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【２】本邦における資源開発 

（１）総論 

①現状認識 

「海域・深部」というフロンティア、世界における探鉱・開発技術の着実な進歩 

経済成長に伴い資源需要は伸びるが、埋蔵されている地下資源の量は有限であるため、

資源開発のフロンティアはより技術的に困難な地域・空間に移行せざるを得なくなる。過

去においては、「陸域・浅部」における掘削・採取が資源開発の主流であったが、現在で

は技術的により難易度の高い「海域・深部」へと資源開発のフロンティアが移行している。 

こうした中、海域における原油・天然ガスの探鉱・開発技術は日進月歩の進化が見られ、

過去に発見・採取できなかった資源を発見・採取できるようになるケースも増えている。

例えば、最先端の技術を駆使することにより、北海では 2011 年に 2000 年以降最大の油田

が発見され、ブラジルの大深度貯油層でも 2014 年に対前年比 93％の生産増を達成された

ケースがある。 

また、海域における資源開発は陸域よりもリスクが高いのは事実であるが、そうしたリ

スクに対しては、多国籍の複数企業がコンソーシアムを形成することにより、技術補完と

リスク分散を図りながらプロジェクトを進めることが、世界では一般的になっている。 

我が国は世界第６位の排他的経済水域を有する一方で、これまで「資源のない国」とい

う常識が根強く存在してきた。しかし、年々進化している探鉱・開発技術を積極的に採用

し、国内外を問わず技術力や資金力のある開発企業の参画を得て、広大な海底に眠る資源

を戦略的に開発・活用する取組を継続し、中長期的に資源・エネルギーの自給率を向上さ

せる可能性を最大限追求する意義は大きい。そのため、法制度面や企業支援体制等あらゆ

る面から、本邦における資源開発体制を再検討・再構築していく必要がある。 

 

改正鉱業法のレビュー、海洋基本計画等の改定時期が到来 

折りしも、政府は、来年（2017 年）以降、2011 年に改正した鉱業法の附則に基づく施

行後５年レビューや、（2018 年以降の）「海洋基本計画」「海洋エネルギー・鉱物資源開発

計画」の改定を控えている。今こそ、国内資源開発の資源・エネルギー安全保障上の意義、

資源開発フロンティアの海域への移行、最先端技術による開発可能案件の増大等を踏まえ

つつ、今後の本邦資源開発のあり方の検討を開始すべき時期にある。 

 

 

②今後の検討の方向性と論点 

  来年（2017 年）以降予定されている、2011 年に改正した鉱業法の附則に基づく施行後

５年レビューや、（2018 年以降の）「海洋基本計画」「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」

の改定に向け、本邦における資源開発、特に石油・天然ガス等の「特定鉱物」（鉱業法第

６条の２：鉱物のうち石油、可燃性天然ガスその他国民経済上重要な鉱物であってその合

理的な開発が特に必要なものとして政令で定める鉱物）の開発を促進すべく、本邦におけ

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」（平成２８年７月）より抜粋 
参考資料２ 



 10

 

る石油・天然ガス等の特定鉱物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、以下の点を踏まえて具体的な検討を進めるべきである。 

 

「資源のない国、日本」という常識の問い直し 

世界を見渡せば、進化した資源探査・解析技術を用い、従来は発見し得なかった資源

を発見した例（ブラジルのプレソルトで生産性が向上した例など）が多数生まれている。

こうした環境の中、今一度、我が国の探査・試掘にかかる政策のあり方を見直し、従来

の一般的認識にとらわれることなく、可能性を追求しなおすべきである。 

 

国内外問わず、能力ある事業者が参入しやすい環境の整備 

国は、まだ掘採されていない鉱物について、これを掘採し、及び取得する権利（試掘

権・採掘権）を賦与する権能を有しており、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、未採掘の鉱物の開発が進まないという「機会損失」

