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１．鉱業法の概要
２．平成２３年改正鉱業法の概要
３．改正鉱業法に基づく措置に関連する施⾏状況



 鉱業法（昭和25年法律第289号）は、鉱物が国⺠経済上重要な物資であり、細分化した⼟地所有者によったの
では鉱物の合理的な開発が期待し得ないこと等を踏まえ、鉱物を掘採・取得する権利を鉱業権として物権と
みなすことで⼟地所有権から分離し、これを国が賦与する等の鉱業の基本的制度を定める法律として制定。

 鉱業権者は、鉱業権の⽬的となっている鉱物を独占的排他的に開発する権利を得る代わりに、事業に着⼿
する義務、鉱害防⽌の義務（別途鉱⼭保安法により規律）等の義務を負う。
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○鉱物資源を合理的に開発することによって、公共の福祉の増進に寄
与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを⽬的とする。

鉱業法の⽬的（法第1条）

○⾦鉱、銀鉱、銅鉱、⽯油、可燃性天然ガス、⽯灰⽯等41種。

鉱業権の定義・種類

適⽤鉱物（法第3条）

１．鉱業法の概要（制度概要）

○まだ掘採されない鉱物は、鉱業権によるのでなければ、掘採
してはならない（法第7条）

（※営利⽬的外の⾃家利⽤の場合の例外あり）

○国は、まだ掘採されない鉱物について、これを掘採し、及び取得する
権利を賦与する権能を有する。

国の権能（法第2条）
種類 試掘権 採掘権

性格
鉱物の有無、品質、
稼⾏の適否を調査す
るためのもの

鉱物の量・品質等から稼⾏
の適否を判断の上、本格
的な掘採を⾏うためのもの

存続
期限

2年（⽯油・可燃性
天然ガスは4年）
（※）

無期限

（※誠実に探鉱をした事実が明らかであると認めるとき等の基準に該当する場合は、
経済産業⼤⾂の許可を受けて2回（2年×2回＝最⻑4年）に限り延⻑可能
（法第18条・第19条））

事業着⼿義務（法第62条）
○鉱業権者は、鉱業権の設定⼜は移転の登録があった⽇から６か⽉
以内に、事業に着⼿しなければならない（法第62条）

○やむを得ない事由により期間内に事業に着⼿することができないとき
は、期間を定め、事由を付して、経済産業⼤⾂の認可を受けなけ
ればならない（同条第2項）

（※事業着⼿後に、引き続き⼀年以上休⽌しようとするときも同様（同条第3項））

（※鉱業…鉱物の試掘、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業（法第4条））

○鉱業権とは、鉱区において、登録を受けた鉱物及びこれと同
種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権
利（法第5条）

○鉱業権は、試掘権及び採掘権とする（法第11条）
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１．鉱業法の概要（鉱業権の付与⼿続）
 ⽯油・天然ガス等の特定鉱物については、国が特定区域（特定鉱物の鉱床が存在し、⼜は存在する可能

性がある区域）を指定し、特定開発者（特定鉱物の開発を最も適切に⾏うことができる者）を公募・選定
することにより鉱業権を付与（運⽤上、⺠間企業からの特定区域の指定の提案を受け付けている）。

 特定鉱物以外の鉱物（⼀般鉱物）については、事業者からの鉱業権の設定の出願について、国が審査・
許可することにより鉱業権を付与。

出願

審査

許可 不許可

稼⾏ 未着⼿

休⽌

＜鉱業権の設定フロー（⼀般鉱物）＞

※稼 ⾏・・・鉱業を⾏っているもの
※未着⼿・・・認可を受けて鉱業着⼿を延期しているもの
※休 ⽌・・・認可を受けて鉱業を休⽌しているもの

（及び都道府県知事等
協議の実施）

未処分

処分済

＜鉱業権の設定フロー（特定鉱物）＞

国による特定区域の指定、特定開発者の募集要項の策定

事業者が、募集要項に従って申請書を提出

国による特定開発者の選定、鉱業権の設定の許可

公募（６か⽉以上）

審査

国による探査 企業からの提案

特定鉱物の開発により公共の利益の増進を図るためには、特定開発者を
選定し、当該特定鉱物の試掘⼜は採掘を⾏わせる必要があると認めるとき

（※鉱業出願地が重複す
るときは、願書の発送
の⽇時が先である者が
優先権を有する）
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１．鉱業法の概要
２．平成２３年改正鉱業法の概要
３．改正鉱業法に基づく措置に関連する施⾏状況



