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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２回) 

 

日時 平成28年11月29日（火）16：57～19：08 

場所 経済産業省 別館３階 312各省庁共用会議室 

 

１．開会 

 

○中谷座長 

 少し早いようですが、皆様お揃いのようですので開始させていただきます。 

 本日はお忙しいところご出席をいただきましてありがとうございます。 

 それでは、ただいまより第２回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。 

 

２．議題 

 

○中谷座長  

 まず、本日の議題について、事務局よりご説明をお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 事務局の鉱業管理官をしております鈴木でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 本日の検討会では、議事次第に記載されておりますとおり、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きまして議論を深めていただきたいと思っております。 

 また、議事次第にはございませんが、鉱業法上の課題の議論に先立ちまして、諸外国における

鉱業関連制度、海域における石油天然ガス開発関係について説明を予定しております。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 次に、本日の検討会の委員、オブザーバーの出欠について事務局よりご報告をお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 本日の検討会の委員、オブザーバーの出欠につきましては、交告委員、中原オブザーバーがご

欠席でございます。 

○中谷座長 
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 ありがとうございました。 

 次に、事務局より配付資料の確認をお願いします。 

○鈴木鉱業管理官 

 それではお手元に配付しております資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 議事次第、資料１といたしまして、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といたしまして、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関する主な論点

について（第１回検討会における意見を踏まえた修正版）。参考資料１といたしまして、諸外国

における鉱業関連制度について（海域における石油・天然ガス開発関係）、参考資料２として、

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関する参考資料でございます。 

 資料に過不足がございましたら、事務局までお申し出ください。よろしゅうございますか。 

 なお、ｉＰａｄのほうにも同様の資料を格納しておりますので、適宜そちらのほうもごらんい

ただければと思います。 

 恐縮でございますが、プレスの皆様の冒頭撮影がございましたらここまでとさせていただきま

す。 

 傍聴は可能でございますので、引き続き傍聴される方はご着席いただければと思います。 

○中谷座長 

 それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

 まず、諸外国における鉱業関連制度について、ご説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 前回の検討会の議論の中で、鉱業法の論点を検討していくに当たって、諸外国の事例も参考に

検討することが必要ではないかというご意見をいただきました。そのようなことも受けまして、

現在、平成28年度資源エネルギー庁からの委託事業といたしまして、諸外国の鉱業関連制度につ

いての調査を実施しております。 

 今回、現時点の調査結果といたしまして、各国の鉱業法の概要、特に今回の論点と大いに関係

する鉱区面積、探鉱権の期限、鉱区公開入札制度、鉱区情報の公開状況などを整理いたしました。

資料の説明につきましては本調査事業の委託先であります三菱総合研究所から説明をしていただ

きたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○武藤研究員（三菱総合研究所） 

 ご紹介に預りました三菱総合研究所の武藤と申します。参考資料１につきましてご説明をさせ

ていただきます。 
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 タイトルにございますとおり諸外国における鉱業関連制度、特に海域における石油・天然ガス

開発関係ということで、今回は５カ国、ノルウェー、イギリス、ニュージーランド、オーストラ

リア、アメリカに関しまして、海域の石油・天然ガスの法規制について整理したものについてご

報告いたします。 

 ２ページ目の鉱業関連制度の概要です。海域における石油・天然ガスの開発関係ということで、

各国が持っている鉱業法に相当する法律名、鉱区面積の制限、下限と上限、鉱業権の種類、鉱業

権存続期間、鉱業権の性質という順番で、日本と比較する形で整理させていただいてございます。 

 各国、法律は鉱業法という形で、石油・天然ガスのみの法律がある場合と、その他の金属資源

も含めた法律がある場合の両方ございますけれども、今回の石油・天然ガスに関連するものをピ

ックアップしてございます。 

 各国の鉱区面積の制限ですけれども、大体各国１ブロックという形で大体250平方キロメート

ルを下限として、上限がそれの10ブロック相当の2,500平方キロメートル、場合によっては

10,000平方キロメートルという形で各国それぞればらつきがありますけれども、大体このような

オーダー感でございます。 

 特に、海域が狭いところで有望度が高いところに関しては上限を制限する、小さくする傾向に

ございまして、ノルウェーですと500平方キロメートル、ニュージーランドも有望な海域は2,500

平方キロメートルで、その他余り探査されてないところは鉱業権を10,000平方キロメートルと大

きめに設定するという傾向がございます。 

 真ん中の鉱業権の種類でございます。日本では試掘権と採掘権という形で分かれますけれども、

海外の場合は制度が異なります。試掘権に対応するものとしては下線で太字で書かせていただい

ておりますけれども、探査権、探査ライセンス、エクスプラレーションライセンスと言われてい

るものが該当いたします。 

 これが各国の場合は公開入札制度という形で、競争で排他的権利を与えるようになってござい

ますので、 も実現性の高い提案をした企業に対して、排他的に地震探査及び試掘、ドリリング

までも含めて権利を与えるという制度になってございます。 

 その企業が、探鉱が成功した場合に、基本的にはそのまま採掘権という形で、権利を取得する

ことが可能となっております。 

 また、日本以外の国に関しましては、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカ等、広域

探査権という形ですが、いわゆるプロスペクティングといわれる非排他的な地震探査のみを行え

る権利というものが別途制定されてございます。 

 これに関しましては、探査会社が１年、２年という期間でマルチクライアントのデータを販売
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する目的で、広く地震探査のみのデータを取得するための権利という形で設定されております。

これは日本にはない制度で、特殊なものとして①として書かせていただいております。 

 鉱業権の存続期間でございますけれども、４ページで比較表を別途お示しいたしますけれども、

大体10年前後で設定されてございます。ノルウェーの場合は10年、生産までを含めた権利として

与えられておりますので、多少幅広く設定されておりますけれども、ニュージーランドですと探

鉱権は有望海域は12年、余り探査がなされてない海域は15年、オーストラリアの場合は６年、そ

れぞれある程度延長を認めることが可能な制度になっております。以上、概要でございます。 

 次に、鉱区面積の制限について３ページ目をごらんください。 

 上から順番にまずどのように各国が鉱区を設定するかという話と面積の制限、どうして上限、

下限を設けているかという理由を整理しております。 

 基本的に各国とも鉱区公開入札制度という形で、毎年ラウンドという形でノミネートされた鉱

区に対して企業の競争を募るということでございますが、その場合には基本的に企業からの提案

を受け付け、それに基づいて政府なり研究機関が地質学的観点から評価をして鉱区を設定すると

いうことが各国のやり方になっております。 

 また、正式に鉱区と設定する前に、説明責任の観点から鉱区の候補という形で、地方政府、あ

るいは現地住民等ステークホルダーに対して候補となる鉱区をホームページ等で公開して、意見

を募って適宜見直しを行った上で、 終的に鉱区に設定するという形をとっているのが各国の特

徴でございます。 

 また、鉱区の面積の制限は先ほど申し上げたとおりでございますけれども、ある程度上限を設

定している理由がございまして、ニュージーランドの場合は非現実的に鉱区を取得されても困る

ということで、上限をそれぞれ2,500平方キロメートル、10,000平方キロメートルという形で設

定しているということです。国によって過去に広大な鉱区を企業が申請してしまった事例等があ

るという話がございまして、そのような経験を踏まえてある程度制限を設けて現実的な提案を推

奨するような形で上限を設定しているというのが各国の状況でございます。 

 めくっていただきまして、４ページ目、試掘の実施期限というページをごらんください。 

 これは日本の試掘権、各国の場合はexploration licenseという形で、地震探査から試掘まで

を含めた権利として与えられているものが大体何年間与えられていて、また試掘を実施する期限

というものがどの年次で設定されているかというものを可能な限り横並びで比較しているものに

なっております。 

 イギリスの場合は、大体９年、ノルウェーが10年、ニュージーランドが１回目が７年で、２回

目が11年、オーストラリアの場合は義務ではなくて、推奨という形になっているのですけれども
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６年という形になってございます。ただし、こちらの場合は試掘が義務というわけではございま

