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本邦における資源開発の在り方に関する検討会(第１回) 

 

日時 平成28年９月27日（火）16：59～18：38 

場所 経済産業省 別館11階 1111会議室 

 

１．開会 

 

○鈴木鉱業管理官  

 ほぼ定刻になりました。ただいまより本邦における資源開発の在り方に関する検討会を開催さ

せていただきます。 

 私は鉱業管理官の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、本検討会の開会に当たりまして、資源エネルギー庁資源・燃料部、山下部長より

挨拶を申し上げます。 

○山下資源・燃料部長 

 資源エネルギー部長の山下でございます。座って失礼いたします。 

 本日は、本邦における資源開発の在り方に関する検討会の第１回ということで、夕刻の時間に

なりましたが、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本邦の資源というのは、やはり我々にとって最も安定的な供給源でありまして、あとは海外と

の関係でもこういうものを持っているということ自体が意味を持つということでございますので、

こういうものを重要視したいと思っているところでございます。 

 平成30年４月に海洋基本計画の改定、それから改正鉱業法のレビューを迎えることになるわけ

ですが、このタイミングで、本邦の資源開発の今後の方向性の検討とあわせまして、法制度面の

運用を見直して、事業環境を整備しておく必要があるということでございます。 

 本年７月に総合エネ調の資源・燃料分科会でこの中間論点整理におきまして、本邦における資

源開発は今後の改正鉱業法レビューや海洋基本計画の改定を見据えて、特に石油・天然ガスなど

の特定鉱物の開発を促進すべく、本邦における石油・天然ガス等の特定鉱物の資源開発政策の在

り方を抜本的に見直した上で、具体的な検討を進めるべきであるというふうに議論をされたとこ

ろでございます。 

 こういった点につきまして、技術的・専門的な検討を深めるために、このたび、この場を立ち

上げさせていただいたということでございます。 
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 ここでの検討の成果につきましては、資源・燃料分科会で報告・議論をしていく予定でござい

ます。ぜひ活発な意見交換をしていただくことを期待しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○鈴木鉱業管理官 

 それでは次に、本検討会の座長の選任に移らせていただきます。 

 本検討会では、平成23年改正鉱業法の施行状況の点検を行いまして、本邦における資源開発の

促進に向けた鉱業法上の課題について議論を深めていきたいと考えております。このようなこと

から今回の検討会の座長につきましては、平成23年の鉱業法改正時に、その際の検討のために設

置されたワーキンググループの座長を務めていただきました、東京大学大学院法学政治学研究科、

中谷和弘教授にお願いしたいと考えております。 

 いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○鈴木鉱業管理官 

 ありがとうございました。 

 それでは、中谷先生からご挨拶を頂戴し、以後の議事進行をお願いしたいと思います。 

 中谷先生、よろしくお願いいたします。 

○中谷座長 

 本検討会の座長を務めさせていただきます中谷でございます。今後、委員の皆様及びオブザー

バーの皆様方のご協力を得つつ、円滑な議事の進行に努めてまいりたいと存じます。 

 何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、本日は第１回目の会合ですので、まず本検討会の委員及びオブザーバーの皆様方の

ご紹介をさせていただきたいと存じます。 

 事務局からお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 本検討会は委員とオブザーバーで構成されておりまして、業界関係者の皆様をオブザーバーと

させていただいております。 

 議決権があるか、否かの違い以外は、委員と権能は同じでございます。 

 それでは、配付しております名簿の順に、まずは委員の方々のご紹介、続きましてオブザーバ

ーの方々のご紹介をさせていただきます。 

 まず、東京大学大学院法学政治学研究科教授、交告尚史委員。 

○交告委員 
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 交告でございます。よろしくお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 同じく、東京大学大学院法学政治学研究科教授、中谷座長。 

○中谷座長 

 よろしくお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 東京大学大学院総合文化研究科准教授、西村弓委員。 

○西村委員 

 よろしくお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 公益財団法人深田地質研究所理事長、松岡俊文委員。 

○松岡委員 

 松岡です。よろしくお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 東京大学名誉教授、山冨二郎委員。 

○山冨委員 

 山冨です。どうぞよろしくお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 次に、オブザーバーの方々です。 

 国際石油開発帝石株式会社国内事業本部、探鉱・開発ユニットジェネラルマネジャー、岩田尊

夫様。 

○岩田オブザーバー 

 岩田です。よろしくお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 日本鉱業協会専務理事、加藤元彦様。 

○加藤オブザーバー 

 加藤でございます。よろしくお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 株式会社地球科学総合研究所専務理事、河合展夫様。 

○河合オブザーバー 

 河合です。よろしくお願いします。 
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○鈴木鉱業管理官 

 関東天然瓦斯開発株式会社常務理事、木村健様。 

○木村オブザーバー 

 木村でございます。よろしくお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術部長、塩川智様。 

○塩川オブザーバー 

 塩川でございます。よろしくお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 同じく、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 基礎調査課長、土田邦博様。 

○土田オブザーバー 

 土田と申します。よろしくお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 株式会社ＰＧＳジャパン代表取締役、續誠様。 

○續オブザーバー 

 續です。よろしくお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 出光興産株式会社 資源部技術統括マネジャー、常山太様。 

○常山オブザーバー 

 常山でございます。よろしくお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 石油資源開発株式会社 経営企画部長、中島俊朗様。 

○中島オブザーバー 

 中島でございます。よろしくお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 一般財団法人海洋産業研究会、常務理事、中原裕幸様。 

○中原オブザーバー 

 中原です。よろしくお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 三井石油開発株式会社、北海道事業部長、峯岸政人様。 

 なお、峯岸様は本日ご欠席でございます。 
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 続きまして、ＪＸ石油開発株式会社、執行役員事業第２部長、山崎佳彦様。 

○山崎オブザーバー 

 山崎でございます。よろしくお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 ありがとうございます。 

 以上の方々に本検討会の委員及びオブザーバーにご就任いただいております。 

 改めまして、皆様よろしくお願いをいたします。 

 

２．議題 

 

○中谷座長  

 続きまして事務局より配付資料の確認をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 それではお手元ｉＰａｄ上に格納されております資料の確認をさせていただきます。 

 最初に議事次第、その後、資料１「本邦における資源開発の在り方に関する検討会委員名簿」、

資料２「本邦における資源開発の在り方に関する検討会の設置について」、資料３「平成23年改

正鉱業法に基づく措置の点検・評価について」、資料４「本邦における資源開発の促進に向けた

鉱業法上の課題に関する主な論点について」、資料５「平成31年度以降の国内石油天然ガス基礎

物理探査海域の検討状況について」、資料６「本邦における資源開発の在り方に関する今後のス

ケジュール（案）」、参考資料１「本邦における資源開発の促進に向けた鉱業法上の課題に関連

する施行状況について」、参考資料２「資源・燃料分科会（中間論点整理）の抜粋」、参考資料

３「今後の資源・燃料分科会開催スケジュール」でございます。 

 資料にもし不足等がございましたら、事務局までお申し出ください。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

それでは本日の議事に入らせていただきます。 

本日の議題は議事次第にありますように、議題１、本邦における資源開発の在り方に関する

検討会の設置について、議題２、平成23年改正鉱業法に基づく措置の点検・評価について、議題

３、本邦における資源開発の促進に向けた鉱業法上の課題について、議題４、平成31度以降の国

内石油天然ガス基礎物理探査海域の検討状況について、議題５、その他を予定しております。 
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まず議題１の本邦における資源開発の在り方に関する検討会の設置について、事務局より資

料の説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 それでは、お手元の資料２をお開きいただければと思います。 

 本邦における資源開発の在り方に関する検討会の設置についてという題名の紙でございます。

まず開催趣旨でございますが、先ほど部長からもご説明をさせていただいたとおり、本年７月、

皆さんもご承知のとおり、本年７月の総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会「中間論点整

理」において、本邦における資源開発の在り方については、今後の改正鉱業法レビュー、これは

29年１月で５年を迎えるんですが、さらには海洋基本計画の改定を見据えて、「特に石油・天然

ガス等の特定鉱物の開発を促進すべく、本邦における石油・天然ガス等の資源開発政策のあり方

を抜本的に見直した上で、総合的なアクションプランを策定すべく、具体的な検討を進めるべき

である」とされております。 

 こうした点を踏まえまして、技術的・専門的な検討を深めるため、専門家による検討の場とし

て本検討会を設置するということでございます。検討の成果につきましては、資源・燃料分科会

において報告・議論することとしております。 

 ２．の検討事項でございますが、平成23年改正鉱業法の施行状況の点検・評価、さらにはそれ

を踏まえた個別の論点として、（２）以下でございますが、未処分出願の早期・実質的解消に向

けた取組、鉱業権に係る事業着手延期・事業休止認可、試掘権延長許可の運用の見直し、特定区

域の指定提案の促進、鉱区・既出願区域に係る情報のデータベース化・公開のあり方について鉱

業法の関連ではご議論いただければと思います。 

 なお、そのほか、海洋基本計画等の改定を見据えた今後の本邦資源開発の検討の方向性につい

ては別途検討を行い、その結果をこの検討会の場で報告させていただく予定でございます。 

 なお、議事及び資料の取扱いでございます。検討会は原則として公開とさせていただきます。

開催案内は事前に経産省のホームページに掲載をさせていただきます。傍聴については、検討会

の運営に支障を来さない範囲で認めさせていただきます。 

 記名の議事録は、原則として会議終了後１か月以内に事務局が作成し、発言者の了解を得て、

経済産業省のホームページに掲載をいたします。議事要旨、こちらは無記名でございますが、原

則として会議後１週間以内に事務局が作成し、同じく経産省のホームページに掲載をさせていた

だきます。 

 なお、配付資料は、原則として同じく経産省のホームページに掲載をさせていただきます。 

 設置については以上でございます。 
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○中谷座長  

 ありがとうございました。 

次に、議題２の平成23年改正鉱業法に基づく措置の点検・評価について、事務局より資料の

説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 資料３のパワーポイント、青い表紙のものでございます。平成23年改正鉱業法に基づく措置の

