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１．鉱業関連制度の概要（海域における⽯油・天然ガス開発関係）
国 ⽇本 ノルウェー イギリス ニュージーランド オーストラリア アメリカ

法律名 鉱業法
Petroleum 

activities act 
1996

Petroleum Act 
1998

Crown Minerals 
Act 1991

Offshore 
Petroleum and 

Greenhouse Gas 
Storage Act 2006

OUTER 
CONTINENTA

L SHELF 
LANDS ACT
1953,amdt 

2000

鉱区⾯積
制限

下限：15ヘクター
ル（特定鉱物も
同様）
上限：350ヘク
タール（特定鉱
物は上限なし）

1ライセンスあたり約
500km2

下限：2×2ブロック
上限：1ライセンスあ
たり連続した10ブロッ
ク

下限：約250km2

（=1ブロック⾯積）
上限：
・Taranaki海域(有望
度⾼） 2,500km2

・その他海域
10,000km2

募集は約80平⽅km
の矩形ブロックに対し
て⾏われる。
（下限）1ブロック
（上限）400ブロック
（cash-bidの場合
は上限なし）

各州の領域を超
えた3カイリ四⽅
(9mi2)のブロッ
クに対して募集

鉱業権の
種類

①試掘権
②採掘権

①探査ライセンス
②⽣産ライセンス

①探鉱ライセンス
②⽣産ライセンス
※3種類

①広域探査権
②探査権
③採掘権

①広域探査権
②探査ライセンス
③リテンションリース
④⽣産ライセンス

①G&G調査
②リース権

鉱業権の
存続期間

①4年（2年
×2回延⻑
可）
②無期限

①3年
②10年〜30年

①3年
②探鉱（9年）、
開発（4~6年）、
⽣産（18年）

①2年
②12／15年
（海域による）
③最⼤40年

①180⽇
②6年（+5年×2回
延⻑可）
③５年（+5年、複
数回延⻑可）
④⽣産期間+5年

①2年
②5,8,10年
（⽔深によ
る）

鉱業権の
性質

①排他的
②排他的

①⾮排他的
②排他的

①⾮排他的
②排他的

①⾮排他的
②排他的
③排他的

①⾮排他的
②排他的
③排他的
④排他的

①⾮排他的
②排他的

（出典）各国法制度情報を基に作成 （注）太字下線箇所は、⽇本の試掘権と類似の排他的な探鉱（試掘）の権利 2



２．鉱区⾯積の制限
⽇本 ノルウェー イギリス ニュージーランド オーストラリア アメリカ

鉱区の設
定⽅法

（⼀般鉱物）出願者の
出願の区域
（特定鉱物）特定鉱物
が賦存する⼜はその可能
性がある区域の広がり
（地質学的な分析）を
勘案して国が判断
（※いずれの場合にも同
種の鉱物を⽬的とする他
の鉱区と重複して設定す
ることはできない）

探査鉱区設定に
当たっては⼊札実
施前に政府が候補
鉱区を事前公開

探査鉱区設定に
当たっては⼊札実
施前に政府が候補
鉱区を事前公開

企業からの提案を
ベースに評価・決定。
なお、探査鉱区設
定にあたっては、⼊
札実施前に政府
（NZP&M）が候
補鉱区を事前公
開し、地⽅政府や
現地住⺠等から意
⾒徴収・⾒直しの
上（環境影響等
の観点） 、公開
⼊札に移⾏。

企業や州、
Geoscience 
Australiaが候補
エリアをノミネートし
て、最終的に国が
判断する。

OCSのリース政策・
プログラム開発を担
うBOEMが定めたプ
ログラム内で提⽰。
BOEMがリース計
画の策定時に競争
的使⽤、環境影響、
商業開発の可能
性を検討して決定
する。

鉱区⾯積
の制限

（下限）15ヘクタール
（特定鉱物も同様）
（上限）350ヘクタール
（特定鉱物は上限な
し）
（※ただし上限について
は鉱物の合理的な開発
上やむを得ないときはこの
限りでない）

1ライセンスあたり約
500km2

下限：1ブロック
（190km2 ‐
250km2）
上限：なし

・Taranaki海域
(有望度⾼)
：上限
2,500km2

・その他海域：
上限10,000km2

＊1ブロック⾯積：約
250km2

募集は約80平⽅
kmの矩形ブロックに
対して⾏われる。
（下限）1ブロック
（上限）400ブロッ
ク（cash-bidの場
合は上限なし）

各州の領域を超え
た3カイリ四⽅
(9mi2)のブロックを
BOEMが指定

制限理由

（下限）合理的開発を
促す
（上限）機会の均等の
確保（先願主義が背
景）

無秩序かつ⾮現実
的な広⼤な鉱区
設定の抑制

GAが地質的観点
から検討して適切
なブロック数を設定

平等性を担保する
ようDOI⻑官がブ
ロック⾯積を調整す
る場合あり
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リテンションリース
（試掘可能）

３．試掘の実施期限

⽇本

オーストラリア

アメリカ

試掘権（探鉱権）の取得 ８年以内４年 ６年

イギリス

ノルウェー
１０年

⽣産ライセンス（探査含む）の取得 最⼤9年

Seismicで有望だった場合に試掘可能

最⼤9年の後4~6年

試掘実施は企業提案

試掘実施は企業提案

Initial term（探査・試掘）：最⼤9年 2nd term（試掘・開発）

3rd term
（18年）
開発・⽣産

Initial Phase（探査、Shallow drilling含む）：10年以内 2nd Phase:⽣産：
Initial Phaseと合わせて最⼤30年

4年以内に探査計画を提出

ニュージーランド
2回⽬は11年以内

探査：15年以内（通常の海域の場合）
（7年以内に1回⽬の試掘）

探査：6年（6年以内に1回⽬の試掘推奨）

7年

6年

11年

9年
探査権更新：＋5年×２
（試掘未実施の場合、

3年以内に1回⽬の試掘推奨）

＊第1期リース期間（5年)中に資源が発⾒され、開発・⽣産計画等が提出されれば、延⻑

・6年以内に試掘実施判断（実施は7年以内）
・試掘を⾏わない場合は鉱区放棄

4

採掘権：フィールドの寿命＋5年5年＋複数回更新可能

商業的⽣産が開始されていれば、⽣産に中断がない限りリース権が延⻑される

探査から試掘・開発・⽣産まで⼀括で実施
可能な5年間のリース権。

採掘権（最⼤40年）6年

採掘権（無期限）

…試掘の実施期限

＜凡例＞
濃⻘…試掘期間
淡⻘…採掘期間



４．鉱区公開⼊札制度（⽇本は特定区域制度）
⽇本 ノルウェー イギリス ニュージーランド オーストラリア アメリカ

指定する区域の性質

①特定鉱物が賦存する⼜はその
可能性のある区域であって、かつ、
②公益増進のためには特定開発
者を選定して開発することが必要
と認められるもの

⼀定程度探査が⾏われ資源の
賦存可能性が⾼いとされており、
かつその区画における⽯油関連
活動の環境や経済への影響を
様々なステークホルダーが評価し
ていること。

