報告書 

12（b）及び（c）で言及されている申告書は、申請に関連する土地の中、上または下

で実行される可能性が高い採掘作業に関する情報を記載しなければならないことに留

意すること。それには以下が含まれる。 
(a) 採掘開始予定日 
(b) 最も可能性が高い採掘方法 
(c) プラント、機械及び設備の稼動及び鉱業に関連するその他の活動のために必要と

される土地の場所及び面積 
13. 申請書は、対象となる土地を明確に描写した地図と共に提出する必要がある。 
14. 申請書を提出する際、規定の申請費用と 1 年目の賃借料を支払う必要がある。 
15. 必要に応じて、Mining Registrar（鉱業登記官）または Warden（監督官）が追加情報

または証拠を請求する場合がある。その際、申請者は情報を提供しなければならない。 
 

申請書の提出後 
16. 申請書は関連当事者に提出すること 
17. 申請書提出後 28 日以内に、申請者は、保証金の 5,000A$を支払わなければならない。 
18. 関連するすべての通知が行われた後、申請者又は代理人は、申請者又は代理人が WA 州

鉱業法（1978）の特定の要件に遵守している旨、宣誓供述書に記入し提出しなければな

らない。 
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別紙 6 
採掘提案書に必要となる情報 

 
１．必要とされる時期 
採掘リースの申請時に、申告書と鉱化レポートを添付する必要があり、リースの申請者は、特

定のタイプの採掘業務を実施する前に、採掘提案書を提出し承認を得なければならない。 
採掘提案書が必要な採掘業務には、オープンカット、地下埋設、採石、浚渫、採集、掻取り、

浸出、尾鉱処理などがあり、プラントの建設、尾鉱廃棄施設（Tailing Facility）、オーバーバー

デン・ダンプなどの鉱山作業に付随する、または資する建設活動も含まれる。 
 
２．情報 
採掘提案書には以下の情報が入っていなければならない。 

(a) 採掘提案書チェックリスト 
(b) 鉱業活動を行うための、鉱業権保有者からの許可証 
(c) 環境グループサイトに関する情報（特定の事業を構成する集団） 
(d) 許可を求めている活動区域の最大面積 
(e) 指定された特性及び許容量に従って提供される空間データ 
(f) 提案に関係する採掘活動の詳細 
(g) 敷地計画の表示 
(h) 大規模な工学構造が提案に含まれている場合、関連する設計報告書及び情報 
(i) 提案が実施される前に求められているか、必要であるすべての環境関連承認のリ

スト 
(j) 採掘提案の環境管理に影響を及ぼす特定の法定要件 
(k) ステークホルダー契約登録簿 
(l) 環境ベースラインデータ 
(m) 環境リスク評価 
(n) 環境の成果と性能基準 
(o) 環境管理システム 
 

３．鉱山閉鎖（閉山）計画 
採掘提案書には、閉山計画も記載しなくてはならない。閉山計画は、提案された鉱山の廃止と

土地の原状回復についての情報を記載する文書である。閉山計画は、3 年ごとあるいは所定の担

当官の要求により提出し、内容の審査を受ける。 



60 

別紙７ 
WA 州鉱業法（1978）により必要となる手数料などの一覧表 

必要となる費用 金額 （A$） 
探鉱ライセンス  
探鉱ライセンス申請費用 （1 ブロック） 340.00 
探鉱ライセンス申請費用 （複数のブロック） 1,362.00 
借地料 –  1～3 年 （1 ブロック） 322.00 
借地料 – 1～3 年 （複数のブロック） 134.00 （1 ブロックにつき） 
借地料 – 4～5 年 208.00 
借地料 – 6～7 年 283.00 
借地料 –  8 年以上 535.00 
保有ステータス 
申請費用 – 保有ステータス 284.00 
保有ライセンス 
保有ライセンス申請費用 783.00 
保有ライセンス用借地料（1ha 当り、又はそれ以下） 7.70 
採掘リース 

採掘リースの申請費用 476.00 
借地料 17.60 （1ha につき、又はそれ

以下） 
適用除外 
探査ライセンス – 1 年 （鉱業権毎） 370.00 
探鉱ライセンス – 1 年 （鉱業権毎） 470.00 
採掘リース – 1 年 （鉱業権毎） 343.00 
採掘リース – 5 年 （鉱業権毎） 1715.00 
その他 

保証金 （すべての鉱業権）  5,000.00 

文書の写し （1 件当り） 114.00 
差し止め請求 （1 件当り） 114.00 
権限委譲 （1 件当り） 114.00 
債務免責/撤回 （鉱業権毎、取引毎） 7.50 
禁止命令 （鉱業権毎） 114.00 
裁判所判決/裁判所命令 （鉱業権毎） 114.00 
抵当権 （鉱業権毎） 114.00 
部分的放棄 （ s65 ではない） 114.00 
委任状 114.00 
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譲渡 114.00 
鉱業権登録簿の検索 9.10 
文書の証明 7.50 
リースの複製 （リース毎） 37.50 
ライセンス証書 （ライセンス毎） 37.50 
異議申し立て - 
私有地入場許可 （最低金額 $30.00） 7.50 ロット毎 
復元 （鉱業権毎） 231.00 
ワーデン・コート/Warden の手続き 
告訴 （鉱業権毎） / 没収申請 64.00 
回答と証人召喚 44.50 
必要なすべての申請書及び宣誓供述書 （中間申請を含む） 6.40 
差し止め命令を含む命令 19.30 
証拠の写し（1 ページ） 9.10 
判決、決定または命令の写し（1 ページ） 1.20 
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別紙８ 
採掘リースの申請における right to negotiate のプロセス 
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別紙９ 
簡易手続と right to negotiate のプロセス図 
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