点検・評価について、でございます。 

 まずお手元の資料の３ページをお開きいただければと思います。 

 こちらは現行の鉱業法の概要でございます。これは釈迦に説法かもしれませんが、鉱業法は、

鉱物が国民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まして、鉱物を掘採・取得する権利を鉱業権として物権とみなす

ことで土地所有者から分離し、これを国が付与する等の鉱業の基本的制度を定める法律として制

定をされております。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

利を得るかわりに、事業に着手する義務、鉱害防止の義務等の義務を負うわけでございます。 

 大きく鉱業権は２つに分かれまして、試掘権と採掘権という形になっております。 

 続きまして４ページでございます。これは23年改正のポイントでございますが、石油・天然ガ

ス等の特定鉱物については、国が特定区域を指定し、特定開発者を公募、選定することによって

鉱業権を付与するわけでございます。左下のところに、特定鉱物の鉱業権の設定フローについて

書かせていただいております。なお、それ以外の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・許可することによって鉱業権を付与するという形になっておりま

す。 

 続きまして６ページ目でございます。 

 平成23年の改正鉱業法の概要でございます。ちょっと振り返りたいと思います。当時の環境で

ございますが、資源開発をめぐる内外環境変化が起こっておりました。国際的な資源需要の増大

と資源価格の高騰、資源国・新興国、資源会社等の台頭、経済活動資金のボーダーレス化・グロ

ーバル化、開発技術の進歩。こういった資源開発をめぐる厳しい内外環境の中で、国内資源を適

正に維持・管理しながら、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

がより一層必要であるという問題意識に基づいて改正されたわけでございます。 

 続いて７ページ目、改正鉱業法の概要でございますが、７ページの下半分の「対応」というと

ころをごらんいただければと思います。 

 まず１点目といたしまして、出願者に対する技術的能力等の要件の導入をいたしました。許可
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要件の追加でございます。２番目といたしまして、先願主義の見直し。これは先ほど申し上げま

した特定区域制度を創設させていただいたわけでございます。 

 ３番目のポイントといたしまして、鉱物の探査に関する許可制度の創設ということでございま

す。それぞれの詳細を次のページ以下でご説明をさせていただきます。 

 まず、１点目の許可要件の追加でございます。許可基準の概要といたしまして、８ページ目で

ございます。赤い字で書かれてあるところが新たに許可基準として追加されたところでございま

す。いわゆる、経理的基礎や技術的能力を有すること、社会的信用を出願人が有すること、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といったことを追加いたしました。 

 続いて９ページ目でございますが、先ほどから申し上げている特定区域制度でございます。特

定鉱物、これは石油・可燃性天然ガス、熱水鉱床、コバルト・リッチ・クラスト、アスファルト

を指しますが、これらは先願主義によらず国がポテンシャルのある区域を特定区域として指定し

まして、最も適切な開発を行い得る者に公募選定等の手続により鉱業権を付すものでございます。

さらに３番目といたしまして、鉱物探査規制というのを導入いたしました。法令において規制対

象を限定列挙させていただいています。地震探鉱法、電磁法、集中的サンプリング探査法といっ

た外形的な行為の態様によって規制をしております。したがいまして、鉱物を目的としない場合

も規制の対象になります。例えば地震メカニズム解明のための地層調査といったものもこの規制

の対象になるわけでございます。 

 ここまでが平成23年改正鉱業法の概要でございます。 

 続いて、飛びまして12ページでございます。改正鉱業法に基づく措置に関連する施行状況とい

うのがどうであったかということを説明させていただきます。 

 まず、許可要件の追加に関連する施行状況でございますが、出願受理件数の推移を見ていきた

いと思います。平成23年改正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平成23年に3,900件ございますものの、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1,000件程度の約５分の１、約200件と大幅に減少しております。

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という許可要件の追加の

目的に対して一定の効果を上げているのではないかと考えております。 

 続いて14ページでございます。 

 先ほどから申し上げている特定区域制度の施行状況でございます。残念ながらこれまで陸域で

１件のみでございまして、海域はゼロ件でございます。ここにありますとおり、静岡県島田市の

陸域の案件が今かかっているところでございます。まさにこの状況を踏まえて、後に資料４のほ
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うで後ほど説明をさせていただきます、未処分出願の処理の迅速化ですとか、特定区域制度の促

進、さらには鉱区出願情報の公開について検討すべきと考えております。これらはまさしく特定

区域制度の促進をするための議論と考えております。 

 続いて16ページでございます。 

 鉱物探査規制の施行状況でございます。年間おおむね30件程度の探査許可申請がございまして、

これまで全ての申請について許可をさせていただいております。これまで違反事例はございませ

んで、命令等の処分を行った事例もございません。先ほど申し上げたとおり、科学的調査目的で

あっても適法に申請されていまして、経済産業大臣の許可を受けた上で実施されております。下

のグラフは、探査手法別が左側、あと鉱物目的・鉱物目的外の別が右側に棒グラフとして示させ

ていただいております。 

 点検・評価については以上でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ここでこれまでの説明を踏まえまして、ご議論をいただきたいと思います。 

 ご意見などのある方は名札を立てていただければ、私のほうから指名させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○松岡委員 

 質問なのですけれども、資料の３ページ目ですが、鉱業権の定義のところで、試掘権と採掘権

が定義されていまして、それの存続期限、特に採掘権、「無期限」と記載されているのですけれ

ども、通常考えるとその採掘が終わった後は、当然のことながら鉱業権は国に返すというような

規定があるのではないかと思うのですけれども、これはどのように考えるのでしょうか。 

○鈴木鉱業管理官 

 法律上は、採掘が終了しましたら、採掘権は返す形になっているという理解です。 

○松岡委員 

 それはもう規定があって、一応、採掘が終わったときには、この無期限ではないと考えて…… 

○鈴木鉱業管理官 

 法律上の規定はございませんけれども、当然、鉱業権を持ち続けると鉱区税等を支払うことに

なりますので、お返しするということになるかと思います。 

○松岡委員 

 ちょっとわからないのは、採掘し終わったにもかかわらず、税金を払えば無期限に持てるとい
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う。 