複数の政府部署、管轄省庁、
環境団体等の合議によって決定
する。

これまでの調査結果に基づき、
資源有望度が⾼い海域を中⼼
に選定（企業提案を重視）。

資源の賦存状況および資源の
賦存が⾒込まれるエリアを選定
する。公開鉱区ごとに、⼊札対
象となった理由が説明されている。

リース対象鉱区は、その後の探
査・開発・⽣産に伴いHSE基準
を満たすと認められたエリアについ
て販売される。

区域の指定の主体 国 国 国 国 国 国（DOI）

⺠間からの提案受付
有（ただし指定するか否かは国
が判断）

有 有 有 有（区域指定前に事業者に関
⼼あるエリアを募る）

有（区域指定前に事業者に関
⼼あるエリアを募る）

⺠間提案データの取扱い ⾮公開 ⾮公開 ⾮公開 ⾮公開 ⾮公開 ⾮公開

提案者を優遇する措置
なし なし なし なし（ただし提案企業は公⽰前

に準備が可能となるため、実態と
して有利となる）

なし なし

開発者の選定における主
な評価基準

（１）基礎点的項⽬
・技術的能⼒
・経理的基礎
・社会的信⽤
・内外の社会経済事情に照らし
て著しく不適切
（２）加点的項⽬
①鉱業の完全開発を⽬指す
②経済合理的な開発
③特定鉱物の我が国への安定
供給に資する
④鉱害防⽌措置

■技術的能⼒
■資⾦⼒
■探査および⽣産作業計画

■Technical aspects
• 各種探査等技術実施能⼒
• 作業計画
• 作業期間
• 実績
■Financial aspects
• 資⾦⼒
• 資⾦調達等能⼒
• 資⾦計画
■安全・環境⾯

[技術提案の場合]
・活動計画の評価（期間短さ、
資源発⾒の可能性等）
・能⼒評価：技術、経理、
HSE
・コンプライアンス評価

[Cash Bonus Biddingの場
合]
・最も⾼い⾦額の⽀払いを提⽰
した企業
・ただし、これまで実績無し

 Work-bid
• Work programの詳細計画
• 技術的能⼒
• 経理的基礎（最新の年報と

四半期報のコピーを提出）
• 過去の探鉱実績
• 鉱区のポテンシャル評価
• その他（応募者が選定時に

考慮してもらいたい情報）
 Cash-bid
• 技術的能⼒
• 経理的基礎
• 応札⾦額

⼊札者の法令・規制の遵守、財
務的基盤が⼗分であること。
※リース権者がその後の探査・
開発・⽣産フェーズで計画書を
提出することで、妥当性の審査
を⾏う。

開発者の選定の⽅法

基礎点的項⽬を全て満たす者の
中から、加点的項⽬の評価に基
づき特定鉱物を最も合理的に開
発できる者を選定

技術的能⼒、資⾦⼒、探査お
よび⽣産作業計画に関する書
類に対する評価および⾯談によ
る評価により判断。

技術的能⼒に関してはスコアリン
グおよび⾯談を実施。その他、資
⾦⾯および安全・環境⾯に関し
ては書類および⾯談を実施し総
合的に判断。

⼊札書類で規定されている評価
基準に基づきスコアリング、もっと
も⾼い得点を得た企業が落札

 Work-bid
上記基準の評価による。
 Cash-bid
技術的能⼒と経理的基礎の事
前審査の後、最⾼応札⾦額を
提⽰した企業が獲得。

予めDOI⻑官により定められた
規定に基づく競争⼊札
■cash bonus bid
最も⾼額で⼊札した者にリース
鉱区を付与
■work commitment bid

公開される鉱区データの
種類

なし ・各種関連インフラ
・ライセンス対象者の詳細
・データ取得⽅法、使⽤センサー
・調査開始・クローズ時期
などのメタデータ
（※地質データはデータ保有者
から直接購⼊する）

• ⽯油・ガス井データ
• 2D/3D地震探査データ
• 各種関連インフラ
（但し、上記3つの詳細は登録
者にのみ公開）
• 船舶航⾏情報
• 位置情報、⾯積
など

・鉱区位置・範囲
・鉱業権者、権利期間
・⽯油・ガス井位置、地震探査
の側線、そのデータの保有者等
のメタデータ 等

• 基礎情報（位置情報、⾯積、
残存資源の推定量、2D/3D
の構造調査数）

• インフラ情報
• 過去の探査情報
• クリティカルリスク
• 個別海域特有の情報 など

• 所在地、⽔深、海域の特
徴

• リース期間
• リース料、ロイヤルティ率、
• 現状のステータス（売却済

み・募集中
• 割当年⽉⽇・事業者
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５．開発者の選定・評価基準（◎：必須（基礎点）、○：加点、×：⾮該当）

評価項⽬／詳細 ⽇本 ノルウェー
（APA Licence）

イギリス
（Innovate
Licence）

ニュージー
ランド

オーストラリア
(work-bid) アメリカ

ⅰ）探鉱計
画

①地質（デー
タ）理解・解釈、
資源量評価
②探鉱計画（試
掘、2D/3D物探、
電磁探査等）
③データ処理／
再処理計画
④実施計画の短
さ（迅速さ）

○鉱業の完全開発
を⽬指す計画である
こと
○経済合理的な開
発計画であること
○特定鉱物の我が
国への安定供給に
資する計画であるこ
と

①◎○地質データ
理解、解釈、資源
量評価、鉱区ポテ
ンシャル評価
②◎○探鉱計画
（試掘、2D/3D
物探、電磁探査、
地質⼯学的評価
等）
③◎○データ処
理・再処理計画
④◎○各実施計
画項⽬の期間

①◎○鉱区ポテン
シャル評価、地質
データ理解、解釈、
資源量評価
②◎○探鉱計画
（試掘、2D/3D物
探、電磁探査、地
質⼯学的評価等）
③◎○データ処理・
再処理
④◎○実施計画各
実施項⽬の期間
その他：実施計画
の難易度

◎最低活動要件を
満たすこと（毎年の
Bidで要件を定める。
2016年⼊札では、
活動計画の第2期
（履⾏必須の第1
期が成功した場合に
移⾏）の中に最低
1つの試掘を含むこと
を要求）
○①〜④の各計画
内容をスコアリング
（評価基準を⼊札
⽂書で明⽰）

①◎○鉱区のポテンシャ
ル評価、購⼊またはライセ
ンス取得予定の地震探査
データの量、形式及び時
期
②◎○6年間のwork 
programの概要及び想
定⽀出（探査や試掘の
量、形式、タイミング及び
計画に即した⽬的）
③◎○データ処理／再処
理の量、形式及びタイミン
グ（パラメータや⽅法論を
含む）
④×（現実的な提案であ
ることが重要であるため）

選定段階では評価な
し(※)

ⅱ）技術的
能⼒

計画実施可能な
技術⼒の有無、
過去の実績

◎技術的能⼒があ
ること

○過去の実績 ◎技術的能⼒
○過去実績

○ ◎技術的能⼒
◎過去の探鉱実績

選定段階では評価な
し(※)