せんで、各国の場合は鉱区入札のときに、staged work programという、第１段階と第２段階と

いう形で分けて提案をすることが一般的になってございます。 

 第１段階というのが義務ですけれども、第１段階の場合は各国どの場合も地震探査、あるいは

これまで取得したデータの再解釈というものを行い、その上で有望だと判断された場合に、セカ

ンドステージという形で試掘を含むところを実施するという形になってございます。 

 その第２段階に関しては、第１段階で有望度が認められなかった場合は、その場で放棄しても

よい、つまり試掘は場合によっては義務にはならないという形になっているのが各国の特徴にな

っております。その理由は、各国とも企業になるべく現実的な対応をしてほしい、余り負担をか

けない範囲で有効な計画を出してほしいという目的があるということでございまして、２段階制

度という形を設けているというのが各国の特徴でございます。 

 もう１点、特徴的なのがリテンションリースという制度でございまして、オーストラリアでそ

のバーを入れておりますけれども、この試掘期間が完了して成功した場合、すぐに採掘権に移行

するという選択肢もあるのですが、場合によってはすぐに商業化の可能性が認められない場合、

例えばインフラの整備が追いつかない場合、場合によっては油価の状況、市場環境によって、リ

テンションという形でリース料を支払ってかつオーストラリアの場合は15年以内に商業化が認め

られるという証明ができた場合は採掘に入らずに権利だけをリースするという形が認められてい

るというものでございます。 

 これが５年間で、特に制限等もなく将来の商業化が認められさえすればよいという形で認める

ということで、これも導入の理由はやはり企業に利益にならないように生産をさせてもしようが

ないという、そういう政府の判断があるということで、このような制度が導入されていることが

特徴的だと思います。 

 次の５ページ目をごらんください。 

 鉱区の公開入札制度の比較でございます。日本では特定区域制度という形で導入されておりま

すけれども、各国に関してはほぼ毎年、国によっては１年に２回、入札のラウンドを実施してお

ります。鉱区指定する区域の性質、どの主体が指定するか、民間からの提案受付がどうなってい

るか。その際の民間からの提案データがどのように使われるか。あるいは提案をしたノミネーシ

ョンを行った企業が優遇されるか否か。その場合の選定、評価基準。どのような形で企業を選定

するか。そして、鉱区の公開入札の際に公開されるデータ、政府から出されているデータは何か

という情報を整理してございます。 

 基本的にどの国も民間からの提案というものをかなり重視しておりまして、各国も国による調
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査を実施していますけれども、民間が興味を持つ鉱区、民間が重要視しているところをまずは特

定して、それを国が判断して指定するということをやっています。 

 民間からの提案受付においては、基本的にはその際に民間が自分たちで探査したデータを出し

たとしても基本的にデータの権利は民間にございますので、それは民間が保持したままで、公開

するということはありません。 

 また、何か優遇措置等を提案した企業に与えるというものではないということです。一方で民

間が公開入札に入る前から、この鉱区入札がなされるだろうということを想定して準備すること

はできますので、ある程度民間が鉱区を指定するというインセンティブにはなっているのではな

いかという見解がございました。 

 選定基準、評価基準に関しては次のページに詳細を載せておりますので、そちらでご説明をさ

せていただきます。 

 めくっていただきまして、評価基準、選定基準の一覧でございます。 

 上から探鉱計画、技術的能力、経営的基礎、ＨＳＥ、社会的信用・コンプライアンスという形

で整理しております。大体どの国もこのような評価をしておりまして、特に重視するのが探鉱計

画、ワークプログラムというものでございまして、これを分類しますと地質データの理解・解釈、

資源量評価、事前の評価。あと探鉱の計画、試掘をいつ行うか、物探をいつ行うか、電磁探査を

行うか。データ処理／再処理計画、そして実施計画の短さ、迅速さ、このような４項目のランク

づけをして各国は評価をしているということでございます。 

 技術的能力については、過去の実績、スタッフの能力等を対象とし、そして経営的基礎が十分

であるか、ＨＳＥ、労働衛生・安全対策がしっかりなされているかを評価します。 

 社会的信用・コンプライアンスについては、過去の公開入札でしっかりと提案したものを守っ

たかどうかというところも１つの評価要素になるということでございました。 

 ７ページ、鉱区情報の公開状況です。 

 こちらは鉱区の位置、鉱業権者の情報、鉱業権の期間というものが公開されているか否かとい

うものを整理したものでございます。 

 結論といたしましては、どの国も鉱区の情報、位置、各鉱区の鉱区権者の情報といったものが

全て公開されてございます。Ｗｅｂ－ＧＩＳという形でウェブサイトで常時公開され、特に制限

や手数料等はないということでございます。 

 これはやはり１つは説明責任という観点から、どこの企業がどこで開発しているかしっかり示

さなければいけない。逆に情報を隠してしまうと、いろいろ疑われてしまって訴訟の対象になっ

たり、情報公開請求が来たりという形になって、各国ともデータ公開を原則としてここまでの情
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報は特に問題ないと判断して公開しているということでございます。 

 次、８ページでございます。 

 今度は地質データの公開状況について整理してございます。これは民間が取得した地震探査の

データ、試掘のデータ、生産のデータの公開状況でございます。 

 原則としては、基本的に民間が取得したデータは民間が権利を持つということが原則ですが、

ただし一定の権利期間後は公開をするというのが各国の方針になってございます。あるいは資料

を見ていただければわかりますけれども、鉱業権を持っている期間中は、その鉱区データは基本

的には公開をしない。つまり５年なり10年なりの期間は基本的に企業の商業的なデータという観

点で整理されているということです。そのデータは鉱業権期間終了後、あるいは早期に鉱区を放

棄した場合はその数年後に公開されるということになってございます。 

 また、１つだけ特殊なデータがございまして、先ほどのマルチクライアントのデータに関しま

しては探査会社が商業的に10年なり15年という期間、非公開という形に扱うという形が求められ

ているところでございますので、マルチクライアントのデータに関しては取得から10年から15年

後に公開という形になります。 

 また、解釈データに関しましても少し扱いが違いまして、これはやはり各企業の商業的な権利

があるという観点から解釈データに関してはかなり非公開期間を長くしているという傾向にある

ということでございます。 

これらのデータが一度公開になれば、特に閲覧制限はなく手数料も余りかからず公開されて

いるという状況でございます。 

 残りは参考資料でございまして、試掘権の期間というところで、２．１から２．５に各国の詳

細を整理しております。５．１から５．５、16ページ以降でございますけれども、開発者の選定

における評価基準詳細ということで、各国の鉱区公開入札における評価基準がどうなっているか

という詳細を整理してございます。 

 また、 後、６．に対応するものとして、６．１から６．５でございますけれども、鉱区情報

公開状況ということで、鉱区の位置、鉱業権者の情報がどのように公開されているかというもの

を整理してございます。後ほどご確認いただければと思います。以上でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ご質問等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ので、よ