○鈴木鉱業管理官 

 制度上はそういう形になります。 

○松岡委員 

 制度上はそういうことなのですか。普通、常識的には何かまずいのではないかという気もしま

すけれども。 

○鈴木鉱業管理官 

 一応、事業を継続することが要件になっているので、事業休止という形になりますので、もし

事業をしていないと、その場合は…… 

○松岡委員  

 私は鉱業権の専門家でもないので、普通に読んで奇異に感じたのですけれども、通常、採掘が

終わった定義なりを明確に決めて、それで鉱業権は一旦戻すというのが常識的じゃないかなと思

うのですけれども、今はそうはなっていないという理解でよろしいのでしょうか。 

○鈴木鉱業管理官 

 ええ。そうですね、今は。 

○中谷座長 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

○山冨委員 

 私も昨年までは大学で資源開発を教えていたのですけれども、鉱業法とか鉱業権に関してはほ

とんど素人で、それを別に知らなくても資源開発の事業はできるというあれだったものですから、

改めて今回この検討会に参加することになって資料を読ませていただきました。 

 全体的に法律の言葉なので、非常に私にとってはわかりにくい表現もあるし、これはどう解釈

するのかというのもあるのですけれども、まず統計的なものとして、例えば12ページの出願状況

の推移がありますね。これで多分、平成25年度以降に出願されたものについては、特定と一般の

内訳というのですか、そういったものはあるのでしょうか。 

○鈴木鉱業管理官 

 先ほどの特定鉱物の…… 

○山冨委員  

 これは特定鉱物だけですか。 

○鈴木鉱業管理官 

 ではないです。 
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○山冨委員 

 全て入っているんですよね。 

○鈴木鉱業管理官 

 ええ。入っています。ですが…… 

○山冨委員 

 特定鉱物はその１件だけなのですね。 

○鈴木鉱業管理官 

 陸域の１件だけということです。 

○山冨委員  

 そうですか。そうすると同様に、16ページの試掘権の申請のところ、受理されたものについて

も、これは一般の鉱物、あるいは科学的調査目的のためのものと理解すればいいのですか。 

○鈴木鉱業管理官 

 そうですね。赤い棒グラフの右側のほうでございますが、鉱物目的外が赤、青塗りのほうが鉱

物目的でございます。 

○山冨委員 

 そうすると逆に類推すると、12ページで、出願件数は187件あって、そのうち少なくとも試掘

権に関しては毎年30件程度認められていて、残りの出願したものは試掘権を出願しているのか。

あるいは受理されていないものも含まれているのか。いろいろなものが入っているということで

すか。 

○鈴木鉱業管理官 

 16ページのほうは探査の規制でございまして、それで今おっしゃられる趣旨は…… 

○山冨委員 

 12ページも、これは単に出願受理件数の推移とありますので……、あ、受理した件数か。 

○鈴木鉱業管理官 

 そうです。 

○山冨委員  

 そうすると残りは採掘権と考えればいいわけですね。 

○鈴木鉱業管理官 

 そうですね。いきなり採掘権という場合もございますので、出願の場合は。採掘権か試掘権か

どちらかという理解です。 

○山冨委員 
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 わかりました。ありがとうございました。 

○中谷座長 

 ほかにはいかがでしょうか。 

○中島オブザーバー 

 ありがとうございます。今の山冨先生のところと関連して12ページ、確認の質問をさせていた

だきたいのですけれども、このグラフで示されている数字は、出願をされて、その出願を受理し

た件数ということでよろしゅうございますか。 

○鈴木鉱業管理官 

 はい。 

○中島オブザーバー 

 そうしますと、鉱業法の改正後、施行後以降のこの平成24年度以降の大体200件内外で推移し

ていますけれども、この数字というのは特定鉱物以外の出願ということでございますね。 

○鈴木鉱業管理官 

 そうです。 

○中島オブザーバー 

 特定鉱物、特にここで議題になる石油・天然ガスについては、出願そのものが制度として認め

られなくなったわけですので、この中には含まれていないと理解します。そういう理解に基づけ

ば、こと石油・天然ガスに限って言えば、この許可要件を追加した目的が一定程度の効果を上げ

ているというのは、必ずしもそうは言えないのではないかというふうに思います。その手前の改

正以前の23年度までのところの数字は、逆に特定鉱物になった石油・天然ガスも含まれているの

だとすれば、なおさらそういうことだと思いますし、もし外挿的に、例えば特定鉱物以外の鉱物

に限って法施行前の数字を出して、それが法施行後に下がっているということが確認できれば、

それをもって石油・天然ガスにおいてもそういう効果が期待できるのではないかというような、

例えばそういう考え方はあるかなとは思うのですけれども、この数字だけで石油・天然ガスに関

して一定の効果を上げているかどうかはわからないのではないかという感想といいますか、印象

を持ちました。 

 これが１点目で、もう１点。16ページのところでございます。探査の規制のところですけれど

も、上の青い網かけになっているところの１点目で、全ての申請について許可していただいてい

るということで、私どもの申請も許可していただいてありがとうございます。その上で、法改正

をしたときの探査規制を導入する目的というのは、特に海域において外国船等による無秩序な探

査が行われているので、それを抑制するためであったと理解をしております。ですので、そうい
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う観点からすれば、むしろ外国による申請が行われたけれども却下したとかということがあると、

この法の導入目的に照らして効果があったといえるのではないかと思うのですけれども、そこに

ついてどういう評価をされているのだろうかということでございます。 

 このご質問をさせていただきますのは、私ども事業者としては、確かに許可はしていただいて

いるんですが、許可の手続のためにいろいろと事務負担が増えているので、自分たちのことを真

っ当なと言うと口はばったいですけれども、それなりにちゃんとしている事業者の事務負担はな

るべく軽減していただいて、もともとの目的であった外国等による無秩序な探査が抑止できれば

いいのではないかと思っておりますので、そういった点でご質問させていただきました。 

 以上でございます。ありがとうございます。 

○鈴木鉱業管理官 

 ２つ目の質問につきましては、外国籍の者からの探査の許可申請は平成24年度に１件のみでご

ざいます。それ以外は全て日本国籍の者からの申請でございます。 

 それと最初のご質問について、まさしくおっしゃるとおりでございまして、一般鉱物について

推移を見ていくというのは非常に大事な観点だと思いますので、私どものほうでもデータを精査

させていただきたいと思います。 

○中谷座長 

 ほかにはいかがでございましょうか。よろしゅうございますか。 

 どうもありがとうございます。 

 それでは議題３の本邦における資源開発の促進に向けた鉱業法上の課題について、事務局より

資料の説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 それでは引き続きご説明をさせていただきます。資料４でございます。本邦における資源開発

の促進に向けた鉱業法上の課題に関する主な論点について、でございます。 

 資源・燃料分科会「中間論点整理」の鉱業法上の見直しに関する方向性と論点、さらに皆さん

に今までいただいているご意見を踏まえて深掘りさせていただいた資料がこの資料でございます。

枠囲いが中間論点整理での書きぶりでございまして、それをさらに掘り下げたものというふうに

ご理解いただければと思います。 

 まず１．でございますが、未処分出願の早期・実質的解消に向けた取組でございます。「特定

区域の制度の下、より能力のある事業者の参入を促すという改正鉱業法の趣旨に照らせば、旧法

下でなされた出願の処分を加速し、早期に実質的な解消を図ることは一定の効果が期待され

る。」というような整理をいただいたわけでございますけれども、それにつきまして、まず
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（１）として「解消すべき案件の分類」でございます。これまで先願主義を踏まえまして、原則

としては出願の時系列順に処理を進めてきたわけでございますが、ここでの論点としまして、今

後についてどのような案件を優先的に処分していくべきかということでございます。例えば、本

邦資源開発の促進のため、いわゆるポテンシャルや、ある種機会の損失を最小限に抑えるという

観点から、まずは海域における在来型石油・天然ガスに係る出願の処理を優先させてはどうかと

いう投げかけをさせていただいております。 

 （２）といたしまして、解消の程度でございます。「例えば国際法上、自制義務がかかってい

る出願の扱いなど」ということでございますが、我が国と他国との間で境界が確定していない排

他的経済水域及び大陸棚における出願については、国連海洋法条約上の自制義務との関係で、い

たずらに権利設定をすることができないことから、未処分出願の処理促進の対象からは除外すべ

きではないかという論点でございます。 

 （３）として「解消の期限」でございます。本来、行政庁が標準処理期間６か月内に処分すべ

きものができていないという状況でございます。可及的速やかに解消することが求められるわけ

でございますが、次の２ページ目ですが、一般的な法制度のレビューサイクルがおおむね５年で

あることを踏まえれば、まずは５年間で最大限の成果を目指して取り組むことが適当ではないか

ということでございます。 

 （４）として「解消のための具体的な措置」の内容でございますが、ここでは①として「未処

分出願の早期・実質的解消に向けたアクションプラン」、これは実際に事務手続をされる地方経

済産業局ごとにアクションプランを策定することが適当ではないかと考える次第でございます。

②として、出願処理を担う地方経済産業局の処理能力の向上でございます。予算措置等によって

審査体制を増強する、審査担当職員を対象とした鉱業法の出願審査実務等に関する研修を行う、

各地方経済産業局の運用の積み重ねを踏まえた法解釈の整理等による運用通達や審査基準を見直

す、情報システムを活用した効率的な事務、鉱区・出願区域情報のデータベース化による問合せ

等への対応に取り組むべきではないかというような問題意識でおります。 

 ここまでが１．でございます。 

 ２．といたしまして、鉱業権に係る事業着手延期・事業休止認可、試掘権延長許可の運用の見

直しについて、でございます。これにつきましては、まず前提として鉱業法上、試掘権・採掘権

の取得から半年以内に事業を開始する義務が発生するわけでございますが、ある一定の事由によ

って事業の着手延期、休止が認められておるわけでございます。また、特に試掘権の場合は石

油・天然ガス等の特定鉱物については原則４年間有効でありますが、これも一定の事由に基づい

て最長２年掛ける２回で、計８年まで延期することができる形になっております。これを頭に置
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いていただいて、（１）以下の説明を聞いていただければと思います。 