ⅲ）経理的
基礎

財務状況、キャッ
シュフロー等

◎経理的基礎があ
ること

◎経理的基礎 ◎経理的基礎 ○ ◎経理的基礎（最新の
年報と四半期報のコピー
を提出）

◎開発の実⾏可能な
財務的基盤

ⅳ）HSE 労働衛⽣・安全
環境影響

◎事業計画に予想
される鉱害の態様と
その範囲を記載し、
防⽌措置を設備設
計書に記載

◎ ◎他関連機関と連
携して評価

○他関連機関と連
携して評価

× 選定段階では評価し
ない。ただし、権利獲得後、
探査実施前にHSE計画
を作成し、NOPSEMAの
許可を得る必要有。

◎他関連機関
(BSEE) と連携し環境
（⽣物・考古学等）・
安全・健康影響を評
価

ⅴ）社会的
信⽤・コンプ
ライアンス

-
◎⼗分な社会的信
⽤があること

× ○ ○評価の視点は
Bid資料で公開

◎過去に探鉱計画を守
れなかった場合マイナス評
価。次の⼊札に参加でき
ない場合もあり。

◎法令・規則の遵守

その他
◎内外の社会経済
事情に照らして著し
く不適切でないこと

- ○その他ライセンス
対象鉱区における他
企業との連携可能
性

- ◎利⽤可能な技術的助
⾔
○その他の情報（応募
者が選考に当たり考慮し
てもらいたい事項）

※リース権者の選定は
⼊札⾦額とHSE、コン
プライアンスにより検討
し、探鉱・開発段階で
計画書を評価する。 6



６．鉱区情報の公開状況
⽇本 ノルウェー イギリス ニュージーランド オーストラリア アメリカ

鉱区情報の
公開の有無

公開 公開 公開 公開 公開 公開

公開されて
いる情報

・鉱業権者の⽒名
・鉱区の所在地（地
名）
・⽬的とする鉱物
・鉱区の⾯積
・鉱区図（座標値・
形状）
・鉱業権の移転・消
滅等の変遷
・抵当権の設定有無
など

・鉱業権を保有する
組織名
・鉱区位置
・鉱区⾯積
・鉱区図（座標値・
形状）
・鉱業権種類
・オペレーター組織
名
・ライセンス開始⽇
・活動開始⽇

・鉱業権を保有する
組織名
・鉱区位置
・鉱区⾯積
・鉱区図（座標値・
形状）
・鉱業権種類
・オペレーター組織
名
・ライセンス開始⽇
・活動開始⽇

・調査および坑井
（well）の概要は
直ちに公開：許可
済の鉱区をWeb-
GISのPetroleum 
Permit Webmap
で公開。本システム
から、探査海域やオ
ペレータ企業等の詳
細が確認可能

・鉱区の所在地
・タイトルホルダー
名
・Work 
programの期間
（開始⽇/終了
⽇）
・権利の更新回
数
など

・鉱業権者の⽒名、
事業者名
・鉱区の所在地（地
名）
・⽬的とする鉱物
・鉱区の⾯積
・鉱区図（座標値・
形状）
・鉱業権の移転・消
滅等の変遷
・鉱区の指定年⽉⽇

公開されて
いる情報の
出⾃

鉱業原簿登録情報
（鉱業権は鉱業原
簿に登録されて有効
となる）

ノルウェー⽯油局
データベース

Oil & Gas 
Authorityデータ
ベース

NZP&Mデータベー
ス（Petroleum 
Permit 
Webmap）

鉱業権者から
NOPTAに提出さ
れた申請情報

鉱業権者から連邦政
府に提出された申請
情報（原紙写しは
Public 
Information 
Officeに保管）

公開⽅法
管轄の地⽅経済産
業局で鉱業原簿を
閲覧⼜は謄本・抄本
の郵送請求

ウェブサイト
（常時公開）

ウェブサイト
（常時公開）

ウェブサイト
（常時公開）

ウェブサイト
（NOPTAの
NEATSにて常時
公開）

ウェブサイト
（常時公開）

閲覧制限の
有無

制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし 制限なし

⼿数料 謄本・抄本交付の場
合 980円/⽤紙1枚

なし なし なし なし なし
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７．地質データの公開状況
ノルウェー イギリス ニュージーランド オーストラリア アメリカ

情報の公開
の有無

公開 公開 公開 公開 公開

公開されてい
る情報

・鉱業権者の⽒名
・各種関連インフラ
・ライセンス対象者の詳細
・データ取得⽅法、使⽤セン
サー
・調査開始・クローズ時期
などのメタデータ

・2D/3D地震探査データ
・各種関連インフラ
・ライセンス対象者の詳細
（但し、詳細は登録者にの
み公開）

・鉱区位置・範囲
・鉱業権者、権利期間
・⽯油・ガス井位置、地震
探査の側線、そのデータの
保有者等のメタデータ 等

・鉱区⼊開札を⾏う際に、
対象海域に関する地質情
報を揃えた“Data Pack”を
公開

• 基礎地質情報（地震
探査データ, 調査井デー
タ, コア、各種レポートな
ど）

• インフラ情報
• 公開鉱区の位置、⾯積、

⽔深情報
• 過去の調査
• ⽯油システムの存在に

係る調査情報
• クリティカルリスク
• 個別海域特有の情報

公開⼊札鉱区：
・鉱区の所在地
・⽔深
・リース料
・ロイヤルティ率
落札鉱区：
・鉱区の所在地
・鉱区の指定年⽉⽇
・割当て年⽉⽇
・鉱業権者名

公開されてい
る情報の出
⾃

NPDによる調査情報、鉱業
権者からNPDに提出された情
報（取得から2年あるいは鉱
業権終了後に公開。解釈
データは20年間⾮公開。）

政府機関による調査情報、
鉱業権者から英国政府に
提出された情報（取得から
3年あるいは鉱業権終了後
に公開。マルチクライアント
データは取得10年後に公
開。）

政府や研究機関（GNS）
による調査情報、鉱業権者
からNZP&Mに提出された
情報（鉱業権期間中は⾮
公開。原則、権利終了後
に公開。マルチクライアント
データは取得15年後に公
開。解釈データは、井⼾は
完了2年後、震探は完了5
年後に公開。）

Geoscience Australia
等の調査情報、鉱業権者
からNOPTAに提出された
情報（鉱業権期間中は⾮
公開。原則、権利終了後
に公開。マルチクライアント
データは取得15年後に公
開。解釈データについては、
井⼾は完了2年後、震探
は完了5年後に公開。）

鉱業権者から連邦政府に
提出された情報（データは
原則、リース期間中は⾮公
開、期間終了後に公開）

公開⽅法
ウェブサイト（ノルウェー⽯油
局データベース）

ウェブサイト（Common 
Data Access Limited
データベース）

ウェブサイト（NZP&Mの
GOLDデータベース）

ウェブサイト（Offshore 
Petroleum Exploration 
Acreage Releaseおよび
NOPIMS）

ウェブサイト

閲覧制限の
有無

なし あり（登録制） 制限なし 制限なし 制限なし

⼿数料 なし（※地質データはデータ
保有者から直接購⼊する）

企業の場合税抜き
￡1.495

あり（Data Packは
50USD）

⼀部有料データあり
（NOPIMS）

なし

8
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2.1 試掘権（探鉱権）の試掘期限・存続期限（ノルウェー）
• ⽯油・天然ガスについては、探査鉱区を徐々に開放し、⼗分に地質・物理探査が⾏われた区域について優先的な⽣産が⾏われるようライセンスが

規定されている。
• ⽯油・天然ガスの探査鉱区に基づくライセンスは、以下の2種類である。
• 調査が不⼗分なフロンティア海域における探査ライセンス

– 同海域は段階的に開放されており、Numbered Licencing Roundsにてライセンス付与が実施されている。
– ライセンス期間は最⻑3年であり、同ライセンスは⽣産ライセンスから独⽴した別権利となっており、⽣産ライセンス取得に際して企業にとっての

前提・必須条件ではない。同ライセンスの振り分けは2年に1度実施されている。
• Awards in Predefined Area（APA）⽣産ライセンス

– 上述探査ライセンスにてある程度調査が⾏われており、商⽤化リスクの少ない海域におけるライセンスである。インフラが商⽤化の⾼い地域に
振り分けられるように政府が特定する⽅針の戦略に基づき、2003年に導⼊されたライセンスである。APAライセンスの振り分けは毎年実施さ
れている。