ろしくお願いいたします。 

○峯岸オブザーバー 
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 三井石油開発の峯岸と申します。 

 今、ご説明いただいた鉱区面積のお話なのですけれども、例えばニュージーランドとか非常に

大きな鉱区面積を 初取得できるのですけれども、我々探鉱計画を提出するときに、ステージご

とに放棄という話がありまして、鉱区をどんどん放棄していかなければいけない、そういう制度

もあると思います。その辺もちょっと含めて考えないと、ミスアンダースタンディングになるの

かなというのがちょっとありました。 

○武藤研究員（三菱総合研究所） 

 ご指摘ありがとうございます。まさにおっしゃられたとおりで、省略してしまったのですけれ

ども、２．１から２．５の表にはどの段階で鉱区を放棄しなければならないか、返還しなければ

ならないかという情報もあわせて書かせていただいてございます。そちらもご確認いただければ

と思います。 

 例えば、ニュージーランドのお話がございましたけれども、12ページになりますけれども、フ

ァーストステージとセカンドステージという段階で、履行義務がある期間であるファーストステ

ージが６年間ございまして、この６年間が終わった段階で、確実に50％返還しなければならない

となってございます。120カ月後には25％返還ということで、どんどん絞り込んでいくというの

が、ほかの国も同様ですけれども、そういう制度になってございます。 

○岩田オブザーバー 

 １点、４ページの試掘の実施期限という比較表のところで質問させていただきます。 

 アメリカでは探査から試掘、開発、生産まで一括で実施可能な５年間のリース権と書いてござ

いますが、アメリカの場合はマルチクライアントの探査データ等の入手が非常に容易という、そ

ういう背景がこういう短い期間になっているという理解でよろしいでしょうか。 

○武藤研究員（三菱総合研究所） 

 おっしゃるとおりでございます。アメリカは特にＧ＆Ｇ調査、Geological and Geophysical 

Surveyという形で制度がありますので、それで取得されたデータが前提となってございます。 

 また、アメリカに限らずほかの国に関してもある程度、非排他的な地震探査の制度があるとい

うのが前提になっておりますので、それによるデータがあるというのが前提となって制度設計さ

れているというのが共通になってございます。 

○中谷座長 

 ほかにはいかがでございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、次に議題１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
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局より説明をお願いします。 

 なお、議題１の説明、進め方といたしましては、項目ごとに説明、質疑応答、議論を行うこと

とさせていただきます。 

○鈴木鉱業管理官 

 それでは、お手元の資料２をごらんください。 

 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という題名でございま

す。 

 ここは、大きく分けると先生からご指摘がございましたとおり、４つのパートに分かれており

ます。パートごとに私のほうで説明させていただきますので、その後に質疑応答、議論というこ

とでよろしくお願いいたします。 

 資料２の構成でございますけれども、それぞれのパートごとに中間論点整理の内容と前回の検

討会において事務局のほうから示させていただいた検討に当たっての論点、さらには前回の第１

回目でご議論いただいた意見、さらにはそれを踏まえたなお議論が必要と考えられる点というこ

とで、ここはミシン目の枠囲いで囲ってあります。したがいまして、今回ご議論いただきたい点

は、この枠囲いの点についてとご理解していただければと思います。 

 なお、説明の中で適宜参考資料２をご参照いただく形になりますので、そのあたりもよろしく

お願いいたします。 

 それでは、パート１といたしまして、１．未処分出願の早期・実質的解消に向けた取組という

ことでございます。 

 第１回目でもご議論いただきましたけれども、特定区域制度の下、より能力のある事業者の参

入を促すという観点で未処分出願の早期・実質的解消に向けた取組が期待されるわけでございま

す。ここでの議論といたしましては、解消するべき案件の分類、解消の程度、解消の期限、解消

のために具体的な措置の内容という４つについてご議論をいただいていると承知しております。 

 それでは、今、申し上げた４つのさらに細分化されたパートにつきまして、（１）として解消

すべき案件の分類ということについて、前回の１ページ（１）の②でございますが、本論点につ

いて第１回でいただいた意見をご紹介させていただきたいと思います。 

 黒ポツのところでございます。まず、１番目ですが、特定区域を設定し得るポテンシャルの高

いところを優先的に、必要に応じて白地化するべきという意見をいただきました。 

 さらには、２番目の丸といたしまして、実質ポテンシャルが事業者に認識されることも重要で

ありまして、両輪で進めていくことが必要。さらには、４番目の丸でございますが、解消をはか

るターゲットを明確にしていき、その実行体制を整備していくことが必要、このようなご意見を
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いただきました。 

 また、 後のポツでございますが、技術が確立していない。メタンハイドレートを含む非在来

資源の出願につきまして、これにつきましては処理を猶予してほしい、剥がしても開発者が出て

こないため、開発促進にはつながらないし、２ページ目のほうにいっていただければと思います

が、旧法下での出願があるから国も迅速に研究開発が可能であるということでございます。 

 同じく海底熱水鉱床につきましても、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

したプロジェクトの開始を実現するために、開発主体たる民間企業等に鉱業権を付与し、権益を

明確にすることが不可欠である。海洋鉱物資源にかかる未処分出願を優先的に処理する事由はな

いものの、早期解消が望ましいというご意見もいただいております。 

 さらには、試掘権設定に至っていなくても、民間ではかなりの物理探査等の探鉱投資を既に行

っており、探鉱計画を立てているため未処理出願の処理に当たっては民間側の探鉱計画も踏まえ

てほしいという意見もあわせていただいております。 

 これを踏まえまして、共通認識のところは省略させていただきますが、議論が必要と考えられ

る点ということでございます。 

 繰返しになりますけれども、海域における石油・天然ガスの出願を処理する際に特定区域を設

定し得るポテンシャルの高いところを優先的に処理するべきではないかとの意見がありました。

また、メタンハイドレート等の非在来型資源開発については平成30年代後半以降の民間企業が参

画する商業化を目指したプロジェクトの開始に備えて、早期解消が望ましいという意見や開発技

術が整っていないものについては、現段階では処理を猶予してほしいという意見がございました。 

 以上のご意見を踏まえまして、我が国ではメタンハイドレート等の非在来型資源については先

ほど申し上げたとおり、平成30年代後半以降の民間企業が参画する商業化を目指したプロジェク

トの開始に向けた技術開発に取り組む一方、既に開発技術が確立している在来型石油・天然ガス

については国内基礎調査実施検討委員会における有識者の意見を通じて、日本周辺海域のポテン

シャル評価を実施しているところでございます。 

 したがいまして、未処理出願の処理の優先順位につきましては、機会損失の抑制を図るという

観点から開発技術が確立しており、特定区域指定に至れば開発者申請があり得る在来型石油・天

然ガスにかかる出願から、かつ、その資源ポテンシャルの評価結果を踏まえて有望な順に優先的

に処理するべきではないかという提案でございます。 

 これは、ちょっと明記させていただいておりませんが、メタンハイドレートと非在来型資源に

つきましては、将来的に処理することが求められるわけでございますけれども、当面は優先的に

は処理しないものと整理することが適当かと思っております。 



 

 11

 また、処理に当たっての民間企業の探鉱計画も踏まえてほしいという意見がございましたが、

必要以上に出願人の意向を聞いた場合、かえって処理が停滞する可能性があるということもござ

いまして、海域の在来型石油・天然ガスの有望な順に優先的に処理していくという処理方針は堅

持する範囲内での対応にとどめるべきではないかと考えている次第でございます。 

 続いて、（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取扱いでござい

ます。ここでいただいた意見はその下の�でございますが、境界未確定で探鉱が困難な海域は処

理促進対象から除外してほしいという意見がございました。 

 あわせて島根県沖合の日韓共同漁業協定の暫定水域等の他国との間で漁業交渉が難航している

海域も処理促進対象から除外してほしいというご意見もいただいております。 

 ここでちょっとご議論いただきたい点は中ほどにございますミシン目に書かれてある点でござ

います。 

 本来、未処理出願が多く存在することは望ましいことではなくて、可及的速やかに解消するべ

き課題である。未処分出願の処理促進対象から除外するのはあくまで国連海洋法条約上の自制義

務が課されている範囲に限定するべきではないかということでご議論いただきたいと思います。 

 以上を踏まえまして、具体的にどの程度の処理件数になるのかをちょっとごらんいただきたい

と思います。参考資料２の１ページです。 

 その内容に沿って書かせていただいた未処分出願の内訳でございます。今現在、未処分出願総

数７万4,181件ございます。陸域と海域それぞれこういう形で６万8,800件。そのうち境界未確定

海域案件が５万3,736件、上記以外の案件が１万5,137件。石油・天然ガス以外と石油、天然ガス

を分けたのがここでございます。オレンジ色というかおうど色で囲われている１万3,200件が在

来型の石油・天然ガス優先処理するべき案件と理解しております。 

 また、ちょっと資料２に戻っていただきます。 

 それでは、今申し上げた件につきまして、解消の期限をどう考えるか、ここでは５年と我々の

ほうで前回も方向性を示させていただいたと思いますけれども、これについて特段の異論はなか

ったと承知しております。 

 ４ページ目の共通認識でございますけれども、③でございます。本来、行政庁が標準処理期間

内に処分するべきものができていないという状況であって、可及的速やかに解消することが必要

でございます。 

 一般的な法制度のレビューサイクルが５年であることを踏まえれば、まずは５年という期間に

おいて 大限成果を目指して取り組むことが適当。こういう共通認識が得られていると考えてお

ります。 
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 続きまして、（４）解消のための具体的な措置の内容でございます。１）の未処分出願の早