 まず、事業着手延期・事業休止認可の運用でございます。これに関しては運用自体をまず説明

させていただきますと、27年度末時点で鉱業権の試掘に関するものは99％、採掘に関するものは

68％が、認可を受けて事業未着手又は事業休止となっておるわけでございます。その認可の事由

でございますが、試掘権の場合78％、ここにＫと書かれておりますけれども、これは審査基準の

番号でございまして、これは試掘権者が誠実に物理探鉱又は露頭探鉱などを行っており、かつ継

続して探鉱が必要なときという場合でございます。あと、22％がＢ、これは既に事業着手済みの

他の鉱区との一体的開発が適当であって、当該事業未着手等が鉱物の開発上合理性があり適当と

認められるとき、我々、順次開発というふうに呼んでおります。これは例えば市況が非常に悪化

してきたときに、「Ａ」という鉱区が辛うじて採掘を続けるのですが、隣接する「Ｂ」という鉱

区については着手が延期又は休止するといった場合、これは一例でございますが、そういったも

のを指す場合ということでございます。また、採掘権の認可事由の場合は22％が今申し上げたＢ

の順次開発に当たるもの。あと39％がＤ、採掘区域の鉱床の開発は終了しているのですが、当該

区域内の他の鉱床の探鉱を行っている場合ということでございます。今、状況を説明させていた

だきましたけれども、これらの事由について、いわゆる開発主体の新陳代謝や開発活動の活性化

という観点から見直しが必要かどうかというのをご議論いただければと思います。 

 続いて、先ほど申し上げた試掘権の延長許可の運用でございます。（２）でございますが、試

掘権のほぼ99％が未着手等の認可を受けつつも、本来の意味の試掘に至らないまま存続期間の延

長が許可されているという実態がございます。また石油・天然ガスの試掘権の71％は、最大回数

の２年掛ける２回、計８年まで延長されているという実態がございます。鉱業法の解釈といたし

ましては、探鉱とは鉱物の試掘を指すとしながらも、審査基準の中では実はこれまで物理探鉱で

すとか、地表探鉱等を実施したものについて、その解析や評価作業を含めて相当の成果が得られ

たと認められた場合は探鉱したものと認めております。これら弾力的な運用も含めまして、同じ

く開発主体の新陳代謝や開発活動の活性化という観点から見直しが必要かどうかというところも

ご議論いただければと思います。 

 続いて、４ページ目でございます。特定区域の指定提案の促進でございます。中間論点整理の

ときにいただいた論点といたしまして、特定区域の公募の際は公募に応じた事業者を評価するた

めに、評価基準は公募の際に示されるというふうになっておりまして、そのため、特定区域の公

募の前に国に特定区域の指定を提案する事業者の皆様にとっては、公募時にどのように自分たち

の提案が評価されるか予見が可能でない、困難な状況にあるというふうに言われております。し

たがいまして、あらかじめ一般的な評価基準を示してほしい、検討すべきであるというふうに論
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点としていただいております。 

 これについてでございますが、まず（１）としまして、特定区域指定提案者の提出データの取

扱い・評価の在り方でございます。提案者が提出した探査データにつきまして、特定開発者の公

募の公平性を考えるともちろん全て公開することが最も公平を期するということが考えられるん

ですけれども、一方で指定提案者は、仮に特定開発者に選定されなければ鉱業権を得られないば

かりか、探査データをも失うことになるということですから、指定提案をちゅうちょしてしまう

という意見をいただいております。 

 そこで、公募の公平性に留意しつつ、指定提案が提案者が提出した探査データを公募のときに

はどの範囲まで公開すべきかというような議論があるかと思います。これにつきましては諸外国

の鉱区の公開入札の例も参考にしながら、検討していきたいと思っております。 

 なお、こういった形である種、公募のときに探査データが公開されないということであれば、

おのずとそれについて提案者についてインセンティブが出るのではないかというふうにも考えて

おる次第でございます。 

 そのような前提で（２）といたしまして、特定開発者の選定における評価基準でございますが、

鉱業法の40条以降には、いわゆる技術的能力・経理的基礎というのが基礎点的な評価という形で

確認することとされておりますけれども、さらに２項では、これに基づいて事業計画書を出すこ

とになっておりますが、その評価をどういうふうにやっていくかということでございます。欧米

ですと、ある種、自分たちがやる事業というのはこういうもので、それはこういう実証的なデー

タに基づいて実現可能性がありますとか、合理性がありますという評価が加えられているという

ふうに聞いておりますが、どのような観点からこういう評価を行うべきか。また評価を行うこと

が可能かというところを、かなりテクニカルな話でございますが、ご議論いただければというふ

うに思っております。 

 ４番目、最後でございますが、鉱区・既出願区域における情報のデータベース化・公開の在り

方でございます。これも特定区域の指定提案の促進という観点からでございます。ページをおめ

くりいただいて、最後のページ、５ページ目でございますが、まず鉱区に関する情報の公開でご

ざいます。 

 鉱区に関する情報の公開範囲は、最低限、鉱区の位置、目的鉱物の２つの情報があれば足りる

のではないかという問題意識。さらには民間企業による探鉱活動を活性化していくという観点か

ら、公開されることが望ましい情報はほかにもあるか。また、公開方法を踏まえつつ、鉱業原簿

に掲載されている他の情報については、公開の必要性についてどう考えるべきかというのをご議

論いただければと思います。また、公開の在り方として、インターネット上で公開することが考
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えられるわけですが、どのような公開方法が最も適当かどうかということです。あとは閲覧でき

る方の閲覧権限についてなんですけれども、石油・天然ガス等の鉱物の探鉱・開発を担う者に限

定して与えるべきか。あるいは何人も閲覧可能とすべきかというのもちょっと議論のポイントで

はないかというふうに思っております。 

 続いて、出願区域の情報の公開についてでございますけれども、これは先ほどの鉱区と異なり

まして、まだ権利化されていない情報でございまして、鉱業原簿制度による情報公開をしている

鉱区情報とは異なり、一切の情報を公開していないのが今、現状でございます。出願に関する情

報は事業者を特定し得る形で公開された場合は、事業者の権利や競争上の地位、その他正当な利

益を害するおそれがあるというふうには考えております。 

 他方、鉱業出願の位置情報、鉱業出願の目的となっている鉱物の情報など出願人が特定できな

い、特定できる情報以外の情報であれば、公開して差し支えないのではないかという考え方もご

ざいます。さらには、こちらも同様に、閲覧権限を与えるものを限定すべきかという点もご議論

いただければと思います。 

 （３）といたしまして、その他でございます。事業者の皆様は、市場環境を調査する上で、未

処分出願の処理の情報ですとか、既設の鉱業権の稼行・未稼行の状況、さらには試掘権の延長許

可の状況などの鉱業法上の施行状況に関する情報は、重要な情報であるというふうに考えられる

ため、定期的に調査・公開すべきではないかという論点もございます。 

 以上、駆け足で説明させていただきましたが、論点を整理させていただいたわけでございます。

これに対するご意見、さらにはそのほかのさらなる論点についてご提案をいただければと思って

おります。 

 よろしくお願いいたします。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明を踏まえまして、ご議論いただきたいと思います。 

 ご意見などのある方は、また名札を立てていただければ、私のほうから指名させていただきま

す。 

 それではよろしくお願いいたします。 

○岩田オブザーバー 

 まず１つ目の未処分出願の解消に向けた取組のところで何点かございます。 

 対象とすべき出願ですが、ここの（２）に書かれておりますように、他国との間で境界が確定

していない等、探鉱開発を進めるのに困難な海域については、ぜひ対象除外としていただきたい
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と思います。 

 具体的には東シナ海とか、あるいは例えば島根県の沖合におきましても、韓国との間で共同漁

業協定が設定されているエリア等につきまして、民間ではなかなか前に進めることができない海

域がございます。そういうところはぜひ対象外にしていただきたいと思います。 

 さらに、未処分出願の解消に向けたアクションプランの策定ですが、例えば、旧法下の出願域

で、民間のほうでは試掘権設定されていなくても、先行的にかなりの探鉱投資を行って、物理探

査等を実施して探鉱計画を立てております。ですから、そういった民間側の探鉱計画も踏まえて、

ぜひ、アクションプランのほうに反映させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○中谷座長 

 よろしゅうございますか。ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

 松岡委員。 

○松岡委員 

 ご説明を受けまして、現在いろいろな問題があったり、将来どうするかということなのですけ

れども、国内における資源開発を活性化したいということで、先ほどの資料３なのですけれども、

４ページ目に、鉱業法の概要のところで、鉱業権の設定のフロー、特に特定鉱物についてはどう

するかという図があるわけです。私がお聞きしたいというか、まず明確にすべき点は、将来、国

による探査から始めて公募をするというのが恐らく理想的ではないかというふうに、私は個人的

には考えます。海外の例を見ても、基本的には鉱区は国が所有していまして、それを何らかの形

で公開するという形かと思うわけで、まず将来どういうやり方を理想とされているかがよくわか

らない。そういう意味で、企業からの提案を待っていても出てこないよという話は、これは当然

ですよね。だからそれは決して理想像ではなくて、国による探査、すなわち例えばいろいろ基礎

調査とかやっていますが、そういうものというのは本来は国による探査であって、それをベース

にして、理想像でいえば国が特定鉱区を設定して公募するというのが恐らく将来の理想像じゃな

いかと思うわけです。 

 そういうふうに考えると、後は制度設定と、それまでの将来、理想が実現されるまでの移行期

に関する問題になるわけですけれども、そういうすると例えば特定区域の指定提案の促進といろ

いろアイデアは出ていますけれども、これはそういう移行期における措置であって、それは多分

必要だと思いますが、それはそれだという気がします。 

 というわけで、そこら辺をまず明らかにした上で議論をしておかないと、詳細な議論になって
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しまうのではないかというふうに思うのです。それが私の第１点目の意見です。 