‐X ‐X ‐X ‐X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~ ~ 30 31~

APA 
Production 
Licence

*排他的権利

10年以内：探鉱（shallow drilling含む）

探査ライセンスのタイムライン（⽯油・天然ガス、探査ライセンス付与対象海域の場合）

Initial Phaseと合わせて最⼤30年

‐X ‐X ‐X ‐X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~ ~ 30 41~

Exploration 
Licence

*非排他的権利

Initial Phase

Second Phase

＊Production Licenceから独⽴した別権利
（Production Licenceの前提・必須条件ではない）

最⻑3年

探査〜試掘〜開発・⽣産のタイムライン（⽯油・天然ガス、⽣産ライセンス付与対象海域の場合）

※権利延⻑（second phaseへの移⾏）は10年⽬の終わりにMPEに申請
探鉱計画の遂⾏状況や鉱区の状況を考慮して延⻑の可否が決まる。

（特別な事情がある場合は最⼤50年）
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2.2 試掘権（探鉱権）の試掘期限・存続期限（イギリス）
• Exploration Licence：Production Licenceが付与されている海域以外を対象とした海洋探査ライセンス。常時申請が可能であるが、区域

の排他的探査権利は有さない。また、鉱区のレンタル料として￡2,000／年を課している。
• Offshore Innovate Licence：2016年の29th round of offshore licenceより、新たに導⼊されたoffshore production licence。

同ライセンスは本年より試⾏され、来年予定されている30th round of offshore licenceより本格運⽤予定。同ライセンスは第⼀期（initial 
term）が最⼤9年、2nd termが4〜6年、3rd termが18年の期限付きとなっている。また、第⼀期は以下のように3つのフェーズに分類されており、
各フェーズの期間については各⼊札者が提案することが可能である。

– Phase A：地質⼯学的調査（geotechnical studies）および地球物理データ（geophysical data）の加⼯
– Phase B：地震探査および地球物理データの取得
– Phase C：掘削（drilling）

‐X ‐X ‐X ‐X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~ ~ 33 ~

Offshore
Innovate
Licence

*排他的権利

1st term終了後に開始可

（9年経過後）鉱区の50%を返還
＊Seismicで有望だった場合に試掘実施可能

2nd termにて成功した企業のみ3rd term 開始可

4~6年:試掘・開発

探査〜試掘〜開発・⽣産のタイムライン（⽯油・天然ガスの⼀般的な海域の場合）

18年:開発・⽣産

‐X ‐X ‐X ‐X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~ ~ 33 ~

Exploration 
Licence

*非排他的権利

探査ライセンスのタイムライン（⽯油・天然ガスの⼀般的な海域の場合）

期限特になし 但し、鉱区レンタル料￡2,000／年＊Exploration Licenceから独⽴した別権利
（Offshore Innovate Licence の前提・必須条件ではない）

最⼤9年：探査・試掘

※28th roundの時点では、1st term から2nd termへの移⾏には、
作業着⼿義務の完遂とsecond termのwork programの政府による承認が求められていた。

※28th roundの時点では、商業可能性（成功）は権利保有者の裁量で判断
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‐X ‐X ‐X ‐X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ~ 55 56~

Prospecting 
Permit

*非排他的権利

2.3 試掘権（探鉱権）の試掘期限・存続期限（ニュージーランド）
• Prospecting Permit：公開⼊札を⾏う鉱区以外の海域について、広域調査を⾏い探査データ取得が可能なライセンス（地震探査のみであり試掘は不

可）。2年間（最⼤4年間）有効。 ⾮排他的権利。調査会社が探査を実施しデータを販売するマルチクライアントデータ取得が可能。なお、既存の探鉱・⽣
産ライセンス付与海域に重なる場合であってもライセンス取得が認められている（制限してしまうと広域調査の運⽤に影響を及ぼしてしまうという機能的理由と、マ
ルチクライアントデータの場合は鉱区を保有する企業がデータ購⼊可能でありメリットがあることが理由である）。ただし、Petroleum Programme（Minerals 
Programme for Petroleum 2013）が制定される前に認められた探鉱・⽣産区域の上でProspecting⾏う場合は、権利保有者の承認を得る必要がある。
なお、Prospecting Permitの制度が導⼊される前は、⾮排他的に、広域で（⾯積制限なし）、複数企業にデータを売る⽬的で15年間のデータ⾮公開期間
もある探査は実施できなかった（先願主義による通常の排他的探鉱権であったため）。

• Exploration Permit: NZP&Mが指定した海域について公開⼊札制で探査を⾏える企業を選定しライセンスを与える仕組み。探査許可は⼀社のみの排他
的権利であり、探査期間は陸域10年、有望度が⾼いTaranaki堆積盆地は12年、その他海域は15年。採掘権を含み、3D物理探査から開始可能（通常、
物探で良好な結果が得られた場合に試掘に移⾏するという探鉱計画（staged work program）を企業は提案する。データ再取得・再解析の提案の場合
もある）。

• Mining Permit: 探鉱を実施した事業者が取得可能。最⼤40年間有効。

‐X ‐X ‐X ‐X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ~ 55 56~

Exploration 
Permit

1st stage: 
2D/3D Seismic

2nd stage: 
Exp. Drilling

*排他的権利

Mining Permit
*排他的権利

原則2年（条件次第で4年） ＊Exploration Permit から独⽴した別権利
（Explorationの前提・必須条件ではない）

72ヶ⽉以内に実施

84ヶ⽉以内に試掘実施

（採掘権終了後）Decommissioning

探鉱に成功した企業が採掘権取得
（要申請・許可）

（174ヶ月までに完了）

探査〜試掘〜開発・⽣産のタイムライン（⽯油・天然ガス、探査権15年の⼀般的な海域の場合）

2箇所⽬の試掘実施（探査権取得から132ヶ⽉以内実施）

探査ライセンスのタイムライン（⽯油・天然ガスの⼀般的な海域の場合）

12

※Seismicで有望だった場合に試掘実施

※（72ヶ⽉経過後）permit areaの50%を返還

※（120ヶ⽉経過後）permit areaの25%を返還



2.4-1 試掘権（探鉱権）の試掘期限・存続期限（オーストラリア）

-X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23～

Exploration
排他的

Retention
排他的

Production
排他的

探査〜試掘〜開発・⽣産のタイムライン（work-bid, 探査6年・リテンション5年とした場合を実線で⽰している。）

6年＋5年×2回延⻑可

探鉱に成功した企業が採掘権およびStructure/pipeline licence を
NOPTAに申請・取得

（2年（特別な事情がある場合は最⻑4年）以内に申請）

※権利更新の場合はpermit areaの50%を返還
（NOPTAに申請し許可が下りれば更新可能）

5年＋5年（複数回更新可能）

試掘期限（72ヶ⽉以内に最低1度の実施が推奨されている）

Secondary work
program

（⼊札時に1年ごとの
計画を⽴てて申請）

⽯油発⾒かつ15年以内に商業化が⾒込める場合
（NOPTAに申請し許可が下りれば取得可能）

※更新する5年間についてもPrimary work
program（3年）とSecondary work

program（2年）の計画を申請。
最初の6年間で試掘を⾏っていない場合は、
更新後のPrimary work programでの

実施が推奨される。

• Special Prospecting Authority：Exploration Permits, Retention leases, Production licencesが付与されていない海域について調査を⾏い、探査データ取得が可能なライセンス。
⾮排他的権利。掘削は禁⽌。調査可能期間は最⼤180⽇間。調査会社が探査を実施しデータを販売するマルチクライアントデータ取得が可能。