期・実質的解消に向けたアクションプランの策定。ここも特段前回大きな議論はなかったと思い

ます。地方経済産業局ごとに優先的に処理に着手するべき案件の分類を行い、平成29年度以降、

５年間について年度ごとに現実的な処理件数を目標として、それを達成するための具体的方策、

すなわちアクションプランを立てて、平成29年４月より着手するべきというところが今の共通認

識であると考えております。 

 なお、２）でございますが、旧法下における出願処理を担う地方経済産業局の処理能力の向上

ということでございます。これも第１回目に事務局から示させていただいたとおりの内容でおお

むね異論はないということだと思っております。 

 改めて読ませていただきますと、４ページの一番下の黒ポツでございます。予算措置等による

各地方経済産業局における審査体制の増強、各地方経済産業局の審査担当職員を対象とした鉱業

法出願審査実務等に関する研修の実施。 

 続きまして、次のページでございます。各地方局における運用の積み重ねを踏まえた法解釈の

整理・統合による運用通達や審査基準の見直し。さらには、情報システムを活用した業務環境の

整備。 後には、鉱区・既出願情報のデータベース化、後ほどご議論いただきますが問合せ対応

等の業務負荷の軽減などに取り組むべきではないかということでございます。 

 ここまでが未処分出願の論点でございます。これについてお願いします。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ここでご議論いただきたいと思いますので、ご意見のある方は名札を立てていただければ指名

させていただきます。よろしくお願いします。 

○岩田オブザーバー 

 未処分出願の処理の優先順位というところで幾つか質問がございます。この処理の優先順位づ

けのために、実施検討委員会有識者の評価結果等、日本周辺海域のポテンシャル評価に基づいて

ということでございますが、基本的には物理探査、基礎試錐データが存在している、そういうデ

ータに基づいて実施されるという理解でしょうか。 

○鈴木鉱業管理官 

 基本的にはそう考えております。今、実際に出願のあるものとポテンシャルデータのデータを

重ね合わせて、重なっている部分からと今ちょっと大雑把ではございますけれども考えておりま

す。 

○岩田オブザーバー 
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 そうしますと、例えばそのようなデータが存在しなくて、民間データしかないとか、そのよう

な海域についてはこの評価そのものは、ポテンシャルの評価という意味ではそれからは抜けると

いうことですか。 

○鈴木鉱業管理官 

 優先順位の問題だと思いますので、当然今言いました重ね合わせの議論が終了いたしましたら、

そちらのほうにもと考えております。 

○岩田オブザーバー 

 既にこの評価を実施中であるということですが、これは後ろのほうに出てきます経産局のアク

ションプランの策定が年初からすぐにやって、来年４月からもう実際に実行という計画になって

おりますけれども、それに間に合うような形でやられるということですか。 

○鈴木鉱業管理官 

 今回の検討のご議論で結論を見ました段階で、我々その結果を踏まえまして適宜着手していき

たいと思います。 

○岩田オブザーバー 

 どうもありがとうございました。 

○中谷座長 

 中島オブザーバー。 

○中島オブザーバー 

 何点かコメントというか意見を申し上げたいと思います。 

 まず、２ページ目のなお議論が必要と考えられる点、レ点の１つ目でございますが、特に下線

部が引かれているところの基本的な考え方については、私どもとしては違和感がない内容かなと

受け止めております。その上で、レ点の２つ目でございますけれども、ここは４ページのなお議

論が必要と考えられる点のところが「特になし」となっているところとも関連するのですけれど

も、基本的な考え方については、違和感はないのですけれども、１つ気になる点はこのような形

で白地化を進めていく、あるいは５年という区切りで進めていくということと、それから現在行

われている基礎試錐をどのように実施していくのかという点との関係について、若干気になって

いるというところをコメントさせていただきたいと思います。 

 これは、現在においても３年後の基礎試錐の実施に向けた公募が行われておりますけれども、

未処理出願を持っている事業者がいることが前提になった公募というのがこれまで従来行われて

いますので、白地化をどんどん進めていったときに、一方で基礎試錐をどのように実施していく

のかというところで少し整理をする必要があるのではないかという意見でございます。 
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 それから、３ページの真ん中ほどのなお議論が必要と考えられる点、国連海洋法上の自制義務

が課されている範囲に限定するべきではないかというところでございますけれども、これは私ど

も事業者からするとこの自制義務が課されている範囲というのが具体的にはわからない状況では

ないかと思います。 

 したがって、現在、未処理出願となっている、恐らく紛争海域と思われるエリアというのがあ

るわけですけれども、それがここに該当するのかどうか、予見可能性が持てない状況になってし

まうので、ここをどうするのだろうかという疑問を持っております。 

 それから、 後になりますが、これは私どもが申し上げるのは僣越なのですけれども、５ペー

ジの真ん中ほど、２ポツのなお議論が考えられる点、特になしとあります。役所側の体制のこと

でございますので、ここに書かれていることについてはこのとおりだと思うのですけれども、一

方で特定区域の設定に関しての行政側の対応というところが、これはどのように審査基準を決め

ていくか、この後の議論になるかと思いますけれども、海域については現在本省の所管というこ

とになっていると理解しておりまして、そうすると本省の側でそれをどのように評価していくの

かという体制についても考慮が必要ではないかと思った次第です。以上でございます。 

○鈴木鉱業管理官 

 今、中島オブザーバーのほうからご指摘をいただきました３点、まず１点目について、基礎試

錐とこの白地化の関係性の問題については、ちょっとまた我々のほうで議論させていただく予定

でございます。 

 それから、国連海洋法条約の自制義務の問題、これにつきましても、自制義務の話でございま

す。確かにエリアの問題、こちらとしてもセンシティビティの高いところの情報でございますの

で、ちょっと一回引き取らせていただきたいと思います。 

 第３点目といたしまして、特定区域でございますが、我々も新しい制度設計の中で、新たな業

務が発生してくると思います。局にとどまらず実際の鉱区の指定、公募の手続というものを進め

ていく上で、ちょっと我々の行政サイドでは手に余るものも場合によっては出てくるかもしれま

せんので、そこはちょっと今回の検討会の中で、方向性が定まりました段階で詳細を検討してま

いりたいと思います。ご示唆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。 

 西村委員。 

○西村委員 

 今、お答えがありました２つ目、海洋法条約上の自制義務の話ですけれども、これからご確認
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されるということですので、いわずもがなかと思いますし、いただいた参考資料のほうでは未確