を避けることは国としての重要な課題である。 

本邦資源開発、特に石油・天然ガス等の特定鉱物の開発が、国内外問わずより一層能

力のある適切な事業者によって効率的に進むための環境整備、例えば、鉱業権付与のス

ピードや鉱業権者の新陳代謝の加速、その上で国内事業者の独力による開発だけでなく、

国として適切と認めうる海外事業者の資本や技術力を積極活用する意義は大きい。 

そのため、法制度面（鉱業法）での見直し（未処分出願の早期・実質的解消に向けた

取組、事業着手延期・休止の認可や試掘権延長の許可の見直し）、探査・試掘から開発

まで各段階における国による財政的支援のあり方（官民の負担のあり方）の見直しや、

探査・試掘に必要な情報の整理・再評価や海外の事業者にとっても有用な形でのより積

極的な開示等により、海外事業者も含め、資金力・技術力のある民間企業が広く参画し

やすい事業環境の整備を進めるべく、具体的検討を進めるべきである。 

 

 

（参考）今後の予定 

○改正鉱業法のレビュー（2017 年 1 月） 

鉱業法の一部を改正する等の法律（平成 23 年法律第 84 号）附則第 26 条では、「この法律

の施行後五年を経過した場合において、新鉱業法の施行の状況を勘案し、必要があると認め

るときは、新鉱業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも

のとする」とされている。同法の施行は 2012 年 1 月であり、施行後 5 年を経過する 2017 年 1

月にレビュー時期を迎える。 

 

○「海洋基本計画」（2013 年度～2017 年度）の改定（2018 年 4 月頃） 

政府は、海洋基本法（第16条第1項）に基づき、海洋に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るため、海洋に関する基本的な計画（海洋基本計画）を定めなければならないことと
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されている。同条第５項で「政府は、（中略）おおむね五年ごとに海洋基本計画の見直しを行

い、必要な変更を加えるものとする」とされているため、2018 年４月頃に改定される見込み。 

 

○「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の改定（2018 年末まで） 

資源エネルギー庁における本邦周辺資源開発の指針となる「海洋エネルギー・鉱物資源開

発計画」は、「海洋基本計画」の改定を踏まえ、2013 年度に改定された。今後、改正鉱業法レ

ビューの議論や改定後の「海洋基本計画」を受け、2018 年末までに「海洋エネルギー・鉱物資

源開発計画」を改定予定。 

 

 

（２）法制度（鉱業法） 

①現状認識 

 改正鉱業法（2011 年改正）で導入された特定区域制度の運用状況 

2011 年には、国が国内に賦存する資源を適正に維持・管理し、適切な主体による合理的

な資源開発を進めるべく、鉱業法が改正され、翌 2012 年１月より施行された。改正鉱業法

では、国民経済上特に重要であり、その安定的な供給の確保が特に必要な石油・天然ガス

等の「特定鉱物」について、改正前の鉱業法の下での先願主義に基づく出願・許可手続と

異なり、国による適正な管理の下で最も適切な主体が鉱業権の設定の許可を受ける出願・

許可手続として「特定区域制度」を創設した。改正鉱業法の実効性については、今後更な

る検証を進める必要があるが、改正鉱業法で導入した特定区域制度について言えば、これ

まで指定された特定区域は、陸域で１件のみ、海域では０件であり、十分に活用されてい

ないことは現時点で既に明らかである。 

この背景には、海域には、旧法下で鉱業権が出願されたが許可・不許可等に至っていな

い未処分状態の出願（未処分出願）が数多く残存していることがある。この特定区域は、

こうした未処分出願の区域と重複して指定することができないため、「合理的開発が可能な

者による開発を進める」という改正鉱業法の趣旨を活かすためには、そもそも、旧法下で

なされた未処分出願の処分を早急に進めることが必要である。 

また、改正鉱業法の下で、石油・天然ガス等の特定鉱物の探鉱・開発活動を引き続き促

進するためには、特定区域の指定が活発に行われることが重要であり、企業が自ら探査等

の調査活動を実施し、国に対して積極的に区域指定提案が行われることが望ましい。他方、

特定区域制度は、特定区域指定の後に、公募により開発者を選定する制度であるが、評価

基準は公募の際に示されるものの、一般的な評価基準の例という形では策定・公開はされ

ていない。企業が自ら調査活動を実施して特定区域の指定提案をすることを促すためには、

予め一般的な評価基準の例が公開されることが重要である。 

さらに、事業者が特定区域の指定の提案に向けて調査・探査活動をする際、特定区域は

鉱区や出願区域と重複して指定できないことから、既に鉱業権が与えられている区域や、

鉱業権の出願がされている区域の具体的な位置情報が必要となる。このうち鉱区に関する

情報については、現在も鉱業原簿閲覧制度により閲覧が可能であるが、基本的に鉱業権単
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位で開示することを前提としている制度であるため、網羅的に閲覧することが困難である。