 それから２点目に、着手延期のことです。これについてはご承知のように、今の鉱業法の鉱区

のユニットは非常に狭いですね。ところが、資源というのは油田にしろ、ガス田にしろ、それは

地質学的に決まるユニットなわけです。そういう意味で自然に決まるユニットと、法的に決まる

ユニットの整合性がとれていないというところが１点問題ではないかと思うわけです。ですから

非常に狭いところで井戸を掘ったから、そこは採掘している。でも隣は採掘していないじゃない

かと言われた途端にそうなのですよね。ところが、自然のジオロジカルな１つの油田として見る

と、明らかに採掘活動をしているわけです。ですから、それの整合性をきちんととるということ

が、まずは本質的な解決じゃないか。 

そういうふうな立場に立って、未着手とか、そういうものを数えてみると、本当に99％ある

のかとか、あるいは68％、何も動いていないねというのも、その数字も変わってくるのではない

かと思うわけで、ですから、そういうところを含めて議論をしたほうがいいのではないかなとい

うのが私の意見です。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 特にございますか。 

○鈴木鉱業管理官 

 貴重なご意見、ありがとうございます。 

○交告委員 

 今の自然的にというところを、そのあたりをもうちょっと素人にわかるように説明していただ

けないでしょうか。 

○松岡委員 

 何も地下に関する情報がないときには、鉱区というのはよくわからないので、あるユニットで

切らなきゃいけないわけです。そのときに今のユニットは大変狭いということが１つ、この業界

から考えるとちょっと…… 

○鈴木鉱業管理官 

 鉱区の上限面積は350ヘクタールです。 

○松岡委員 

 ですかね。ですから普通、例えば縦５キロ掛ける横５キロの油田があったら、それは何鉱区申

請しなきゃいけないかって、ものすごい数になるわけですよ。だから、そういう意味ではまず国

が公募するときにはそういうことを考慮して、特定区域というのを定義した上で、それが１つの
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鉱区であると決めてしまえば、そこに井戸を掘って採掘していれば、その鉱区については採掘を

続けているといえるわけです。ところが、今のように非常に多くの鉱区から１つの油田が形成さ

れている場合には、井戸の隣の鉱区は、井戸を掘っていないから何もやってないと数えられてい

るのが現状ですよね。これは単に変えればいいというか…… 

○交告委員 

 わかりました。ありがとうございます。 

○松岡委員 

 ということですよね。多分、業界の人ならそういうことだと思うのですが。 

○鈴木鉱業管理官 

 一応、順次開発という形でやむを得ない事業の一類型にあるのですが、そもそも構造体で捉え

れば、そもそもそんなルールは要らないという話もあるかもしれません。 

○中谷座長 

 ほかに、ご意見は。 

○中島オブザーバー 

 ありがとうございます。資料４につきましては、深掘りした論点をご提示いただいて大変感謝

をしております。これを私どもが拝見したのが昨日なものですから、個々の点に今日この場で社

として詰めたご回答を申し上げにくいところがあるので、これはお許しいただければ次回までに

整理をさせていただきたいと思っております。１点、総論的に申し上げますと、先ほどの松岡先

生のご指摘とも関連するのですけれども、１ページの１．（１）の２つ目の星印のところで、

「国による基礎物理探査等により日本周辺海域における在来型石油・天然ガスのポテンシャルの

再評価が行われる予定である」ということが書かれていて、そのうえで、全体として鉱区のあり

方の見直しを進めて、極力白地化をしていくというのは１つの方向性だと思っておりますし、私

どもとしても可能な限り、それに対応させていただきたいと思っております。一方で、最終的な

目的は、繰り返し述べられている新陳代謝ということであるわけでございますので、単に白地化

できたエリアの鉱区の数を増やすということが最終的な目標ではなくて、最終的には特定区域の

設定がされて、それは国による場合と民間の発意による場合と両方あるわけですけれども、そこ

につながるような形でのこの白地化というものを進めていくのがいいのではないかというふうに、

私どもとしては考えております。 

 したがって、優先順位の話とか、いろいろ出てきておりますけれども、あるいは行政側の対応

能力も高める必要もあるというようなこともありますけれども、極力小さい行政コストで、効率

的に進めていくのだとすれば、国によるものであれ、民間によるものであれ、特定区域を設定す
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るようなポテンシャルの高いところを優先的に、必要に応じて白地化をしていくということだと

思っておりますので、一律にどんどん期限を区切って白地化すればいいということではないのか

なと、私どもとしてはそういう視座で考えたいと思っております。そこにおいては地質的なポテ

ンシャルが非常に高いものがこういう所にあるのだ、ということが事業者に認識されるというこ

とが非常に重要だと思っておりますので、全体としてその両輪で進めていく必要があるのではな

いかというふうに思っております。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

○岩田オブザーバー 

 特定区域制度で、民間が特定区域を提案といいますか、ここを指定お願いしますという場合に、

その探査データ、それから評価の結果、これは探鉱のアイデアでございますが、そういったもの

の公開をどうするかということが論点として上げられておりますが、諸外国の例を見ましても、

そういう独自に持っている探査データ、それからそこを攻める考え方そのもの、それらは企業の

まさに一番、他社には知られたくないところでございますので、その辺のところはぜひご考慮を

お願いしたいと思います。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ、お願いいたします。 

○河合オブザーバー 

 先ほど松岡先生からあったコメントと少し似通っていますが、単に海域の石油・天然ガスを対

象に考えると良いように思いますが、それが陸域と海域、又は浅海域でいろいろ状況が違うと思

います。例えば、陸域であれば地震探査は掘削に比べて割と費用がかかる。海域になるとそれが

違ってくるとか、こういう状況の上、しかも鉱種によって、例えば石油・天然ガスに比べて鉱物

資源になるとまた条件が大分違うと思うのですが、それが何か１つで議論されているところに少

し無理がないだろうか、陸域・海域・浅海域、鉱種の区別を全て１つに扱うのは難しいのではな

いかと考えます。 

 それからもう１つ、先ほどのところに出てきた試掘権の期限ですが、２年掛ける２年とか、４

年掛ける４年、この単位も、鉱種とか陸域・海域によって少し違うのではないかと思われ、それ

をどうすれば良いかというコメントではないですが、事業者からすると引っかかりがあるところ
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ではないかと私は理解しています。 

 以上コメントです。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○岩田オブザーバー 

 もう１点、今の試掘権の期限に関しましてご考慮いただきたい点がございます。特定区域制度

の背景としては、探査は既に終えて、試掘権ではいきなり坑井を掘削するというような、恐らく

そういう発想でできているのかなと思います。でも、特定区域を提案してもきちんと鉱区が押さ

えられるという担保がない状態で、それまでの探査データがかなり粗いものに基づいて提案する

場合は、試掘権が設定されてから３Ｄの地震探査等を民間がやっていく、そういうことも十分に

あり得ることかと思います。 

 そういった中では、３Ｄの地震探査をして、試掘をして評価をしていくという中では、４年、

２年、２年ですと本当にぎりぎりのような時間の感覚かと思いますので、その辺もご考慮いただ

きたいと思います。 

○中谷座長 

 お願いいたします。 

○木村オブザーバー 

 今までの話と論点が違うところなのですが、資料４の２ページ目の一番下の枠の中を読み上げ

させていただきます。「他方で、例えば水溶性天然ガスは地盤沈下対策のため短期集中的な開発

はできず一般的な天然ガスとは開発手法が異なる点も踏まえるべきである」というふうにご指摘

いただいておりますが、国内での水溶性天然ガスの開発事業者といたしまして、ここにつきまし

て補足説明させていただければと思います。 

 まず、水溶性天然ガスですが、現在、世界の中でも商業生産しておりますのは、我が国の千葉、

新潟、宮崎の３県のみでございます。そして水溶性ガスでございますけれども、一般に１坑井当

たりのガス生産量が、構造性ガスと比較して少なく、１つの開発で相当数の坑井を掘削すること

が多いということでございます。そして、生産時に天然ガスかん水の揚水を伴うため、従前から

地盤沈下抑制を図る必要性がありまして、坑井間隔を広くとる、坑井を掘削していく時間的間隔

もあけていくといった、そのようなやり方で開発、生産を進めてきております。 

また、並行いたしましてインフラのほうなのですが、天然ガスパイプラインに加えまして、

生産された水を送水していくという送排水のパイプラインも同時に敷設していく必要ということ
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がございます。このため、地元住民や自治体との交渉を含めますと、最低でも10、20カ所の複数