定海域案件５万3,736と数が特定されて、恐らく既にすり合わせがあるのだと思いますけれども、

海洋法条約上の自制義務が課されている範囲については、恐らくいろいろ国際法上は議論があっ

て、どの範囲かというのは解釈が分かれるところだと思いますので、外務省さんとそこは調整な

さっていただければと思いました。以上です。 

○鈴木鉱業管理官 

 貴重なアドバイス、ありがとうございます。 

○岩田オブザーバー 

 今ほどの自制義務に関連する話ですが、１回目にコメントいたしました島根県沖合の日韓共同

漁業協定、暫定水域内という海域では、企業努力だけでは実質、探鉱作業が遂行できないという

状況になっておりますので、自制義務との関連、私も全くわからないものですから、そこが今そ

の海域に該当するのかどうかということがわかりませんが、そのような実質的に探鉱作業が進め

られないという状況を勘案していただけるように考慮していただければと思います。 

○鈴木鉱業管理官 

 その点につきましては、中ほどの枠囲いの中で、あえてこういう書き方をさせていただいて、

非常に厳しい言い方をすれば、自制義務があるところでない場合のとき、多分韓国側との漁業交

渉の問題が発生してくるのだと思います。それはそれで非常に困難ではあるということ承知して

いますが、それならばむしろなぜそこに出願をしたのかというところもありますから、そのよう

に考えたいということでございます。 

○中谷座長 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

○岩田オブザーバー 

 今ほどの、なぜ出願をというところは、私もその当時担当ではなかったということもあり、そ

こまでのところはわからないところでございますが、2013年にここで物理探査を実施いたしまし

たけれども、その際にはその水域内に入らないようにという要請が国のほうからございまして、

そういうこともありましたということと、韓国側の漁船のコントロールというものが企業努力だ

けではなかなか立ち行かないというところもございまして、このようなお願いをしている次第で

ございます。 

○鈴木鉱業管理官 

 了解いたしました。私のほうでもまた詳細確認をさせていただいた上で、皆さんにご議論いた

だくことになるかもしません。 
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○木村オブザーバー 

 私のほうから、４ページの下にあります地方経済産業局の処理能力に関しまして、１点要望さ

せていただきたいと思います。 

 第17回の資源燃料分科会の場でも指摘されておりますとおり、鉱業法改正に伴いまして、事務

処理負担が過重となってきております。石油・天然ガス開発事業者も苦慮しているところでござ

います。今後ですが、参加者を増やして資源開発の促進を図る観点からも好ましい状況ではない

と思われますため、何らかの軽減を図るという検討も進めていかれることを要望いたします。以

上です。 

○中谷座長 

 よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、次に２の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

しについてであります。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 それでは、４つの項目のうちの２番目でございます。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きまして、ご議論させていただきたいと思います。 

 皆様、ご承知のとおり、これはある一定の事由に基づいてそれに該当する場合は、事業着手延

期・事業休止認可、試掘権延長を認めていたわけでございます。ただ、一方で、特に、採掘権に

おいては、長年にわたって休眠状態が続くという実態もございます。このあたり運用実態も見つ

つ、見直しの必要性についてご議論いただきたいと思っております。 

 まず、５ページ目の一番下のところにあります（１）事業着手延期・事業休止認可の運用につ

いてということでございます。 

 まず、前回ご議論いただいて意見をいただいております、次の６ページでございます。②本論

点について第１回でいただいた意見等ということでございます。 

 １番目といたしまして、早い者勝ちで一度手に入れた鉱業権は、採掘権終了後もある種永久的

に持ち続けられるということではなかなか新陳代謝は進まない。採掘を中止した場合には速やか

に権利を国に戻すべきであるという意見をちょうだいいたしました。 

 地質学検討により鉱区数がどの程度減るかを評価して、なお試掘や採掘が行われていない鉱区

は「やむ得ない事由」として認めるべきではないというご意見もありました。 

 一方で、それぞれ具体的事情があって、現行の審査基準に該当するものとして、事業着手延
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期・事業休止が認可されているものでありまして、現行の鉱業法の運用解釈は適切に行われてい

る。特段見直すべき点はないというようなご意見もいただいています。 

 さらに、一番下でございます。鉱業法上の１鉱区の面積は油・ガス田の広がりに比べて概して

狭い一方で、企業の探鉱・開発活動は広域な地質構造を捉えて進めていくべきものであり、鉱区

１件ごとの事業計画とは必ずしもかみ合わないのが実情であります。鉱区と地下構造の不整合に

起因する様々な事情も酌量してほしいという意見も出ました。 

 さらには、このほか水溶性天然ガスの事情についても地盤沈下の抑制を図る必要、送排水のパ

イプライン敷設に期間が必要という点についても配慮してほしいというような意見が出ました。 

 これを踏まえまして、どういうことを今回議論いただくかということでございますけれども、

中ほどにございますが、なお議論が必要と考えられる点ということでございますが、まずは議論

の前提というか論点の整理としてここに書かせていただいておりますが、出願時に具体的な事業

計画の提出を求めていない旧法下の出願に基づく鉱業権と申請時に具体的な事業計画の提出を求

め、その計画に基づく作業を申請者にコミットさせる特定区域制度の鉱業権とは、事業の進捗を

フォローする仕組みが異なるために別々に検討するべきではないか。これは整理の問題でござい

ますけれども、ちょっとそういうところを提起させていただきました。 

 具体的に何を申し上げているかというと、お手元の参考資料２の２ページ目でございます。 

 これは前回も示させていただきましたけれども、石油・天然ガスの鉱業権の未着手の認可試掘

権延長許可の手続フローということで、試掘権と採掘権別にフローを書かせていただきました。

これがまさしく今申し上げた旧法下の出願に基づく鉱業権のチェックプロセスでございます。試

掘権につきましては６カ月以内に実際に事業を稼行するかどうか、それから未着手等の認可を得

るかどうか、６カ月以内ということで、その後１年ごとに未着手等の認可の必要性をチェックす

ることになると思います。 

 試掘権につきましては４年経過した時点で、試掘権の延長許可の必要性というところでまたチ

ェックが働くわけでございます。それがまた２年後に２回目の延長許可ということでございます。

試掘権につきましては、８年で消滅ということでございます。 

 一方で、採掘権につきましては先ほど 初は試掘権同様６カ月以内、その後２年ごとに認可が

あるわけでございます。ある種、そこは採掘権につきましては特に期限を切っていないという実

情がございます。 

 一方で、特定区域制度に基づく鉱業権者に課せられている主な義務、３ページ目をごらんくだ

さい。 

 こちらで申し上げたいことは、特定区域制度に基づき鉱業権の設定を受けた鉱業権者は、公募
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申請時に提出した事業計画に即して施業案を定める義務、施業案の進捗状況について年１回必ず

定期報告をする義務等が課せられています。したがいまして、旧法下の事業の進捗のチェックの

仕方と特定区域制度に基づく進捗の仕方は後ほどまたちょっと詳細を議論させていただきますが、

異なるというところでちょっと別々にご議論いただくのがいいのかなと思っております。 

 ちょっとこれを前提にいたしまして、まず１）旧法下の出願に基づく鉱業権でございます。こ

れは前回、採掘権、永久権であることの妥当性ということでございます。前回、ご指摘をいただ

きまして、特に採掘権につきましては期限がないことによって半永久的に休眠鉱区を持ち続けて

いるという実態があることはいかがなものかというご指摘をいただいたことも踏まえまして、あ

えてここに採掘権の考え方について示させていただきました。これは昭和37年の鉱業法の審議会

の答申の内容を受けたものでございます。 

 採掘権が現行制度において永久権とされているのは採掘鉱区において、鉱物の掘採終了に要す

る期間は個々の鉱区の鉱床の状況や各企業の経営方針によりそれぞれ異なり、これを画一的に定

めることは困難かつ不適当であるとの考え方による。 

 したがって、そして、採掘権のいたずらな休眠はむしろ事業着手延期認可・事業休止認可の手

続におけるチェックを通じて権利の取消し等によってその防止を図ることとされている。これが

我々の基本的な考え方でございます。 

 今回の見直しについては、まずは事業着手延期認可・事業休止認可の手続の現状を点検した上

で運用の厳格化を図ることによる対応を検討するべきではないかと考えております。 

 それで、個別の手続の現状の点検ということで、まず参考資料の２の４ページ目をごらんくだ

さい。 

 これが今の石油・天然ガスの鉱業権の事業未着手等の認可の実態でございます。未着手等にな

っている石油・天然ガス鉱業権の認可事由は、採掘権の78％が「Ｋ」、22％が「Ｂ」という基準。

採掘権の58％が「Ｂ」ということでございます。改めまして、ミシン目の枠囲いの中の「Ｂ」と

「Ｋ」をそれぞれ読み上げますと、数鉱区を保有している場合においては、その中の１鉱区以上

について既に事業に着手し、かつそれらの鉱区のうち既に事業に着手している鉱区と一体として

計画的操業すること等が、鉱物の合理的開発上適当と認められる鉱区の事業着手を延期しようと

するとき、または休止しようとするときにおいて、当該事業の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、これが「Ｂ」でございます。 