事業者の探鉱・開発活動を促進するためには、鉱区が設定されていない区域や、出願がさ

れていない区域の位置情報が網羅的かつ容易に得られることが重要である。このとき、情

報アクセスを容易にして本邦における資源開発の活性化に役立てる上で、「情報開示」と「事

業者の正当な利益の保護」等という考え方を両立させる観点から、どのような運用がなさ

れるべきかについても検討される必要がある。 

 

設定された鉱業権の稼行状況 

既に許可された鉱業権について、2011 年改正前は、未着業と休業を合わせた未稼行の割

合は約 81％であった（2010 年度末時点）。2011 年改正においては、より能力のある事業者

の参入を促す観点から、鉱業権の許可に当たっては資金力・技術力等を要件として追加し

たところ。しかしながら、現在においても約 63％が未着業、約 14％が休業、合計約 77％

は未稼行の状態にあり、不活発な状況は大きく変わっていない（2014 年度末時点）。鉱業

権のうち試掘権・採掘権の別にみると、特に試掘権の稼行数が少ない。稼行しない理由と

しては、試掘権は「露頭調査・物理探査を継続中で試掘に至っていない」等があり、採掘

権は「他の鉱区の稼行を優先している（順次開発）」等がある。 

  

②今後の検討の方向性と論点 

未処分出願の早期実質的解消に向けた取組 

特定区域制度の下、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。 

具体的には、特定鉱物の未処分出願を対象として、①解消すべき案件の分類、②解消

の程度（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）、③解消の期限（例

えば 5年など）、④解消のための具体的な措置の内容（職員の審査能力増強、一件当たり

の業務負担軽減、情報公開等）はどのようなあり方が適切か、検討を進め、期限を決め

て未処分出願の早期・実質的解消に向けた取組の具体的計画を策定すべきである。 

  

特定区域の指定提案の促進 

特定区域の公募の際、公募に応じた事業者を評価するための「評価基準」は公募の際

に示される。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に

とっては、当該提案が公募時にどのように評価されるか予見が困難である。事業者によ

る特定区域の指定提案を活発化していくためには、予め一般的な評価基準の例を示すこ

とを検討すべきである。 

 

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 

石油・天然ガス等の特定鉱物を対象として、既に設定されている鉱区や出願済・既出

願区域について、事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することのないよ
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う留意しつつ、情報のデータベース化と公開について検討すべきである。具体的には、

既出願区域の情報については、出願者名等の個人・法人情報を公開することは不適切で

あるが、座標値・目的鉱物の情報であれば公開しても差し支えないなど、公開情報・非

公開情報を分類しつつ公開の是非について検討すべきである。 

また、未処分出願の処理の状況、既設鉱業権の稼行・未稼行の状況、試掘権の延長許

可の状況についても、定期的に調査して取りまとめ、公開していくべきである。 

 

鉱業権に係る事業着手延期及び事業休止の認可・試掘権延長許可の運用の見直し 

石油・天然ガス等の特定鉱物について、国内資源の開発をより一層進める観点からは

未稼行割合の高止まりは望ましいことではなく、むしろ開発主体（鉱業権者）の新陳代

謝や開発活動を促すことが重要である。そのため特定鉱物の未稼行案件に対しては、①

事業着手延期及び事業休止の認可や②原則４年間有効である試掘権の延長許可にかか

る要件について改めて点検することが必要である。 

例えば、事業着手延期・事業休止の理由として多くを占める「順次開発」について、

周辺鉱区の稼行実績等を踏まえつつ、現下の資源開発を取り巻く情勢に照らして合理的

であり、真にやむを得ない理由として適当であるかどうか検討されるべきである。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出来ず一般的な天

然ガスとは開発手法が異なるという点を踏まえるべきであり、このような資源ごとに固

有の開発の実情にも配慮して検討されるべきである。 

 

 