鉱区の開発を20年以上にわたって実施せざるを得ないということもありまして、必然的に鉱区の

長期にわたる確保が必要となってまいります。国内にはこういったような資源もあるということ

をぜひご認識いただきまして、資源ごとの固有の開発の実情にも配慮して検討していただければ

と考えております。 

以上でございます。 

○中谷座長 

 どうもありがとうございます。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 次に、今度は議題４の平成31年度以降の国内石油天然ガス基礎物理探査海域の検討状況につい

て、資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課の定光課長から、資料の説明をお願いいた

します。 

○定光石油・天然ガス課長 

 石油・天然ガス課の定光と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料５に基づきまして、ご説明申し上げます。 

 このご報告は、この委員会での直接な議題ということではなくて、実は関連するテーマを別途

の委員会で、松岡委員長のもとでご議論させていただいておりまして、それの現在での検討状況

をご報告させていただきまして、皆様からのフィードバックをこの場でもいただきまして、また

いずれ、そちらの委員会のほうで年内目指してその結論を得ていきたいというものでございます。

いずれにせよ、この鉱業法の見直しの議論とも密接にかかわってきますので、ご紹介をさせてい

ただければと思っております。 

 資料５ですけれども、ワードの文字ばかりの資料で恐縮でございますけれども、まず１のとこ

ろでございます。趣旨ということで、なぜこの31年以降の調査海域ということの検討しているの

かということです。これは皆様ご案内のとおり、海洋基本計画というものが５年ごとに策定され

ておりますけれども、その中で国が平成19年度に導入しました、いわゆる先ほども出ています３

Ｄ物理探査船「資源」を用いて、本邦周辺海域の探査を行っているところでございます。30年度

以前の探査海域につきましては、既に過去の海洋基本計画において設定されておりまして、30年

度末までに６万2,000平方キロメートル、毎年6,000平方キロメートルぐらいを探査するというこ

とで計画的に進めているところでございます。それがこのごらんいただいている３ページ目に、

調査の実績という横の日本列島及び周辺海域の地図をお示ししていますけれども、これまでのと
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ころ19年から27年までの８年間に、３Ｄで約４万3,000平方キロメートル、２Ｄで約１万8,000平

方キロメートルのこの記号で打っているようなところの海域を順次進めてきたというところが実

績でございます。 

 まさにここで「資源」を導入されまして、約10年経過するわけでございます。ちょうど平成29

年度がこの海洋基本計画の見直しの時期に該当してございまして、今の計画が30年度末まで定ま

っていて、海洋基本計画の新しい計画は30年度以降、若干１年重なりがあるのですけれども、要

は、今の探査計画が定まっている30年度以降、31年度以降の探査海域を30年度からスタートしま

す新しい海洋基本計画に反映して、次なるサイクルを進めていきたいということでございます。 

 若干、これ関連することを補足しますと、「資源」号を国が導入しまして約10年がたちました

けれども、この「資源」号を今後、国としてどのような形で保有するのかということにつきまし

ては、まず、こういう海洋基本計画の中での議論を踏まえた形で我々も考えていきたいというふ

うに思っております。当然、今の「資源」号、これは国が購入した船なのですけれども、これを

そのまま運用していくということもあるでしょうし、そのニーズですとか皆様からのご意見など

によってはこれを買いかえる、ないしは改造していくというオプションも、これは財政が許せば

という別途の条件もありますけれども、考えていきたいというふうにも考えているところでござ

います。 

 またこの「資源」号、今国が保有をしているということなのですけれども、実はＪＯＧＭＥＣ

法の改正というのをこの臨時国会に提出をさせていただきたいと思っていまして、その中ではよ

くこれは皆様からご提案いただくんですけれども、今、ＪＡＭＳＴＥＣが持っています「ちきゅ

う」を参考にしまして、いわゆる国の探査もやるんだけれども、その他のいろいろな民間企業さ

んのニーズに対応した貸し出しも、本業の国の探査に支障がない範囲では認めていってもいいの

ではないかというご提言もいただいていたりするものですから、今回のＪＯＧＭＥＣ法の改正で

は、この３Ｄ物理探査船を国ではなくて、ある種、ＪＯＧＭＥＣが保有することを想定して、と

なると国有財産の制限から外れますので、ＪＯＧＭＥＣに探査をやってもらいつつ、あき時間が

あればそういう貸出しも認められるような、そういう選択肢を今回のＪＯＧＭＥＣ法の改正で手

当てをさせていただきたいと思っています。実際に国からＪＯＧＭＥＣにこの探査船を保有する

か否かというのにつきましても、先ほど来申し上げているこの新しい調査海域としてどれぐらい

のものがあるのだろうかという議論を踏まえて、最終的な結論を出していきたいというふうに思

っております。 

 前置きが長くなりましたけれども、以上が検討の背景でございます。 

 ２．のところ、国による基礎調査、また資料の文章のほうに戻っていただければと思いますけ
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れども、基礎調査というのは、これは「資源」号を導入する以前から国が物理探査を行い、それ

から有望海域については、試錐を行うという現在と同じ施策を昭和30年から進めてきております。

年次計画、大体、５年タームの計画をつくりながら、それをローリングするような形で進めてお

りました。平成11年以降、７次計画、８次計画まであったのですけど、それ以降なのですけれど

も、探査の在り方につきまして石油審議会のもとでワーキンググループを設置して、いろいろレ

ビューを行いました。その結果、５年とかある種探査すべき海域をあらかじめ決めてしまうと、

毎年毎年の最新の地形に基づく適切な海域の選定が行われないのではないか。企業さんそれぞれ

いろいろな自助努力もされているわけですから、５年間順番がある種あらかじめ決まっていると

いうのは若干、公平性に欠くのではないかというような議論もありましたので、この年次方式と

いうのはやめまして、毎年度毎年度、中立的な学識経験者の方からなる委員会を設けまして、そ

こで海域を決めていくという方法に変更をいたしました。それ以来、この国内基礎調査実施検討

委員会というものを、資源エネルギー庁の中に設置しまして、この物理探査すべき海域ですとか、

あと基礎試錐、これも企業さんからの提案を踏まえまして、どこで試錐を打つべきかということ

についての議論を進めてきております。現在の委員会は松岡委員長のもとで、合計９名の学識経

験者の方にご審議をいただいております。 

２ページ目のほうをごらんいただきますと、委員会の経緯、立てつけなのですけれども、そ

ういう中で、31年度以降の海域についての探査の議論を進めているところでございます。 

まず、その前提としてこれまでの探査の海域というのはどういう考え方で選ばれていたのか

ということなのですけれども、大体、日本の周辺にあります堆積盆ですね。50か所ぐらいあるの

ですけれども、この中から水深が2,000ｍより浅いかどうか。それから堆積物の厚さが2,000ｍ以

上あるかどうか。その他いろいろな貯留岩の発達ですとか、新エリアがあるかどうか等々の基準

で、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと５段階でランクづけをしてございました。上から３つ、Ａ、Ｂ、Ｃを

優先して、これまでの８年間の探査は進めてきているということでございます。 

４の本題の今後のところなのでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、これま

で大体約４万平方キロメートル進行しておりまして、今の海洋基本計画によりますと、30年度末

までに合計で６万7,000平方キロメートルぐらい探査を終えていくという想定でございます。そ

の後、31年度以降の調査海域なのですけれども、以下のような考え方で引き続き調査を進めてい

くこととしてはどうかという議論を今スタートさせていただいているところです。 

まず第１に、これまでのある種調査の延長の部分、Ａ、Ｂ、Ｃというふうにランクづけされ

ていたのですけれども、これまで順番が回ってこなかった残りの海域について、これは引き続き

延長して、31年度以降も探査をまずやっていくべきだろうというふうに考えてございます。 
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 それから（２）なのですけれども、これまでＤないしＥと評価されて、後回しにされていた堆