 「Ｋ」は、採掘権の問題でございますが、試掘者が誠実に物理探鉱、または露頭探鉱等を行っ

ており、かつなお継続して探鉱が必要になるときが「Ｋ」でございます。この「Ｋ」で試掘権そ

れぞれ事業未着手等の認可事由としてこういう割合で実際に認めているわけでございます。 



 

 19

 なお、採掘権のブルーのその他というところでございますが、これは先ほどちょっと申し上げ

ましたが、水溶性天然ガスのケースでございます。これは、地盤沈下というような問題があるも

のですから、そのあたりはちょっと別の要件として、その他という形で整理させていただいてお

ります。したがいまして、何を申し上げたいかというと、ここで改めてその運用の妥当性を議論

するべきは「Ｂ」と「Ｋ」ということかと思っております。 

 そこで、資料２に戻っていただいて、７ページの一番下でございます。現行審査基準「Ｂ」の

順次開発の妥当性というところでご議論いただきたいと思っております。 

 まず、今申し上げたとおり、８ページ、現行の審査基準中「Ｂ」の事由では、稼行中の鉱区と

一体として計画的に操業することが鉱物の合理的開発上適当と認められ、かつ、着手延期・休止

が鉱物の開発上合理性があると認められるという２つの要件を満たすことを求めているわけでご

ざいます。 

 それでちょっと順次開発という名のもとの類型をちょっと整理した紙を参考資料２の中で示さ

せていただいております。６ページと７ページをそれぞれごらんいただければと思います。 

 資料２のほうでございます。第１回のご意見のありました鉱区面積の上限350ヘクタールであ

ることにより、同一の構造が複数の鉱区に分割せざるを得ない場合において、その一部の鉱区が

稼行中である場合、準稼行鉱区と書いてありますが、これはまさしく参考資料の図Ａの準稼行鉱

区という、そういう分類かと考えております。 

 これについて、Ｂの事由の①要件に該当するものとして認可してきたわけでございますが、引

き続き認可事由に該当するものとして取り扱ってよいかということが１つございます。 

 このほかに、順次開発と称されるものの類型としてもう２つございます。①要件の理由という

ことで、数年以内に予想される近隣の油・ガス田の減衰を補填する形で、サテライトとして開発

することが合理的という話とこれは図Ｂのサテライト鉱区でございます。要するに構造は共有し

ていないのですけれども、この赤のほうの油・ガス田の減衰に伴って場合によっては未試掘構造、

既発見構造の開発を進めたいということで、当面は右側のほうについては未着手ということでご

ざいます。 

 あともう一つの類型としまして、７ページでございます。 

 主要ガス田から出荷基地への輸送経路上に鉱区が存在しており、稼行済み鉱山の生産設備等の

インフラ共用が合理的ということでございます。 

 これも構造上は共有しているわけではないのですが、インフラをある種持ち合っている状況に

あるということで、いまいまは赤のほうで示している油・ガス田の開発があるのですが、ここで

また減衰が起きたときにこちらの未試掘構造、既発見構造のほうの稼行が進むということで、も
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ともとインフラを持ち合っているわけなので、つなぎ込みが可能ということでございます。これ

はもともとの順次開発のイメージとして３つの類型、これに止まらないかもしれませんけれども

３つの類型をちょっと掲げさせていただきました。 

 資料２のほうに戻っていただきますが、②の要件の理由として今後ガス需要の動向等を考慮し

ながら、それらの検討結果により開発の可否を判断する必要。近隣の稼行済み鉱山の天然ガス需

要は既存井の生産量とバランスしているため近隣ガス田の減退に応じてガス市況を見極めながら

開発を検討する必要、こんなような事例がございます。 

 これらの事例でございますが、未着手等の事由を厳格にすることが計画的操業による鉱物の合

理的開発を阻害することのないよう考慮するという考え方に基づいて企業の皆様の経営方針を聞

きながら企業としての合理的開発が我が国鉱業としての合理的開発に資すると判断してきたわけ

でございます。 

 ただ一方で、これによって先ほどから申し上げているとおり、長年にわたって鉱区の未着手等

の状態が継続している場合には、新規参入の阻害となる、結果的には我が国鉱業の合理的開発を

阻害するという考えもございます。これらの事例は主には陸域の鉱業権にかかるものであること

から、陸域の探鉱活動や資源ポテンシャルなどを踏まえたときに、新規参入の阻害となる懸念が

どの程度存在するか。本運用を厳格化するべきか否かについては当該懸念と企業としての合理的

開発への配慮を比較衡量した上で検討するべきではないかと定義させていただいております。 

 続いては、水溶性天然ガスの鉱区でございますけれども、これにつきましては例えば以下のよ

うな理由で事業着手延期・事業休止の認可を受けている。これは実際に、地盤沈下の問題が発生

したわけでございます。このあたりをある種合理的と判断してきたわけでございますが、引き続

き合理的と考えるかどうかということでございます。 

 続いて、試掘権の着手延期・休止でございます。これは先ほど申し上げている現行審査基準の

「Ｋ」でございます。 

 「Ｋ」は、試掘に先立つ物理探鉱、または露頭探鉱等の継続の妥当性ということでございます。

これについてご議論いただきたい点といたしましては、旧法下の出願は特定区域の制度とは異な

りまして、あらかじめ事業計画を準備する猶予のない先願主義、早い者勝ちのもとでの出願とな

っているわけでございますが、その出願が標準処理期間以内に処理された場合、鉱業権設定登録

から６カ月以内、出願から１年以内を目途に施業案を届け出て、直ちに試掘を実施することを求

めるのは通常の探鉱プロセスを踏まえると困難であるというのが妥当な判断ではないかというこ

とでございます。 

 施業案を届け出て掘削の着手する時期は、鉱種や鉱床の状態によって異なるため、画一的に期
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限を決めるのではなくて、事業着手延期認可の手続の中で、露頭探鉱・物理探鉱などを継続中に

該当するか否かを確認するべきではないかということでございます。 

 この際、試掘権については存続が申し上げたとおり８年が満了すれば消滅するという状況の中

で、当初期間４年、石油・天然ガスの場合は４年でございますが、それを経過して延長しようと

する場合には経済産業大臣の許可手続、２年掛ける２回でございますが、その際にその進捗がチ

ェック可能であるため、１年ごとの再認可申請の際や試掘権延長の許可のプロセスの中でその進

捗を確認するべきではないかというような議論でございます。 

 続きまして、（２）試掘権延長許可の運用についてでございます。これは参考資料の８ページ

をごらんください。 

 改めまして申し上げます。石油・天然ガスの試掘権の存続期間の延長の状況でございます。左

側の青い円グラフでございます。ほぼ青ということなのですが、99％が未着手との認可を受けつ

つも試掘に至らないまま存続期間の延長が許可されている。 

 一方ちょっとデータのとり方が異なりますが、過去５年間に消滅した試掘権の平均といたしま

して、何回延長したかというのをここで掲げてありますので、０回が18％、１回が11％、２回が

71％、大雑把に計算すると99％が未着手、そのうち未着手のまま２回の延長をしているという実

態であるということをご認識いただければと思います。 

 実態を踏まえた上で、この論点について前回ご議論をいただいた意見についてご紹介させてい

ただきます。10ページでございます。 

 黒丸の１つ目、試掘権の許可時に試掘を計画していた構造の追加評価作業を実施するため、も

しくは当初計画していた試掘を実施後、同一国内の他の構造の評価作業を実施するためという一

般的な許可延長の事由を勘案すれば、現状の鉱業法の運用解釈が適切に行われており、特段の見

直すべき点は見当たらないというご意見をいただきました。 

 また、旧法下ではまず出願を行い、鉱業権が登録される前に診断評価を行い、有効であれば処

理促進願いを提出して試掘権を設定するというのが一般的な慣行であるので、試掘権の取得から

１年程度で試掘が実施可能であった。ここは、実は改正鉱業法下での特定区域でのコメントをい

ただいておりまして、鉱区付与の担保がない状態で区域を提案することとなるので、鉱区取得後

に３Ｄ地震探鉱作業を実施することになるわけで、試掘まで少なくとも５年程度は必要だと。な

ぜならば企業は試掘権を得る担保がなければリスクをとって地震探鉱が実施できないからという

理屈でございます。 

 改正鉱業法下では、合理的な探鉱作業計画に対して試掘権が付与されるので、試掘権延長許可

の厳格運用によって特定区域設定時に想定した作業計画の途中で試掘権が剥奪されるようなこと
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があってはならない。このようなご意見もいただきました。 