（３）原油・天然ガスの探査・試掘 

 ①現状認識 

我が国の原油・天然ガスの生産量はいずれも 2007 年をピークに減少傾向にある（2014

年度の生産量は、原油が約 63 万 kl（約 400 万バレル）、天然ガスが約 27 億㎥（約 95Bcf）

であり、現時点で国内消費量に占める割合は、原油が 0.3％、天然ガスが 2.2％）。 

我が国ではこれまで、開発リスクの高い海域における在来型石油・天然ガスの探査・試

掘については国が主体となり、民間事業者による開発につなげるべく進めてきた。たとえ

ば海域における物理探査については、国が主体となって、1950 年代半ば（昭和 30 年代）

以降２次元（２Ｄ）物理探査 30.3 万 km、３次元（３Ｄ）物理探査 4.5 万 km2を実施し、取

得・処理されたデータに基づいて原油や天然ガスの賦存可能性を検討し、そのうち有望な

構造を抽出し、実際に試錐を行ってきた（1967 年度以降実施された「基礎試錐」と「基礎

物理探査」を通じて得られた各報告書・資料・試料等はＪＯＧＭＥＣに蓄積されている）。 

また、国が主体となって進めている、三次元物理探査船「資源」を用いた国内基礎物理

探査プロジェクトでは、本邦海域においてこれまでに約 4.3 万ｋ㎡の探査が実施され、現

在のペースで順調に進めば、2018年までには6.2万ｋ㎡の計画が達成される見込みである。

これまでの探査の結果、72 箇所もの有望な構造も発見されており、現在、原油・天然ガス
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の賦存可能性の高い海域として、島根県・山口県沖を選定し、試掘調査を実施していると

ころである（2016 年６月に開始、８月までの予定）。 

なお、これまで企業も一定の水準で探鉱投資を維持してきたが、近年は開発リスクの高

いエリアでの探鉱案件が増え、成果がなかなか得られておらず、特に 2014 年半ばからの

油価下落により企業の収益は減少に転じ、探鉱投資は縮小せざるを得ない状況にある。 

 

（参考）基礎試錐は、1961 年度からこれまでに 86 本を実施。そのうち、商業化に至った

油ガス田の発見に貢献したものは 12 本。「資源」の探査結果を踏まえた基礎試錐は、2013

年度の新潟佐渡南西沖の「上越海丘」実施以来２本目になる。 

 

 

②今後の検討の方向性と論点 

過去の探査データの再評価による堆積盆の再評価・再処理、貸出・公開の進め方 

今後の探査計画を策定するにあたって、三次元物理探査船「資源」による調査結果

を踏まえた石油システム評価・モデリングを行い、統一的視点での定量的なまとめも

行い、堆積盆評価をアップデートすることが必要である。この際に過去の基礎調査デ

ータも取り入れて再評価を実施するとともに、個々の調査ごとに最新の解析・イメー

ジング技術を用いたデータ再評価の必要性や採用する処理仕様を判断し、実施してい

くべきではないか。 

また、国が過去に実施しＪＯＧＭＥＣに蓄積されている探査データについては、本

邦資源開発の活性化のため、国内・海外を問わず資源開発企業等への貸出・公開はさ

れているが、「資源開発の促進」「内外無差別」「セキュリティ」などの観点を踏まえつ

つ、より積極的な開示を如何に進めるべきか。 

 

三次元物理探査船の更なる効率的活用に向けた管理・運用のあり方 

現在、国が三次元物理探査船「資源」号を保有する形式で進められている国の探査

を更に効率的に行うため、国委託事業の他に民間事業も受注して高い稼働率を保ちな

がら、常に技術更新することも可能になるよう、例えば、JAMSTEC（（独）海洋研究開

発機構）の保有する地球深部探査船「ちきゅう」の管理・運用体制も参考として、具

体的方策を検討すべきである。 

 