積盆があるわけですけれども、この中で幾つか、いろいろな知見を踏まえて有望なものについて

はある種繰上げをしまして探査をしてみてはどうか。具体的には①としまして、非常に堆積物の

厚さが厚い。3,000ｍ以上の堆積物があるのだけれども、これまでの取り組みの中では余りデー

タの蓄積が乏しかったものですから、そこを探査するのは見合わせようというふうに扱っていた

堆積盆地がございます。こういうところは取り上げていきたい。 

 それから②としまして、企業さんから調査提案がなされていながらも、いろいろな基準からそ

のＡ、Ｂ、Ｃには入らなかった海域が幾つかございます。これについては31年度以降は取り上げ

ていくこととしてはどうか。それから③がメタンハイドレート濃集帯の存在が示唆される堆積盆

なのですけれども、メタンハイドレート、これは従来は生物起源のものなのだろうという見方が

強かったのですけれども、最近の新しい学術的な成果としまして、生物起源のみではなく、熱分

解起源のものである可能性がある。それは何を言いたいかといいますと、より今のメタハイより

も深いところにガスが存在していまして、そのガスが抜け出て、その浅いところでメタハイの濃

集帯を形成しているのではないかという研究成果が出てきておるそうです。ということを踏まえ

まして、このメタハイそのものを調べるということではなくて、その下、実はこれは有望なので

はないかということで調べてみてはどうであろうかということでございます。 

 それから（３）でございますけれども、これまでそれなりにポテンシャルがあるのだけれども、

いろいろな技術的な問題、それから漁業調整などの手間暇を考えて、射程から外していました海

域、具体的には浅海域、先ほど来話にも出てきていますけれども、水深20ないし50ｍぐらいのと

ころ、ここは今の三次元探査船のストリーマケーブルに浮きをつければ、こういう海域ぐらいま

では探査がやれるということがありますので、若干、これは漁業調整等との兼ね合いでかなり調

整に時間はかかる可能性はあるんですけれども、こういうところは企業さんからのニーズも強い

ので、探査を進めてはどうかと思っております。 

 それから②として大水深です。なかなか日本企業さんは大水深まで手がけるケースは少なかろ

うということで、当初の計画からは外しておりましたけれども、技術的な進化も進んできており

ますので、大水深もターゲットとしてはどうかということでございます。 

 こういう大きな方向性を、今、委員会のほうで議論を始めたところでございます。 

 ただし、まさにこの物理探査を何のためにやっていますかと言うと、企業の皆さんが国内の資

源の開発に役立てていただくという目的のためにやっているものでございますので、この場で皆

さんからのいろいろなアドバイスもいただければというふうに思いまして、ご紹介、ご説明をさ

せていただいた次第でございます。 
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 ちょっと長くなりましたけれども、私の説明は以上とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ただいまの説明を踏まえまして、皆様からご議論いただきたいと思います。 

 ご意見のある方はまた名札を立てていただければ指名させていただきます。 

 それではよろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○岩田オブザーバー 

 １点質問ですが、今現在水深2,000ｍより浅いところに限定してやっているというのは、技術

的な意味は特にないということでございますか。 

○定光石油・天然ガス課長 

 私の説明、不十分な点もあると思いますので、ＪＯＧＭＥＣの専門家の土田さんに補足しても

らえればと思いますけれども、基本的には企業が手がけやすいのが2,000ｍであろうということ

で、とりあえず優先的に進めてきたということでございます。 

○土田オブザーバー 

 ＪＯＧＭＥＣの土田でございます。 

先ほどの定光課長のコメントに補足ということで、その水深2,000ｍ、3,000ｍという点でご

ざいますが、今の基礎調査の対象というのは水深2,000ｍまでということで、実施検討委員会で

対象を考えたときに、直近の探鉱開発対象として企業の方が手をつけやすいところというような

ことで設定されております。それに対して今後3,000ｍまでとしておりますのは、世界的に見れ

ば3,000ｍぐらいの水深まではもう探鉱開発の対象と見なされておりますので、今後５年後、あ

るいは10年後を考えたときに、日本の企業であってもこの大水深の探鉱開発というのを手がけら

れるようになっている可能性があるということで、今回、対象を広げてはいかがというふうに考

えた次第です。 

○中谷座長 

 どうぞ。 

○山崎オブザーバー 

 ＪＸの山崎でございます。 

 今の話題に関連するのですが、優先度という観点から１つ別の考え方があるかなと思っており

ます。具体的には大水深2,000ｍから3,000ｍを今後ターゲットとしていくと理解しておりますけ
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れども、アメリカの実績を見ても、浅いところからだんだん商業化されていまして、一気に

2,000ｍ、3,000ｍにいくということではないのではないかと理解しております。 

 企業というよりも探鉱している者としまして、これまでも10年内外の期間で、民間探鉱で１本、

あと基礎試錐の制度を利用させていただきまして１本チャレンジしてきたのですけれども、なか

なか1,000ｍ前後の井戸でしたけれども、思ったような成果が上がりませんでして、1,000ｍ前後

ですとそれなりの鉱量がないとなかなか商業化できないという面もございまして、これも１つの

ハードルになっている。 

 そういう意味でいきますと、１つの考え方として優先順位でございますけれども、これまで行

いました地震探鉱の成果に基づいて、その中でポテンシャルを見きわめるというのも１つあろう

かなと思っていまして、そこで1,000ｍ前後のところのポテンシャルを見きわめた上で、次に

2,000ｍというのも１つのステップかなと思っております。 

したがって、優先順位という意味で、もちろん、2,000ｍ以深のポテンシャルを否定するもの

ではないのですが、優先順位の観点からは、また違った考え方もあるのではないかなと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 お願いします。 

○續オブザーバー 

 ＰＧＳの續でございます。 

 先ほど松岡先生からもお話しがあったのですけれども、我々探査を専業とする者から見ている

と、やはり地質学的に全体を捉えるという観点が、全体の計画をする場合に抜けているというこ

とで、どういうふうなビジョンを持ってやるのか、設定しておく必要があるだろうというふうに

は思っています。 

 それからもう１つは、探査の日本の今までのこの実績を見ていますと、一度やったところはそ

れで終わりというのが探査に対する認識のような気がしてならないわけです。実際に一度やって

終わりという開発は余りなくて、探査にしても、試掘にしても、何度かフェーズごと、あるいは

その技術の進歩ごとに再探査をやったり、再試掘をやったりというふうなことがなされているわ

けです。 

 もう１つは今までこれだけのデータを集めておきながら、それを総合的に統合した１つのデー

タベースとして活用できていないというところがあると思います。それは先ほどから話が出てい
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るように、自分たちの鉱区でそのデータを持っている。そのデータがほかへ漏れていくのは非常

に不利益をこうむるというような話がありましたけれども、もともと探査データというのは５年

なり６年、あるいは一定の期間が過ぎればどこの国でも大体、一般に開示されてしまうものなの

です。一般データとなるものです。そういうことから考えると長期にわたって、休眠鉱区だとか、

そういうふうな形もあるにせよ、データがそういうふうに眠り続けるという状況というのは、こ

れは解消しなくてはいけない。 

それから先ほど言ったように、特に2005～2006年、それまでほとんど資源の開発の対象にな

っていない。潜在性はある程度認められていた。例えば地中海の東側、イスラエルとかシリアと

か、エジプトもそうですけど、パプアニューギニアだとか、近いところではニュージーランドも

そうですけれども、非常に最近まで、2005～2006年まではほとんど開発がなされていなかったと

ころですけれども、そういうところがやはり新たな技術が導入されることによって、パプアニュ

ーギニアにしても、地中海の東側にしても、非常に今探鉱が活発になっている。そういうことか

らいくと、やはり今までこれだけのデータをある程度蓄積してきたわけですから、先ほどの前の

話に戻りますけれども、きちんと開示できるシステム。それから鉱区の割にしても、いわゆる、

外から開発の意欲のある人を呼び込むようなルールづくり、それに合ったような探鉱の計画とい

うふうなことを考えていく必要があるのだというふうに思っています。 

○中谷座長 

 どうもありがとうございます。 

 お願いいたします。 

○常山オブザーバー 

 出光の常山でございます。 

 今のご発言にも関連するのですけれども、定光課長のほうからも船の改造、あるいは新たなも

のを考えるというお話が若干ありましたけれども、そういったことがもしなされた場合には、新

しいスペックの測定装置、これはソースもセンサもそうだと思うのですけれども、こういったも

のを利用して既にデータが取得されている海域―水深もそうですけれども、ここをもう一度

測定してみるということがあってもいいのかなというふうに思っています。これは今あるデータ

の再評価にもかかわってくるとは思うのですけれども、私の経験ですと新潟沖、あるいは秋田沖

含めて、日本海では、結構、新しい堆積物が海底付近に厚くたまっておりまして、一般的にデー

タクオリティが余りよくない。これは処理のほうでも非常にいろいろな工夫が必要なのですが、

例えば測定の仕方の工夫次第では、そのデータがハイクオリティでとれる可能性というのがもし

かしたらあるかなというふうにも思いますので、そういった点も含めてご検討いただくといいか
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なと。 