• Exploration Permits：鉱区の探査を⾏う権利。以下の4種類がある。鉱区のレンタル料は1ブロックあたり$7505/year
– work-bid petroleum exploration permit：作業計画（work program）に基づく⼊札により付与される排他的探査権。試掘可能。6年間。5年×2回延⻑可能。
– cash-bid petroleum exploration permit：⼊札価格に基づいて付与される排他的探査権。試掘可能。6年間。5年×1回延⻑可能
– special petroleum exploration permit：棄権区域に対する探査のみ許可する特別の認可。試掘不可。6年間。
– boundary-change petroleum exploration permit：領⼟および領海の境界が変更された際に付与される探査権。5年または1年。

• Retention leases: ⽯油探査のためのエリアの貸借を保証する権利。対象エリアに⽯油の存在が確認でき、15年以内に商業化が⾒込まれる場合に、そのエリアのExploration Permitsもしくは
Production licencesを有する企業に付与される。試掘可能。期間は5年間。更新することでさらに5年間延⻑できる。複数回更新可能。鉱区のレンタル料は1ブロックあたり$6931/year

• Production licences：Exploration Permits もしくは Retention leases を有する企業に対して付与される。商業的発⾒の後の⽯油の回収のための権利。⽣産存続期間（フィールドの寿
命）＋5年間に対して付与される。探査により⽯油の存在を確認した企業は、そのエリアに対するProduction licencesの申請および詳細な開発プロポーザルの提案を2年（特別な事情がある場合
は最⻑4年）以内に⾏う。また、権利保有者はMonthly production reportsの提出が義務付けられている。鉱区のレンタル料は1ブロックあたり$13853/year

• Infrastructure licences:⽯油を貯蔵・処理するための施設を海洋に建設できる権利。また、Production licences外のエリアに⽯油の回収のための施設を建設できる権利。無期限だが、施設
が建設されなかったり、5年間⾏使されなかった場合は失効となる。ライセンス料は$20110/title

• Pipeline licences: ⽯油を移送するためのパイプラインを敷設・操業することができる権利。無期限だが、施設が建設されなかったり、5年間⾏使されなかった場合は失効となる。ライセンス料は
$50/km

※更新申請の際は、延⻑後のwork
program, 現在の商業化可能性及び将来の商

業化可能性についての考察を提出する。
それらをもとに、NOPTAが延⻑の可否を判断する。
判断基準は明記されていないが、棄却の場合はそ

の理由が書⾯で説明される。

※リテンション期間中も探査（試掘含む）を⾏うこ
とが可能である。また、NOPTAから要求があった場
合は、企業は原則90⽇以内に鉱区における⽯油
⽣産の商業可能性を再評価し、書⾯で提出しなけ
ればならない。さらに、リテンション申請の際は、リテン
ション中のwork program, 現在の商業化可能
性及び将来の商業化可能性についての考察を提
出する。それらをもとに、NOPTAが可否を判断する。
判断基準は明記されていない。申請期間は原則
⽯油発⾒の宣⾔⽇(declaration day)から2年
間である。

採掘権：フィールドの寿命＋5年（途中でRetention leaseの取得可能）
Structure/pipeline licence ：無期限

Primary work
program

（⼊札時に3年間の計画を策定
し申請。不可抗⼒以外の理由で
3年間の計画を完遂できなかった
場合は権利失効） ※⽯油を発⾒した企業は、30⽇以内にNOPTAに報告しなければならない

出所：Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006, Offshore Petroleum Exploration Guideline: Work-bidを参考にMRI作成 13



2.4-2 試掘権（探鉱権）の試掘期限・存続期限（オーストラリア）

Year Start date End date Activity

1‐3 01/01/2015 31/12/2017 • 2,000 km² of 3D seismic 
reprocessing

• 2,000 km² of new 3D seismic 
acquisition and processing

• Geophysical and geological 
studies

4 01/01/2018 31/12/2018 Geophysical and geological studies

5 01/01/2019 31/12/2019 One exploration well

6 01/01/2020 31/12/2020 Geotechnical and geological 
studies

work program（6年間）の例
出所：Offshore Petroleum Exploration Guideline: Work-bid

探査（⽯油・ガス）申請 NOPTA
探査許可

NOPSEMA
探査許可

鉱区⼊札 地震探査など
環境への影響評価

探査実施 リテンション ⽣産

Production licences
（フィールドの寿命＋5年）

開発プロポーザル提出
2年（4年）以内

Exploration Permits
（6年＋5年×2回延⻑可）

Retention leases
5年＋5年

（複数回更新可能）

探査〜試掘〜開発・⽣産のフロー図
出所： Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006を参考にMRI作成

Year Start date End date Activity

1‐3 01/01/2015 31/12/2017 • 2,000 km² of 3D seismic 
reprocessing

• Geophysical and geological 
studies

• One exploration well

4 01/01/2018 31/12/2018 1,000 km² of new 3D seismic 
acquisition and processing

5 01/01/2019 31/12/2019 Geophysical and geological studies

更新した work program（5年間）の例
出所：Offshore Petroleum Exploration Guideline: Work-bid

権益保持者は、海洋プロジェクト提案書、環境計画
および財務的⽀払い能⼒証明をNOPSEMAに提出

14



2.5 試掘権（探鉱権）の試掘期限・存続期限（アメリカ）
• リース権（oil and gas lease）:OCSLAに規定される探査・試掘・開発・⽣産を実施できる権利。DOIは、五ヶ年リース計画 (five-year leasing plan) に基づき鉱区の

リースセールを⾏い、５年（⼤⽔深では10年）のリース権を与える。
• リース権者はリース権取得後4年以内に、探査計画 (exploration plan)をDOIに提出し、掘削技術、物理探査機器、探査井の地点、流出事故対策やその他の地質・物理的

情報の報告義務がある。探査計画と同時に、環境報告書 (environmental report) と、Coastal Zone Management (CZM) Actに則り沿岸州からの許可証を添付する
必要がある。

• 試掘開始前に、詳細な試掘計画を記したApplication for Permit to Drill (APD) を提出し、連邦及び沿岸関連州等の許認可を受ける。
• リース権取得後5年以内に、開発・⽣産計画 (development and production plan) と環境報告書をDOIに提出、承認を受ける。同時に、 CZMに則った沿岸州からの許可

証を受ける必要もある。その上でDOIは独⾃の環境影響評価と技術審査を⾏う。
• 開発開始前のAPDのほか、地点の変更、操業の再開、機器仕様の変更、その他計画変更の際にはAPDをDOIに提出し、承認を得る。
• リース権は商業的⽣産の開始（あるいは⼀時的な⽣産停⽌（SOP）・操業停⽌（SOO）命令）がなされていない限り、第1期で当該鉱区は放棄され、油井を塞ぐ必要がある。
• リース権は事業者が⼀時的に停⽌を求めることができるほか、BOEMの地域監督官（Regional Supervisor）は以下の状況下で操業停⽌（Suspension of Operation: 

SOO）または⽣産停⽌（Suspension of Production: SOP）を命令することができる 。①司法上の規定に基づき活動・活動許認可を取り消すべき状況、②⽣態系、⼟地、
⾦属資源や環境に係る脅威がある状況、③安全管理・環境保護関連の装置設置の必要がある状況、④NEPAの要件を実施すること、または環境分析の実施が必要とされる状
況、⑤必要な許認可や合意を得るために⽣じた遅延が必要な遅延である状況。