しかしながら、戦後復興期（昭和２５年）に制定された現行の鉱業法は、当時の経済社会環境を踏まえたものであり、上記のような
近時の資源開発を巡る厳しい内外環境の変化を反映した制度となっていない。

鉱業権の設定許可に係る
許可要件が存在しない
※現行法は、重複出願排除など

に係る一定の不許可事由のみ

先願主義

鉱業権は、能力等によらず、先
願主義で設定

資源探査規制が
存在しない

鉱業権設定の事前準備行為である資
源探査に係る規制がない

その他
①法目的、鉱区面積の在り方等
②石油及び可燃性天然ガス資
源開発法の在り方 等

現行鉱業法制の課題

許可要件の新設
（技術的条件、財務的基盤等の要件
のほか、安定供給、鉱物資源政策の
観点から適切な場合に許可）

先願主義の見直し
（石油等の国民経済上特に重要な
鉱物（特定鉱物）について、先願

主義を見直し、国が適切な開発主
体を審査・選定）

資源探査に関する規制を
導入
（資源探査に係る許可制の導入）

その他
①法目的の見直し、鉱区面積の拡

大、試掘期間の長期化 等
②石油及び可燃性天然ガス資源

開発法の廃止 等

鉱業法制の見直しの基本的方向性

国内資源を適正に管理しつつ、適切な主体による適正な開発を確保

鉱業法制の見直しのあり方について

国際的な資源需要の増大
と資源価格の高騰

→資源ナショナリズムの台頭
→資源確保の困難化

資源国･新興国資源
会社等の台頭

→国際的な資源獲得活動の
活発化

経済活動・資金のボーダ
レス化･グローバル化

→資源高の中､資源分野へ投
資資金が流入

開発技術の進歩

→大水深開発、非在来型資
源（※）開発の可能性

資源開発を巡る厳しい内外環境の中で、国内資源を適正に維持・管理しつつ、適切な開発主体によ
る適正な開発が行われることを確保していくことがより一層必要。

我が国における資源開発が大きく進展する可能性 適切な開発主体による適正な開発の一層の必要性

資源開発を巡る内外環境変化 （※）メタンハイドレート、海底熱水鉱床等

6（出所）平成２３年２⽉１０⽇「今後の我が国の鉱業法制の在り⽅について」（総合資源エネルギー調査会 鉱業分科会・⽯油分科会合同法制ワーキンググループ報告書）

２．平成２３年改正鉱業法の概要（審議会取りまとめ概要）
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２．平成２３年改正鉱業法の概要（改正法の概要）

【対応】国が国内資源を適正に維持・管理し、適切な主体による合理的な資源開発を進める制度体系を構築
１．出願者に対する技術的能⼒等の要件の導⼊（許可要件の追加）：鉱業権の許可対象を資源政策の観点から
適切な主体に限定

２．先願主義の⾒直し（特定区域制度の創設）：⽯油・天然ガス・海底⾦属鉱物資源等の重要鉱物は先願によら
ず、国が、資源の維持・管理を⾏いつつ区域設定を⾏い、最も適切な開発主体を審査・選定し、鉱業権を付与する特
定区域制度を創設

３．鉱物の探査に対する許可制度の創設：探査主体については、基本的に上記１．と同様に適切な主体・場合に限
定する。陸域・海域ともに規制

鉱物探査 試掘 採掘

鉱業法で規制未規制

鉱物探査
規制を導入

・能力等の要件を導入
・先願主義の見直し
（特定区域制度の創設）

資源開発の流れ

現行

改正後

【当時の課題】
①鉱業権設定の出願者に対し、技術的能⼒などを求める規定がなく、
開発主体の適切性を担保できない → 能⼒に⽋ける者など、資
源政策上、適切でない主体の鉱区設定や出願が存在