 そういったことが可能になれば、今までは基本的には地質構造、背斜構造ですとか、断層トラ

ップであるとか、そういったものを主体にした狙いで井戸を掘らざるを得なかったのですが、オ

フセットのデータがきちんとしたクオリティでとれますと、これは解析次第ではストラティグラ

フィック―層位トラップといわれるような、構造はないけれども、砂が途切れているところにた

まっているというようなものも狙えるようになる可能性があるかなというふうに思いますので、

そちらのほうも含めてご検討いただければということで、コメントでございます。 

 以上です。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 ほかに皆様からご意見、ご質問等はいかがでございましょうか。 

○三浦資源・燃料部政策課長 

 資源エネルギー部の政策課長の三浦でございます。 

 きょうはありがとうございました。実は前の議題に関連して一言だけ申し上げられればと思っ

ております。 

 最初の鉱業法のレビューの文脈でございますが、若干、言わずもがなのことかもしれないので

すが、少し問題意識の共有と、今後できればご指導を仰げればなという趣旨で申し上げる点です。 

 これは具体的なご発言としては、中島オブザーバー様からご指摘のあった、白地化が自己目的

ではない、本当は開発を進めることが重要である、こういうご発言をいただきました。まことに

目的合理的なお考えで、私もよく理解できると思ったところです。 

 とともに、私思っておりますのは、他方で、現状、例えば未処分案件が件数でいえば万単位、

担当官の手元に積み上がっている状況というのもあります。参考資料１の２ページをごらんいた

だくと、そういう図が出ているわけです。このままいくとあまり減りそうにないという感じにな

っています。 

 それからもう１つ、こちらは分科会からご指導をいただいた点で、参考資料の２というワード

紙の12ページにあるのですけど、着手義務があるのだけど大部分が未着手の状況であるというこ

と。具体的には、未稼行の割合が81％。かつて81％で、今も77％ということで、この未稼行のも

のが、一方で着手義務があって、稼行を促進することを制度が予定していながら、大多数が未稼

行で、かつ、それがまだ減っていないという実態があります。こういったことについて、それが

開発促進に結びつくかどうかということも非常に重要ではあるとともに、それとは別に、法の運

用のあり方、あるいは行政のあり方としてこれが本当にいいのかどうかというところは、私もど



 

 31

う考えたらいいかなというふうに思っているところです。 

 私自身はこの世界でそうずっといたわけではなく、この６月からまいりましたので、一般的な

見方ではあるんですけど、若干、客観的に見るとやや万単位の未処分案件があるとか、着手しろ、

稼行しろと言いつつ、８割方がそうなっていないということについては、これをどう評価し、ど

う説明すればいいのかということについてはなかなか悩ましいなというのが率直なところでもあ

るので、したがって、今回、メンバーには行政法のご専門の委員もおいでいただいているわけで

ございますけれども、開発促進という観点に加えて、この行政のあり方、法のあり方という点か

らもここをどう評価し、どういうふうにしたらよりよくなっていくのかということについては、

ぜひ今後のご議論の中でご指導いただければなというふうに思いましたので、一言、恐縮でござ

います。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 どうぞ、課長、お願いします。 

○定光石油・天然ガス課長 

 議論が行ったり来たりして混乱させてしまうかもしれません。私の説明に対して、その前にい

ただいていたコメントに、私から一言ずつお話しさせていただければと思います。 

 山崎オブザーバーから優先度の考え方があるのではないかと、これは確かに大事なご指摘だと

思います。なかなか、幾つか類型を申し上げましたけれども、この類型よりこっちの類型のほう

が優先度が高いとか、ある種カテゴリカルに言えるかどうか。多分、ケース・バイ・ケースの要

素もあると思うので、ちょっとそこはなかなかクリーンに、クリアカットにぱっと言えないかも

しれませんけれども、そこは松岡先生の委員会の場でもあわせてご議論いただきたいというふう

に思っております。 

 それから、續オブザーバーのほうからは今まで蓄積してきていたデータの開示の仕組みが必要

ではないか。これは申しおくれましたけれども、今、我々資源エネルギー庁、それからＪＯＧＭ

ＥＣと協力をしながら、これまで「資源」号で蓄積してきましたデータを１つの統一的な尺度で

集約をしながら、それをデータベースに落とし込むという作業に入っているところでございます。

恐らくでき上がりますのが来年ぐらいかなというふうに思っていますけれども、せっかく蓄積し

たデータなので、これまでは個別に企業さんの方にということだったのですけれども、もう少し

全体の総覧性を高めた形でご提供できるようなふうに今仕組みを整えているところでございます。 

 それから、常山オブザーバーからご指摘いただきました船のスペックの問題。これは我々も大

変大事な観点かなというふうに思っておりますので、まさにどういうスペックの船が得られれば、
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どういう新しい知見が得られるのかというところについてのいろいろなスペックごとのメリット

と、ただし、その分、費用もかかったりという、結局、その費用対効果の中でバランスのとれた

答えを考えていく必要があると思っていますので、そういうことにつきましてもあわせて、これ

からＪＯＧＭＥＣとともにスタディをしていきたいというふうに思っております。もしそういう

中でまとまった成果が出てきましたら、またこの場でも随時ご報告させていただきたいというふ

うに思っております。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 特によろしゅうございますでしょうか。 

 交告委員。 

○交告委員 

 先ほど續オブザーバーのご発言だったように記憶しますが、「データが蓄積されている」とい

うご発言と、それから地質学的特質という言葉が出ていたと思うのですけど、その２つがうまく

結びつくかどうか。つまり、地質学的特質というのがはっきりするぐらいデータは出てきている

というふうに見ていいかどうかということなのです。 

 私、最初に松岡委員のご発言に質問したのは、松岡委員のご説明が、法的ユニットが狭いので、

鉱区が増えて、したがって未稼行というふうに評価されてしまう鉱区が数が多くなるという趣旨

だと理解したからです。 

 そうだとすると、地質学的特質からいって近隣の鉱区と総合的に捉える必要があるという鉱区

があれば、そこは例外扱いするというような法制度設計が必要になってくるわけだけれど、それ

はもうデータを見れば、ここはそういう地域なのだということがわかるようになっているのか。

あるいは、国が持っているデータだけだとこれくらいのことしか言えないが、事業者のほうに証

明責任を課しておけば、事業者のちょっとした努力で、「このあたりは全体で見なきゃだめで

す」、「この鉱区だけで捉えるのはまずいのだ」ということがわかってくるのか。そういうこと

がわからないと、我々法律家もどういうふうに制度設計したらいいかわからないということがあ

ります。 

○松岡委員 

 基本的にはそこで活動をしている民間企業が地質学的に同一な構造であるということを証明す

る。それは中立的な委員会、あるいはそこに専門家が入って、正しいと言えば、それは認めても

いいのではないかと私は思いますけども。 

○續オブザーバー 



 

 33

 今、国内の探査業務というのは、「資源」号が入ってからは多少変わってはきているわけです

が、基本的には各企業者からの要請に基づいた形で基礎試錐ですか、その形での実施をされてい

ることが多いということで、いずれにしても、それぞれの権益者の鉱区を主体にした探査がされ

ているということで、またそれぞれの鉱区がそんなに我々の一般的な感覚からいけば、そんなに

広い海域ではないわけです。それがまた一つ一つパッチワーク的にデータが単独で保存されてい

る状況で、それを総合的に、例えば鉱業権者が違っても、そこら辺のデータを全部、総合的に評

価するということがなかなか今までなされていない。 

 そうするとやはり、先ほど言われたみたいに、広域的な地質状況とかそういったものを把握し

ていく上では、やはりデータのインテグレーションと、それからその広域的なデータを、もちろ

んあいているところというのはそのデータとしての品質というのは落ちているわけですけれども、

ただ、そういうところからいろいろな有望な場所を特定していくというのは、これは探鉱の専門

家の力の見せどころなのであって、そういうことができるようなデータをつくっていくというこ

とが肝心だというふうに思っています。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは本日は皆様より大変有意義なご意見を多数いただきまして、まことにありがとうござ

いました。 

 最後に、議題５のその他であります。 

 次回の検討会の日時及び今後の進め方につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 大変お疲れさまでございます。 

 次回の検討会でございますが、11月中下旬を予定しております。開催日時につきましては、改

めてまたご相談させていただきたいと思います。 

 なお、今回の説明、議論についてご意見等ございます場合は、ぜひ第２回目までに一度伺えれ

ばというふうに思っております。資料等をアップさせていただいたのが非常にショートノーティ

スで大変恐縮でございましたので、きょう言いそびれたとか、そういった点がございましたらぜ

ひご意見を頂戴したいと思います。 

 できれば10月14日まで、２週間程度で事務局までご連絡をいただけますと大変幸いでございま

す。 

 よろしくお願いいたします。 
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３．閉会 

 

○中谷座長 

 それではこれをもちまして、本日の会議を終了とさせていただきます。 

 本日は長時間にわたりまして、活発にご議論いただきましてまことにありがとうございました。 

－了－ 

 