鉱業法の運用見直しを踏まえた探査のあり方 

鉱業法の運用厳格化により、鉱業権者の新陳代謝を通じた開発活動の活性化が実現さ

れる場合、これまでのように専ら国が資源探査を行うのではなく、国内外の探査企業が

鉱業法を遵守して実施する探査プロジェクトが容易に立ちあがる環境を用意するには、

どのような準備が必要か。その際、特に国が担うべき探査プロジェクトはどのようなも

のか。 
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基礎試錐事業の頻度・支援スキームのあり方 

厳しい予算制約がある中で、国による基礎試錐事業の実施頻度は少ない（現状では

「３年で１プロジェクト」程度の頻度でしか実施されていない）が、上記のように三次

元物理探査船「資源」を用いた探査活動の結果、数多くの有望構造も見つかっている。

こうした中、限られた予算を有効活用し、より多くの試錐が国内・海外を問わず開発企

業が主体となって数多く実施され、同時に成功確率も向上させていくためには、これま

での実施体制や頻度をどのように見直していくべきか。 

 

 

（４）非在来型資源（水溶性天然ガス・メタンハイドレート・海底熱水鉱床等） 

 水溶性天然ガス 

① 現状認識 

水溶性天然ガス鉱業では、地下から汲み上げたかん水（太古の海水）から天然ガス、ヨ

ウ素を分離採取し、残ったかん水は地下に還元または排水している。 

我が国の水溶性天然ガスの生産量は世界最大であり、また、これらに含まれるヨウ素の

生産量は世界の３割以上（世界第２位）を占める重要な資源であり、その賦存量は、在来

型（構造性）天然ガスに比べると遙かに規模が大きい（千葉県下の水溶性天然ガスの可採

埋蔵量は、在来型（構造性）天然ガスの全国埋蔵量（357 億 m3）の 10 倍強（3,685 億 m3））。

一方、開発企業は自治体との間で地盤沈下防止協定を結んでおり、地盤沈下対策（地区あ

たりの生産量抑制や排水の地下還元等の生産管理）を措置する必要があるため、一坑井あ

たりの生産量は遙かに少ない（生産量は 0.1～２万 m3/日。在来型（構造性）天然ガスの生

産量は 10～20 万 m3/日）。 

このため、一つのプロジェクトの中で、複数の井戸（地域によっては 10～20 本程度の例

も）を掘る必要があり、さらに、時間的間隔（通常１年おき）、空間的間隔(地域によって

は 500-1000m)をあけて井戸を掘削し、ガス・送排水パイプラインも敷設する必要がある。

このような開発手法では、地元住民や自治体等との交渉を含めると最低でも 10～20 箇所

の複数鉱区の開発を 20 年以上に亘って実施せざるを得ない。また、一つのプロジェクト

は生産開始から30年～40年で減衰するため、一つのプロジェクトの開発状況をみながら、

次のプロジェクトに着手する必要がある（更なる生産量の増加を目指すため、2014 年から

は、千葉県内の水溶性天然ガス事業者とＪＯＧＭＥＣが共同で、地盤沈下対策として、か

ん水還元強化技術の調査・試験を実施しているところ）。 

 