②先願主義（先に申請した者が優先して鉱区取得） → 当⾯の
開発意欲のない者などによる実態に乏しい申請を誘引

③鉱物の探査の規制が存在しない → 無秩序な鉱物探査活動が
⾏われる（特に海域においては、外国船による事例が存在）

＜鉱業法の⼀部を改正する等の法律（平成23年法律第84号）の概要（平成24年1⽉21⽇施⾏）＞

 平成２３年に鉱業法を改正し、国が国内資源を適正に維持・管理し、適切な主体による合理
的な資源開発を進める制度体系を構築



２．平成２３年改正鉱業法の概要（主な措置①）

＜許可基準の概要＞
・鉱業出願⼈が鉱物の合理的な開発を適確に遂⾏するに⾜りる経理的基礎及び技術的能⼒を有す
ること
・鉱業出願⼈が⼗分な社会的信⽤を有すること
・鉱業出願⼈が⽋格要件（※１）に該当しないこと
・鉱業出願地が他の鉱区等と重複しないこと
・鉱区税の滞納がないこと
・鉱物の掘採が、経済的に価値があり、かつ、公共の福祉に反するものでない（※２）こと
・その他、鉱物の掘採が内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進
に⽀障を及ぼすおそれがあるものでないこと 等

（※１）⽋格要件
・鉱業法や関連法令に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執⾏を終わり、⼜はその執⾏を受けることがなくなった⽇から２年を経
過しない者
・鉱業権等を取り消され、その取消しの⽇から２年を経過しない者
（法⼈の場合、業務執⾏役員が上記いずれかに該当する場合も該当）

（※２）保健衛⽣上の害がないこと、公共施設を破壊しないこと、⽂化財・公園・温泉資源の保護に⽀障が⽣じないこと、農業・
林業等の他産業の利益を損じないこと

（⾚字部分は、平成２３年法改正により追加された基準）

 経済産業⼤⾂は、出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、そ
の出願を許可してはならない（鉱業法第２９条第１項）

8
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２．平成２３年改正鉱業法の概要（主な措置②）

 平成２３年の法改正により、新たに特定区域制度と鉱物探査規制を措置。

○鉱物の探査に該当する以下の⾏為について、経産⼤⾂の事前許可制とするもの（法第１００条の２）。
○法令において、規制対象⾏為（地震探鉱法、電磁法、集中的サンプリング探査法（※））を限定列挙（同条及び
鉱業法施⾏規則第４４条の２）。

○規制の外縁を明確化するとともに規制の潜脱⾏為を防ぐべく、⾏為⽬的ではなく、外形的な⾏為の態様によって規制。
したがって、鉱物を⽬的としない場合も規制対象（例：地震メカニズム解明のための地層調査など）。

※地震探鉱法、電磁法、集中的サンプリング法について
○地震探鉱法 ：⼈⼯的に振動を起こし地震波を発⽣させ、反射波を検知する⽅法
○電磁法 ：電磁波を海底⾯近くで発⽣させ、電磁場の変化を検知する⽅法
○集中的サンプリング探査法：底質を収集する機器を⽤いて、底質を集中的に収集する⽅法

○特定鉱物（法第６条の２※）について、先願主義によらず、国によるポテンシャルのある区域
（特定区域）の指定、最も適切に開発を⾏い得る者（特定開発者）の公募選定等の⼿順
により鉱業権を付すもの（法第３８条）。

※①⽯油、②可燃性天然ガス、③熱⽔鉱床、④コバルト・リッチ・クラスト、⑤アスファルト

特定区域制度

鉱物探査規制

＜特定区域制度の⼿続フロー＞
国による特定区域の指定

特定開発者の募集要項の策定

事業者が、募集要項に従って
申請書を提出

国による特定開発者の選定
鉱業権の設定の許可

公募
（６か⽉以上）

審査
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１．鉱業法の概要
２．平成２３年改正鉱業法の概要
３．改正鉱業法に基づく措置に関連する施⾏状況
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３．改正鉱業法に基づく措置に関連する施⾏状況
（１）許可要件の追加
（２）先願主義の⾒直し（特定区域制度の創設）
（３）鉱物探査に対する許可制度の創設
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改正鉱業法施⾏ 12