 これらを踏まえて、試掘権の延長に関しての旧法下の出願に基づく鉱業権の問題でございます

が、試掘権の延長許可は本来ご承知のとおり４年で消滅し得る排他的な開発権利を延長しようと

するものでございます。 

 当該権利を継続して与え得るに足りる探鉱活動の実績があり、かつ、試掘に至る計画を有する

かを確認するべきではないか。 

 例えば、１回の延長時と２回の延長時で客観的に進捗が見てとれるかを確認することなどが考

えられるわけでございますが、具体的にどのような確認方法が考えられるかご議論いただければ

と思います。 

 なお、文献調査など現場作業を伴わない探鉱活動の延期、このようなケースがないことはない

のですが、原則として認めないということとしてはどうかということでございます。 

 なお、法律上の試掘の本来の意味は、いわゆる試錐や坑道探鉱、いわゆる掘るという行為が伴

うわけでございますが、当初期間のうちに試掘に至らずともよいのかという点についてでござい

ますが、探鉱の実態を踏まえて、柔軟に対応する必要があります。 

 先進諸国の海域における石油・天然ガスの試掘期間は先ほど三菱総研のほうから説明がありま

したように６年から10年程度でございます。現在の探鉱技術を考えれば延長を含む８年という試

掘期間の中で試掘権に至ればよいと考えられなくもないということでございます。１回目の延長

期間、２回目の延長期間、それぞれマイルストーンレビューという位置づけと整理することが妥

当ではないかと提案させていただきます。 

 先ほどちょっとご意見をいただいた特定区域に基づく鉱業権の問題ですけれども、特定区域制

度のもとでは、公募申請時に探査から試掘、採掘までの具体的な事業計画を事業者に求めること

になるかと思います。選定後、この事業計画は施業案に反映されるわけでございまして、施業案

によらないで鉱業を行った場合には、鉱業権の取消しというペナルティがあるわけでございます。 

 したがいまして、事業着手延期・事業休止の運用については、法第70条に基づく定期報告、年

１回でございますが、これで施業案の進捗状況を確認すれば足りる、旧法とはチェックの仕方が

違うということでございます。さらに厳格ということでございます。 

 逆に言えば、天災地変等の不可抗力による場合を除いて、施業案によらない事業着手延期・事

業休止は原則として認められるべきではないということも考えられるのではないかと、ちょっと

ご議論いただければと思います。 

 なお、特定区域のもとでの試掘についても現在の探鉱技術を踏まえると、当初の４年間で試掘

に至ることを求めるのは先ほどから申し上げているとおりかなり困難であると考えられます。他
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方、特定区域制度を試掘に至るまでの作業計画を事業計画としてコミットさせる仕組みであるこ

とを踏まえれば、延長を含む８年間という間で、試掘に至ることを事業計画において求めるとい

うのが適当ではないかと考えております。 

 ちょっと長くなりましたが、２．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。ここでまたご議論をいただきたいと思います。意見のある方は名札

を立てていただければ指名させていただきます。 

○續オブザーバー 

 初に、未業の件なのですけれども、私が今までの資料を調べた限りでは、未着と未業の状態

で何十年という長期にわたるものがある。いろいろな理由づけがされているわけですけれども、

今のこの資源のビジネスの中で、５年も10年も、あるいは20年もビジネスが先に進まない状態で、

未業でいるということ自体実質的にはプロジェクトを進める意思はないと判断してもいいぐらい

の期間になっているわけです。そこまで斟酌する必要があるのでしょうか。先願で過去の先願時

代に出したときの権利が残っているような鉱区もあるようですけれども、例えばそういう状況で

あったとしても、先願という法に縛られて実質的に動きがとれないというような状況をそのまま

認めておいていいのかという疑問が１つあります。 

 それから、 後に言われた特定鉱区の話ですけれども、特定鉱区の場合に、誰が特定鉱区の申

請をするかということになると、ある程度データを持っている方しかできないということになり

ます。 

 これはちょっと前のところに戻るわけですけれども、国内のデータというのは今まで開発会社

のデータという話が前にも出てきましたけれども、実質的に日本国内で国が援助しないで民間が

独自でやった調査というのは何パーセントあるのでしょうか。少なくとも我々探査会社としてや

っている限りは、少なくとも私が知る限り100パーセントは全部国からのお金が出ている委託事

業、補助事業であるということで、そうなると、実際にその委託事業を受けた会社はその権利を

長期にわたって主張できるのですかということ。やはりそういうデータはさっさと開示して、誰

もが参加できる、その評価基準というのは先ほどあった諸外国の例にもあるような評価基準とい

うのを用いるべきではないか。 

 それから、各業者から申請を受け付けるというのがありましたが、日本の場合にも申請を受け

付けるという話になっていますけれども、諸外国の場合と日本の場合では、開発業者の意見を聞

くということとは意味合いが全く違っているということです。 

 諸外国の場合には鉱区というのは既に国として設定しているわけです。日本の場合にはそうい
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う網もかかっておらず、何らかのデータを持っているところ、あるいは実績のあるところが申請