• SOOやSOPは5年まで有効であり、地域監督官が状況に応じて期間を定める 。ただし当該停⽌期間と同じ期間だけリース期間の延⻑が認められる 。
• ⼤統領の承認を得た国防⻑官によりナショナルセキュリティ上重要なエリア (national defense area) と指定された場合は、当該鉱区の探査・操業の停⽌が命じられる場合があ

り、その場合のリース権延⻑の取扱いは上記と同様である。
• 以上のリース権のほかOCSLAには、地下の構造及び資源の賦存状況を調査するG&G調査の権利が規定されている。探査を⾏う際にその計画、エリア、使⽤する技術、⽬的を提

出し、政府の許認可を得る必要がある。リース権による操業に影響がある場合には許認可が与えられないことがある。

‐X ‐X ‐X ‐X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 ~ 40 41~

G&G調査
*非排他的権利

探査（G&G調査）のタイムライン

G&G調査：地下の構造及び資源の賦存状況を調査する地質・物理調査。
リース権とは別のライセンスで、任意の期間の調査計画を申請し、許認可を得る。
ただし、リース権による操業に影響がある場合には調査が認められない

‐X ‐X ‐X ‐X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~ ~ ~ ~

リース権
*排他的権利

探査〜試掘〜開発・⽣産のタイムライン（⽯油・天然ガス、リース権5年の⼀般的な海域の場合）

※探査期間と開発・⽣産期間
と権利の区別がある他国に対
し、⽶国は探査と開発を両⽅
⾏う⼀括の期間として5年の
リース権を付与している。 ＊4年以内に探査計画提出

がない場合は鉱区放棄

＊リース権の停⽌（SOO/SOP）があった場合、当該停⽌期間
と同じ期間だけ、リース権の延⻑が認められる。SOO/SOPは最⼤
5年まで認められ、地域監督官が状況に応じて判断する。

＊商業的⽣産（production in paying quantities）が開始
されていれば、⽣産に中断がない限りリース権が延⻑される

リース権：
探査から開発・⽣産まで実施可能
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5.1 開発者の選定における評価基準の詳細（ノルウェー）

評価カテゴリ 評価項⽬

地質・
技術評価

1. Database and data utilization（データベースおよびデータ利⽤）
• Seismic database（地震探査）
• Well database（井⼾データベース）
• Studies（その他調査）
2. Geological petroleum overview（地質概要）
• Seismic mapping（地探マッピング）
• Regional Geology（局地的な地質）
• Basin development（盆地開発）
3. Prospect evaluation（ポテンシャル評価）
• Prospect mapping（ポテンシャルマッピング）
• Resource calculation（リソース計算）
• Discovery probability（開発確率）
• Technical reservoir conditions（技術的な油層評価）
4. Technological assumptions and development plan（技術
的前提および開発計画）
5. Plan for Exploration（探査計画）
6. Environmental conditions（環境状況）

• ノルウェーでは鉱区⼊札が⾮フロンティア海域（APA）の⽣産ライセンスにおいて毎年実施され、国が指定した鉱区（ブロック）に対して事業者が選抜される。
• ノルウェーでは技術的能⼒、資⾦⼒、探査および⽣産作業計画に関する書類に対する評価および⾯談による評価により判断される。点数制ではない。
• アプリケーションでは以下の表に⽰す各鉱区に関する情報や過去の地質データから計算される今後の⽣産予測も含めて提出が求められており、評価の対象となる。
• フロンティア海域を対象とした探査ライセンスにおいても以下の表に類似のデータの提出が求められる。但し、⽣産予測の詳細は求められておらず、APA⽣産ライセンスと

⽐べて地質・技術評価に関する項⽬が少なくなっている。

APA⽣産ライセンスアプリケーション提出項⽬

（出所）Norwegian Petroleum Directorate, APA2016, Guidelines for production licence applications

資源ポテンシャル評価

鉱区位置

ワークプログラム及び各項⽬の期間アプリケーションサマリー
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5.2 開発者の選定における評価基準の詳細（イギリス）

（出所）UK oil and gas authority, 29th offshore licensing round, technical guidance

29th 沖合⽣産ライセンスにおける評価基準

• 英国では鉱区⼊札が毎年実施され、国が指定した鉱区（ブロック）に対し評価基準を満たした組織が選抜される。
• 2016年には新しい⽣産ライセンス（offshore innovate license）が試⾏され、より柔軟に各組織や鉱区の状態に合わせた評価が可能となっている。同ライセンスは

2017年より本格運⽤予定。
• 評価基準には技術⾯に加え、経済⾯、税制⾯から評価を実施する。経済⾯の評価基準については、企業の基礎的な資⾦⼒、資⾦調達能⼒、今後の資⾦計画等を

総合的に評価する。
• 技術⾯（Technical aspects）の評価基準は以下に⽰すとおり点数にて評価され、主に各種探査等技術実施能⼒、作業計画、作業期間、これまでの実績が評価

基準となっている。

地質⼯学的データベース

ブロックにおいて既に実施された地質⼯学的評価（領域およびブロック）

有望性

地質⼯学的ワークプログラム
Phase A プログラム

Phase B プログラム

Phase タイミング評価 （早期に終了するワークプログラムを評価する）

開発実績

再開発
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5.3 開発者の選定における評価基準の詳細（ニュージーランド）

(出所：New Zealand Block Offer 2016)

• 鉱区公開⼊札資料にて、具体的評価基準、技術評価（スコアリング）の⽅法が⽰されている。
• 次の観点で評価：活動計画（期間短さ、資源発⾒の可能性等）、能⼒（技術、経理、HSE）、コンプライアンス

鉱区公開⼊札・業者選定のプロセス

評価カテゴリ 評価項⽬

技術理解

1. 利⽤している地質データの理解
• 試掘井：Well data
• 地震探査：Seismic (2D, 3D, reprocessing)
• その他データ：Other data (gravity, magnetics, EM)
• その他レポート等：Data reports
2. 資源ポテンシャルの評価とリスク対応
• 井⼾の解釈：Well interpretation/ties
• ⽯油層の解釈：Stratigraphic interpretation
• 構造解釈：Structural interpretation
• 地探データ解釈：Seismic interpretation (time&depth)
• ⽯油・ガスシステム：Hydrocarbon system
• ⽯油移動経路：Play fairway analysis
• その他検討：Other studies
• リード：Lead
• ⾒込み：Prospect

探査提案 • 試掘、2D/3D物探等の計画内容

活動計画全
般

• データ処理／再処理計画
• 実施期間の短さ技術点スコアリング基準（抜粋）

⼊札書類で規定されている評価基準に基づきスコアリングを⾏う
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5.4 開発者の選定における評価基準の詳細（オーストラリア）

, 

work-bidにおける鉱区公開⼊札・業者選定のプロセス
出所：Overview of Australiaʼs offshore petroleum regime

• 鉱区における開発事業者の選定にあたっては、⼊札制度を採⽤している。この制度では、国が指定した区域に対して希望者を募集し、最も良い条件を提⽰した事業者が選択され
る。募集は、約70平⽅kmの矩形ブロックに対して⾏われる。

• work-bid petroleum exploration permitの場合、事業者の選択は、Work programの詳細（⽀出含む）、応募者（協業者含む）の技術⼒証明の詳細、応募者が利
⽤できる技術的助⾔の詳細、応募者の財務基盤の詳細（最新の年報と四半期報のコピーを提出）、公開鉱区に対する技術的評価、公開鉱区に対する探査戦略、応募者の
過去の探鉱実績、その他の情報（選考に当たり応募者が考慮してもらいたい事項）の内容等の評価に基づいて⾏われる。（Offshore Petroleum Exploration Guideline: 
Work-bidに基準の記載有）