②今後の論点・方向性 

大きな賦存量があるものの地盤沈下対策の必要から生産量に限界がある水溶性天然ガ

スの開発について、生産量拡大に必要な地盤沈下対策技術の開発や、現時点では未開発で

ある海域における水溶性天然ガスの開発等への政策的支援をどのように進めていくべき

か。 
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砂層型メタンハイドレート 

① 現状認識 

2001 年度から国のプロジェクトとして本格的な資源量調査や研究開発に着手してきて

おり、2001 年度から 2008 年度までの「フェーズ１」、2009 年度から 2015 年度までの「フ

ェーズ２」を経て、現在は 2016 年度から 2018 年度（プロジェクトの予定最終年度）まで

の「フェーズ３」の段階にあり、「フェーズ３実行計画」に基づいて諸課題の解決に向け

て事業を実施している。 

この間、「フェーズ２」期間の 2013 年３月には、愛知県から三重県にかけての沖合で、

海域では世界初となる減圧法による第１回ガス生産実験を実施し、１日当たり約２万㎥、

合計約 12 万㎥のメタンガスを生産する成果を挙げた。その一方、坑井内への砂の流入に

よる井戸の目詰まりや、ガスと水の分離が不調だったこと等の課題が浮き彫りとなり、生

産は６日間で停止した。このため、2016 年度後半以降に実施を予定している第２回海洋

産出試験（１箇月の期間を目途）においては、第１回海洋産出試験の諸課題克服等を図る

こととしている。 

商業的な開発に向けた中長期的な課題としては、これらの課題に加え、長期安定生産や

生産コストの飛躍的な低減、環境影響の防止のための技術開発等が挙げられている。並行

して、アラスカでのメタンハイドレート日米共同研究に係る文書に署名（2014 年 11 月）

し、中長期のメタンハイドレートの生産挙動の確認等のため陸上産出試験の実施に向けた

準備を進めている。 

なお、我が国のこれまでの砂層型メタンハイドレート研究開発の実績は海外からも高く

評価されてきているところであり、2015 年前半には、我が国の海洋掘削企業がインド政

府が主導する約 100 億円規模の海洋でのメタンハイドレート資源量調査を受注したこと

が特筆される。 

 

② 今後の検討の方向性と論点 

「平成 30 年代後半」には民間企業による商業的なプロジェクトが開始されるよう、国

際エネルギー情勢をにらみつつ、第２回海洋産出試験の成果等を踏まえつつ技術開発を進

めることとしている。世界で未だ実用化されていない開発リスクの高い取り組みであるこ

とを背景として、依然として国による関与の必要性が指摘されているところである中、適

切な官民の役割分担や支援のあり方をどのように考えるか。 

 

  

表層型メタンハイドレート 

① 現状認識 

主に日本海側に存在が確認されている表層型メタンハイドレートについては、既存の石

油・天然ガスの採掘技術の適用による連続的な生産が困難であるとの判断の下、これまで

は本格的な商業生産を目指した調査研究の対象とはしてこなかった経緯がある。しかしな

がら、基礎試錐や大学関係者等による地質学的調査を通じて塊状のメタンハイドレートの
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採取が相次ぎ、一定量の賦存が期待されるようになってきた。そこで、海洋基本計画に基

づき、2013 年度から 2015 年度にかけて、資源量把握のための調査等を実施し、音波探査、

掘削調査、地震探査、電磁探査、環境調査等のさまざまな探査・調査技術を用いて、世界

でも類を見ない集中的な取り組みを実施した。特に、集中的に実施した掘削調査の結果か

らは、同一のガスチムニー構造内のメタンハイドレートの存在の形態（深度、形状、量）

は､掘削箇所によって大きく異なることが判明するなど、質・量ともにこれまでにない重

要なデータが集まってきているところである。 

 

 

② 今後の検討の方向性と論点 

現在、専門家による分析作業・解析作業を加速し､商業化に必要となる最低限の資源量

の規模と分布状況であるかについて検証中。その結果を踏まえて、表層型メタンハイドレ

ートを回収するための技術開発のあり方等を検討すべきであり、その際に、民間企業等の

知見を活用するための仕組みを検討する必要がある。 

 

 

海底熱水鉱床等 

① 現状認識 

 海底熱水鉱床については、2008 年度から本格的な資源量調査や採鉱・揚鉱のための技術

開発、選鉱・製錬技術開発、環境影響評価に着手している。資源量評価については、2016

年 5 月に伊是名海穴 Hakurei サイトの資源量を 740 万トンであることを確認し、これまで

には、新たな鉱床候補として４つのサイトを発見している。技術開発については、2017 年

度に実施予定である採鉱・揚鉱パイロット試験に向けた取組を実施している。 

  レアアースについては、2013 年度から３年間、資源ポテンシャルを評価するため、南鳥

島沖の EEZ における賦存状況・資源量の評価や基礎的な揚泥試験を実施しているところで

あり、コバルトリッチクラストとマンガン団塊については、国際海底機構（ＩＳＡ）との

探査契約に従い、資源量調査等を継続しているところ。 

 

②今後の検討の方向性と論点 

海底熱水鉱床について、「平成 30 年代後半」以降に民間企業が参画する商業化を目指し

たプロジェクトが開始されるよう、国際情勢をにらみつつ、資源量評価や 2017 年度に予

定されている採鉱・揚鉱パイロット試験の結果を踏まえ、どのような取組を行うことが必

要か。 

レアアースについて、資源ポテンシャルの評価の結果を踏まえ、どのような取組を行う

ことが必要か。 

 

 

 