３．（１）許可要件追加に関連する施⾏状況（出願受理件数の推移）
 平成２３年改正鉱業法の施⾏直前に先願主義の⾒直しに伴う駆け込み出願と思われる出願の増加が⼀時

的に⾒られたものの、平成２３年改正法施⾏後の出願受理件数は、法改正前の通常のトレンド（約1,000
件／年）の１／５程度（約200件／年）と⼤幅に減少している。

 これは、能⼒に⽋ける者など資源政策上適切でない主体による出願の是正等という許可要件追加の⽬的に対
して⼀定の効果をあげていると⾔えるのではないか。

（資料）鉱業法施⾏実績をもとに資源エネルギー庁作成

（件）
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３．改正鉱業法に基づく措置に関連する施⾏状況
（１）出願者に対する技術的能⼒等の要件の導⼊
（２）先願主義の⾒直し（特定区域制度の創設）
（３）鉱物探査に対する許可制度の創設
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３．（２）特定区域制度の施⾏状況
 特定区域の指定実績は、これまで陸域で１件のみであり、海域は０件。

（資料）関東経済産業局ホームページ

１．特定区域の所在地
陸域：静岡県島⽥市川根町笹間渡
２．特定区域の⾯積
１５ヘクタール
３．設定する鉱業権の種類及びその⽬的とする特定鉱物の
名称
（１）設定する鉱業権の種類
採掘権

（２）⽬的とする特定鉱物の名称
可燃性天然ガス

４．特定開発者の募集を開始する⽇及び募集の期間
（１）特定開発者の募集を開始する⽇
平成２７年１１⽉２４⽇

（２）募集の期間
平成２８年５⽉２４⽇まで

５．特定鉱物の掘採計画を定めるべき期間
５年
６．特定開発者を選定するための評価の基準
（１）特定鉱物の合理的な開発
①鉱床の完全な開発を⽬指す計画であるか。
②経済的な開発を⾏う計画であるか。

（２）公共の利益の増進
①我が国における特定鉱物の安定供給に資する計画で
あるか。

②鉱害の防⽌や環境への配慮について考慮された計画
であるか。

７．その他
【申請書類、添付書類、申請書類の提出⽅法及び提出先、
その他留意事項（提出された申請書類は特定開発者の選
定に関する審査以外の⽬的には使⽤せず、機密保持には⼗
分配慮して取扱う。ただし、不開⽰情報を除いて、情報公開
の対象となるため了承の上で申請すること等）について記載】

（参考）特定区域指定案件（平成２７年１１⽉２４付け関東経済産業局⻑指定）の概要
【実施要項の記載事項の概要】

【特定開発者の応募状況】１者より申請あり（平成２８年９⽉現在、特定開発者の選定⼿続中）
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３．改正鉱業法に基づく措置に関連する施⾏状況
（１）出願者に対する技術的能⼒等の要件の導⼊
（２）先願主義の⾒直し（特定区域制度の創設）
（３）鉱物探査に対する許可制度の創設



３．（３）鉱物探査規制の施⾏状況（年間申請件数等）
 年間３０件程度の探査許可申請があり、全ての申請について許可している。

 これまで鉱物探査規制違反事例はなく、命令等の処分を⾏った事例もない。

 科学的調査⽬的であっても適法に申請され、経済産業⼤⾂の許可を受けた上で、実施されている（※）。
（※規制の潜脱を防ぐため、科学的調査⽬的であっても外形上の⾏為の態様が鉱物の探査に該当する場合は「鉱物の探査」とみなして適⽤している）

16

（件）

（資料）鉱業法施⾏実績をもとに資源エネルギー庁作成
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