• cash-bid petroleum exploration permitの場合、技術的能⼒と経理的基礎の事前審査の後、最⾼応札⾦額を提⽰した企業が獲得できる。なお、応札の前に応札⾦額の
10%をデポジットとして納めなければならない。

• 探査／開発鉱区に指定された以外の海域の探査は、企業側が海域を指定・申請して探査許可を得る必要がある。オーストラリアにはSpecial Prospecting Authority（未公
開の海域の探査）、Access Authority（既にタイトルを有している企業がいるが実態がないなど重複して探査を許可）という許可形態がある。ただし、いずれの場合も掘削は禁
⽌している（通常の探査鉱区では可）。これらは、調査会社が探査を実施しデータを販売するMulti-client data 取得を⽬的とするものである。調査可能期間は最⼤180⽇間。

• 鉱区提案によるインセンティブはない。

work-bidにおける評価基準
出所：Offshore Petroleum Exploration Guideline: Work-bid

評価項⽬
 Work programの詳細及び想定⽀出

• Primary work program（前半3年間）で⾏う探査・試掘の詳
細（3年分をひとまとめに記載）

• Secondary work program（後半3年間）で⾏う探査・試掘の
詳細（1年ごとに記載）

※上記計画には、以下の内容を盛り込む。
• 地震探査等のデータ取得の量、形式及びタイミング
• データ処理／再処理の量、形式及びタイミング（パラメータや⽅法論を

含む）
• 購⼊またはライセンス取得予定の地震探査データの量、形式及び時期
• 地質調査・地球物理探査の形式、スコープ及び⽬的
• 探査井の数及び掘削のタイミング

 応募者（協業者含む）の技術⼒
 応募者の財務基盤（最新の年報と四半期報のコピーを提出）
 公開鉱区に対するポテンシャル評価
 過去の探鉱実績
 利⽤できる技術的助⾔の詳細
 その他の情報（選考に当たり応募者が考慮してもらいたい事項）

19



5.5 開発者の選定における評価基準の詳細（アメリカ）

CZM: Coastal Zone 
Management Program

沿岸州による環境保護
のための合議体

• 鉱区における開発事業者の選定にあたっては、DOIが５ヶ年リース計画を策定し、鉱区のリースセールを⾏う。国が指定した区域に対して希望者を
募集し、各州の領域を超えた3カイリ四⽅(9mi2)のブロックに対しての競争⼊札となる。

• 5ヶ年計画の後、パブリックコメント等を踏まえて販売する鉱区の選定を⾏い、同時にBOEMは環境影響報告書（Environmental Impact 
Statement）を策定し、確定し、鉱区セールの公告を⾏う。

• 鉱区ごとにDOI⻑官が連邦規則に基づいて指定した⼊札⽅法に基づいて競争⼊札を実施する。
• 主にcash bonus bid または work commitment bidに基づき、⾼額で⼊札した者にリース鉱区を付与する。
• リース権者は探査、その後の開発、⽯油・ガスの⽣産の権利を反映した⾦額のボーナス、賃借料、ロイヤルティを⽀払う必要があり、それらの⾦額は

BOEMにより市場や資源の賦存状況の審査に基づいて⼊札ごとにあらかじめ設定される。
• 関連各州の州知事は、リースセールについて鉱区の⼤きさ、募集時期、リースセールの地点⼜は提出された探査・開発計画に掲げた地点について、

DOI⻑官に勧告することができる。
• リース権が付与された後、改めて探査・開発・⽣産にあたっては規定の審査や環境アセスメントを経る必要がある。

鉱
区
リ
ー
ス
の
計
画

（
リ
ー
ス
権
付
与
後
）

探
査
計
画
の
承
認

5ヶ年計画の
公表

販売する鉱区
の特定

45日間の
コメント
期間

EIS案
の策定

45～90日間
のコメント

期間

EIS確定、
公告案
の策定

鉱区
セール
の公告

30日間 リース
セール
開始

探査計画
の提出

環境アセス
メント

探査計画
の審査

試掘
開始

90日間の
CZMによる
レビュー

出所）BOEMウェブサイトより作成 20



6.1 鉱区情報の公開状況（ノルウェー）

• ライセンス対象地域に関する情報がノルウェー⽯油局のホームページ上に公開されている。アクセス制限はない。
• 各種調査（地震探査、電磁探査等）実施箇所、各鉱区のステータス、ライセンス種類、地質学境界、パイプライン等各種関連インフラ、油・ガス井、地形図が以下に

⽰すようなグラフィック上に公開されている。
• ライセンスを取得した組織、オペレータの情報も同ホームページ上に公開されており、ライセンス番号、ライセンスの開始⽇等が公開されている。
• 地震探査、電磁探査、探鉱については過去実施されたもの、現在実施されているもの、計画されているもの、キャンセルとなったものについて各種情報（鉱区⾯積、実

施者、ライセンス種類、ライセンス取得者、オペレータ、鉱区位置、調査種類、開始⽇、完了⽇、結果）が公開されている。

ライセンス対象地域におけるオープンデータ
地震探査等が実施された領域等についての情報を公開

出所：http://gis.npd.no/factmaps/html_20/
21



6.2 鉱区情報の公開状況（イギリス）
• ライセンス対象の鉱区位置、地震探査が実施された位置についてはOil & Gas Authority（OGA）のホームページ上にて公開されている。アクセス制限はなく、ウェブ

ページ上から誰でもアクセスが可能。
• 沖合いにおける油・ガス井、2D/3D地震探査、各種インフラ、ライセンス対象鉱区についての情報はOGA傘下の⾮営利組織であるCDA（Common Data Access 

Limited）ウェブページ上に公開されている。
– 但し、アクセス制限があり、登録者の種類（実際に地震探査を実施している組織か否か等）により、データのダウンロードに関して制限が設けられている。データの

閲覧に関しては登録者であれば可能。

ライセンス対象地域におけるオープンデータ
地震探査等が実施された領域等についての情報を公開

出所：英国Oil & Gas Authority (OGA) Open Data homepage
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6.3 鉱区情報の公開状況（ニュージーランド）
• 許可済、あるいは公開⼊札に向けて調整中の鉱区を、WebGIS上で確認可能なPetroleum Permit Webmapで公開。
• 本システムから探査海域やオペレータ企業等の情報を検索可能。

Petroleum Permit Webmap
（探査・開発鉱区の位置、及び鉱業権者の情報が確認可能）

http://data.nzpam.govt.nz/permitwebmaps?commodity=petroleum
23

クリックした鉱区の詳細情報の表⽰
（鉱業権者、権利期間等）



6.4 鉱区情報の公開状況（オーストラリア）

落札公開鉱区ごとに提供されるデータの例
公開されている情報は、タイトル名、タイトルの種類、鉱区位置、⾯積、ブロック数、タイトルホルダー名、
タイトルのステータス、タイトルの発⾏（失効）年⽉⽇、タイトルホルダーが提出したワークプログラム など

出所：http://neats.nopta.gov.au/TitleRegister

• 鉱区のステータスは、ウェブサイトNEATS（National Electronic Approvals Tracking System）にて公開されている。公開情報は、鉱区の所在地、タイ
トルホルダー名、タイトルの種類、Work programの期間（開始⽇/終了⽇）、権利の更新回数など。アクセス制限なし。

• ⽣産量等の操業データはNOPTAでは公開されていない（毎⽉収集は⾏っている）が、権利保有企業のウェブサイトにて公開されている場合がある。

鉱区の位置情報
出所：http://neats.nopta.gov.au/Map/Interactive

タイトルの承認情報
出所：http://neats.nopta.gov.au/Map/Interactive
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6.5 鉱区情報の公開状況（アメリカ）
• リース権者はE&Pの過程で得たデータ・情報の全てについて政府に提供する義務がある。当該データは、リース期間中は⾮公開、または物理データ

は提出後10年間・地質データは提出後2年間⾮公開となる。
• ⾮排他的なG&G調査で得られたデータは地質データは10年、物理情報は25年、物理データは50年の間は⾮公開となる。
• BOEMでは、⽶国および世界の⼀般的な地図（主に海域）を公開するほか、BOEMで扱う⽯油・ガスや再⽣可能エネルギーに関するリース区域

について確認できるほか、特にリースセール中の鉱区は個別に情報をダウンロードすることができる。
• 外部媒体も含め複数のデータベースにより鉱区情報を公開している。
• 鉱業権者から連邦政府に提出された申請情報（原紙写しはPublic Information Officeに保管）も含め情報がまとめられている。
• 取り扱う全鉱区について、所在地、⽔深、リース期間、リース料、ロイヤルティ率、現状のステータス、割当年⽉⽇事業者を掲載した表がある。
• 特に公開⼊札鉱区については⼀覧表として整理されているほか、各鉱区やエリア別に情報が掲載されており、官報やプレスリリース、special 

information sheet等に周辺環境も含め詳細情報が発表されている。

Leasing Maps (LMs) と
Official Protraction Diagrams (OPDs)

を組み合わせた地図の例

データ種類 詳細
Marine
Cadastre.gov

海底⾯の所有権、地形的・⽣物的特徴、⽤途等の情報を統合し
たオンライン地図で、閲覧・印刷を無料でできるほか、⾃⾝のGISア
プリからの直接リンクを作成することができる。

GIS
Data/Shapefiles

BOEMの取り扱うOCS鉱区の場所、領域、募集中・使⽤中のリー
ス、油井、パイプラインに関するGISデータをダウンロードできる。

OPD, SOBD, CBD
& Lease Map
Diagrams

陸地とOCSのリース鉱区のグリッドデータ（Official Protraction
Diagrams (OPDs)）を組み合わせたデータのほか、過去の鉱区
データを含むSOBDやCBDを重ねて表⽰することも可能。

BOEM Map Gallery 世界各国・地域とその周辺海域の資源賦存状況等を概観すること
ができる。

OCS Boundary
Policies and
Procedures

鉱区設定やリースに関する裁判所判決、法令・規則、条約、法的
⼿続きを取りまとめている。

Additional Data
Sources

外部の各種GISデータへのリンク

BOEMが公表する地図・データの種類

出所）BOEM ウェブサイト 25



7.1 地質データの公開状況（ニュージーランド）
• 探査データの権利は調査実施者が保有し、 5年間の⾮公開期間後、あるいはライセンス終了後（いずれか早いほう）にデータ公開され（特に⼿続きもなく⾃動的にオ

ンラインデータベースで公開する）、誰でも利⽤可能となる（コアの解析も可能）。無料（⼿数料のみ）。調査および坑井（well）の概要は直ちに公開される。
• マルチクライアントデータの場合は15年間の⾮公開期間を選択可能（国際的業界団体であるIAGCのガイドラインに基づく）。
• 上記いずれの場合も、データコピーは即座に政府に提出。
• 地質等データは、NZP&Mの地質情報等のデータベース（GOLD）ポータルにて常時検索可能（https://data.nzpam.govt.nz/GOLD/system/mainframe.asp）。
• 地震探査の測線、井⼾の場所等を含む情報もNZP&MのWebGISで公開。
• 鉱区開⼊札を⾏う際には、対象海域に関する地質情報を揃えた“Data Pack”を公開。
• ⽣産データも毎⽉公開している。

データ種類 詳細
PETLAB（⾃然岩と地
質解析データベース）

ニュージーランドの⾃然岩、鉱物および地質解析データベース

QMAP（構造測定によ
る途切れのない地理情
報システム）

新たに構造測定を⾏った層を含んだ、GNSサイエンスによる25万分
の1スケールのニュージーランドの地質図のプレリリース（2016年）

PETLAB-QMAP 派
⽣マップ

ニュージーランドの各地質マップに適⽤される全ての⾃然岩の地球化
学データのまとめ

地球化学的地球参照モ
デル（GERM）

ニュージーランド鉱物業界のために特別に仕⽴てられた鉱物の集合
からなる新たな鉱物産出データベース（地質資源マップ）

RegChem 公開されている鉱業会社の報告書による地質探査データの⼤幅更
新

南ニュージーランドの地
球化学アトラス

南ニュージーランドの様々な化学分析物の体系的な調査

地 理 情 報 シ ス テ ム
（GIS）データ

ArcMapプロジェクトとシェープファイル（GISで⽤いられるファイル形
式）として提供される総合的なGISデータセット。
（地域の地球物理学的調査や研究、鉱物関係の報告書からドリ
ル坑やコアサンプルの情報まで広範囲）

鉱区公開⼊札で提供するData Packのデータ種類

(出所：NZP&M） 26

地震探査の測線、井⼾の場所等のWebGIS
(出所：NZP&M）

https://data.nzpam.govt.nz/GOLD/apps/user/_ArcGISMap/A
rcGISMap.aspx?ixMapID=16&ixAppID=317



7.2 地質データの公開状況（オーストラリア）

Offshore Petroleum Exploration Acreage Releaseで
公開鉱区ごとに提供されるデータの例

（公開鉱区の位置や地震探査を⾏った位置等を⽰している。）
出所：http://archive-petroleumacreage.industry.slicedtech.com.au/2015

• 公開⼊札鉱区に関する情報は、ウェブサイト（Offshore Petroleum Exploration Acreage Release）にて公開されている。公開鉱区ごとのデータセットが
公開されている。アクセス制限はなし。⼿数料のみで提供。

• また、⽯油探査に係る地質学データはウェブサイト（National Offshore Petroleum Information Management System ）でも公開されている。利⽤
登録が必要だが、登録に関する制限はない。データの種類に応じて価格が設定されている。

公開鉱区ごとに提供されるデータの種類
出所：三菱総合研究所「特定区域制度に係わる調査」, 

Offshore Petroleum Exploration Acreage Release

データ種類 概要
基礎情報 位置情報、⾯積、残存資源の推定量、2D/3Dの構造調査数、開発

に⾄る経緯
インフラ情報 陸上施設、輸送先、既存パイプライン等
公開地域の分割 ブロックの位置、⽔深、⾯積等
資質を基にした分類 不整合の存在が分類の基準となり記される。岩質を基に、層序を

Group>Subgroup>formation と細かく分類。
各Subgroup において提供されている情報は⽣成年代、岩質、深さ、
隣接するgroup(subgroup)との間にある不整合、貫通井⼾等

過去の調査 許可を得た企業、許可を保持した年数、許可を無くした理由等
過去の井⼾に係る情報 試掘企業、試掘年、試掘の理由、⽯油/ガスの発⾒の有無等
⽯油システムの存在に
係る調査情報

根源岩の位置・種類、貯留している位置、トラップ構造の位置、蓄留
岩の位置と種類等

クリティカルリスク 資源が⾒つからない可能性について
個別海域特有の情報 軍事基地、環境保護（⾃然遺産、⽣息する⽣物）、漁業活動（各

地域において活動する漁業会社）、海上交通（主な航路、交通
量）、国境における協定、開発を⾏うために必要な申請
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