をしてくることになります。なおかつもう一つ、特定鉱区制度というのは、私が感じるところで

すけれども、今の基礎試錐と同じように、要するに国がほとんどの資金を提供してやるという、

旧鉱業法時代からの流れの概念に基づいているのではないか。やはりそこら辺というのを根本的

に抜本的に考えないと、活性化を図るためパッチワーク的に部分的に直していくと時間的な問題

も含めてなかなか進まないのではないかという感じを持っています。 

○鈴木鉱業管理官 

 今、續オブザーバーからご指摘をいただいた点は、実は特定鉱区、次の３つ目のパートで主に

我々のほうから問題提起というか議論の提起をさせていただく話でございますので、ちょっとと

りあえず３番目のところでもう一回我々のほうからちょっと話をさせていただきたいと思ってお

ります。 

○中谷座長 

 どうぞ。 

○加藤オブザーバー 

 鉱業協会の加藤でございます。私ども、非鉄金属の鉱山が主にパートナーなもので、特定鉱区

についてはちょっと素朴な疑問として将来的に熱水鉱床とかについて恐らく係わってくるのかな

と思って質問させていただきますけれども、一般的に鉱物資源は市況がある程度のレベルを超え

た状態で初めて経済性をもって、それ以下では資源にはならないわけです。 

 したがって、現実的に鉱山というのはある価格を超えないと稼行できなくて、ある価格を下回

ると高くなるのを待つというのを繰り返しています。その間、休眠、あるいは場合によっては売

りに出すという行為が世の中で一般的に行われています。 

 したがって、この特定区域で施業案でずっとやり続ける、それを厳しく運用するよといった瞬

間に、市況が下がってこれでは掘れないじゃないかというような状態、これは天変地変等の不可

抗力と見なしていただけないと、これは事実上困ってしまうのではないかという疑問を持ったも

のですから質問させていただきます。 

○鈴木鉱業管理官 

 私が思うに、市況の変化、石油開発、天然ガス開発において市況の変化、市況のリスクが常に

あり得る話でございますので、それをもとに我々が何らかの形で試掘権なりを延長するというの

はいかがなものかなとは思いますけれども、本来あるべきリスクだとは思いますけれども、いた

だいたご議論をちょっと私どものほうで引き取らせていただいて考えたいと思います。 

○中谷座長 
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 ほかにはいかがでしょうか。 

○松岡委員 

 「Ｂ」と「Ｋ」がその理由なのですけれども、「Ｋ」のほうは明確に実態として行為が伴って

いるわけですけれども、「Ｂ」のほうは非常に漠としているような感じを受けました。 終的に

企業して合理的開発というのが適当であれば認めますという、そういう文脈なのですけれども、

合理的開発が何かという定義が少し人によって、あるいは時代によって、もしかすると明確では

ない気がいたします。 

 個人的に思うことは、採掘権、未着手であることが、ほかの技術的な開発とか、ほかの企業が

技術開発に努力する意欲を妨げるのであれば、よろしくないと申し上げたいと思います。２点目

は、将来のリスクを民間企業がとらずに国がとっているという形は、よろしくないと考えます。 

 例えば８ページ目の�の要件のところで、今後のガス事業の動向等を考慮しながら云々と書い

てありますけれども、これは民間企業が将来の需要が明確にならない限り、つまりリスクがある

うちはやらないよ、というように言っているようにも聞こえるわけで、これを認めるということ

は１回とった地域での開発に関するリスクがゼロになるまで持っていてもいいですよ、というよ

うにも聞こえます。これはちょっとよろしくないのではないかと感じました。 

 それから、８ページの下のところの水溶性天然ガスに関して地盤沈下、これは非常に大きな問

題で、なかなか問題なのですけれども、この文章は余りよろしくないと思う点は、下から２行目

ですけれども、将来規制の見直しが行われて、採取井禁止が緩和された場合にやりますというこ

とで認めているのであれば、企業努力によって地盤沈下を起こさない努力はしなくていいという

ようにもとれるわけです。  

 実態としては、多くの企業は水溶性天然ガスを開発するときに企業努力をされて、技術開発を

されているわけです。ですから、もう少しそういう点も含めて、何が企業として合理的か、とい

う言葉の意味を、もう少し業界として共有する必要があるのではないかと感じました。 

○中島オブザーバー 

 私のほうから何点かお伺いいたします。 

 ９ページのところまでは、いただいた整理についてコメントはございません。第１回のところ

で出させていただいた鉱区面積と地質構造その乖離の問題、あるいはその周辺の開発に関しての

整理をしていただいたので感謝したいと思います。 

 コメントといたしましては、10ページのなお議論が必要と考えられる点の枠囲いの中の２つ目

のレ点のところでございますが、また、文献調査などの現場作業を伴わない探鉱活動による延期

は原則として認めないということでございます。 
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 ここで例として出されている文献調査についてはこれだけでは許可の理由にならないというと

ころは妥当だと思いますけれども、一方で、現場作業を伴わない探鉱活動という言葉だけを見ま

すと、実際には例えば地質解釈の作業であるとか、取得したデータのコンパイル作業というよう

な、場合によっては外部への委託作業費を伴うような作業を行っていることがございます。これ

も厳格に読めば、現場作業を伴わない作業というものにとられかねないので、ここは少しそのよ

うな点についてご配慮いただきたいと思います。 

 ちょっとない頭で、これをどういう表現に変えたらいいかと考えたのですが、語彙が乏しくて

すみません、うまく行かなかったのですが、現場作業を伴わない探鉱活動のうちのこれは事由に

なるという項目、そういうものは除くなどと書いていただくというのが１案かと思います。 

 伝え聞くところでは、局さんのほうでは、これを認めるときに、どういう作業を行っていると

きは認めてもいいのではないかというリストのような項目を出されて、多分内々に持たれている

ということも聞いたことがありますので、今言った解釈とかコンパイルとか、そのようなものに

ついてあるいはデータの再処理、そのようなものについてご配慮いただければと思います。 

 それから、２点目は、11ページのレ点の１個目、２個目のところです。１個目のアンダーライ

ンのところで、「施業案」の進捗状況を確認すればということ。それから、次のレ点のところで

逆に言えばから始まって、ここも「施業案」によらない事業着手延期と書かれています。これは

ちょっと言葉尻の問題だけかもしれませんけれども、施業案は私どもの認識では試掘を作業する

直前、直前といっても数カ月のオーダーですけれども、その前に出すということですので、それ

までの間はここで言うところでは事業計画書しか存在しない状態ではないかと思います。 

 ですから、物探作業をやりますという形で試掘は数年後に想定されているような事業計画で、

特定鉱区が付与された場合には、当面数年の間というのは施業案がない状態というのがあるので

はないかと思いますので、ここは工夫が必要ではないかと思いました。 

 あと旧法下で設定した鉱業権、新法のもとでの特定区域、どちらにも共通することになるので

すが、地下貯蔵という点がございまして、将来的に地下の地質構造を天然ガスの地下貯蔵に利用

するというケースが今後考えられると思います。ただいま現在で弊社がそれを理由にして未稼行

の鉱区があるということではないのですけれども、将来的なことを考えればそのような視点もあ

るのかなということでコメントさせていただきたいと思います。以上でございます。 

○常山オブザーバー 

 出光の常山でございます。 

 今、松岡先生のほうからもご指摘があった順次開発の要件の理由の例について、私どもの経験

から一言コメントさせていただきますと、弊社の場合、ノルウェー領北海、それからＵＫ側北海
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に割と大規模な油田の権益を持っております。このようなところでは、例えば周辺にサテライト

の候補というのはたくさんあります。 

 しかし、それが順次開発できるからという理由で探鉱活動無しに周辺鉱区を保有するというこ

とは鉱区をコントロールする法規にも反しますので、厳正にやはり年限を区切って、それは放棄

するということが当たり前になっております。 

 例えば、弊社が生産に関与している油田でも、生産期限が迫ってきますと、実際にそのような

例が幾つかあるのですけれども、その期限を厳守となっておりまして、そこで継続的に生産を行

いたいという場合には、新たな探掘、あるいは深層を掘るとか、今限られている鉱区の中でのさ

らなる活動をきちんとやってくださいとなっています。 

 また、活動に先立ち机上評価が必要だというような話になっても、それも厳密には１年間、２

年間とか期限を切られて、さらなる延長は認めませんということになっておりまして、「将来イ

ンフラを共用する予定です」とか、「油価が上るまで待ってください」というようなことが許さ

れるというのはなかなか一般的にはないのではないかと思います。 

 先ほど加藤オブザーバーのほうからも話がございましたけれども、弊社の場合も今の油価です

としばらく休眠したいというところが、実際のところ或る油田についてはコストが高いものです

から、そのようなところもありますが、赤字を出しながらでも操業せざるを得ない。そのような

リスクを追いながらやっているのが上流企業であるということがございます。 

 この順次開発については、先ほど陸上がほとんどですというような話がありましたが、もしこ

のようなことが要件の理由として許されるようなことになると、今後海洋のほうで他の規制が厳

しくなった場合に、このような理由が逃げ道になるということが行われかねないので、やはり厳

正にやるという方向で考えることがあるべき姿ではないかと考えます。 

○中谷座長 

 山﨑オブザーバー。 

○山﨑オブザーバー 

 ＪＸの山﨑でございます。先ほど、８ページ目になりますが、要件の理由として今後のガス需

要の動向を考慮しながらとありますが、この点につきましてある委員の方から将来のリスクを民

間が取らずに、国がリスクを取るような形になるというようなご指摘があったと理解しています

けれども、一方、 

特に、ガスの開発をするときはなかなか開発に向けてのハードルが高い面がございます。 

 参考資料１の４ページ目、ちょうど私が前からある機会ごとに持論で申し上げていますが、オ

ーストラリアにおきましては、リテンションリースというのが記載されております。これは私の
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理解でいけば、オーストラリアはご存じのとおりかなり資源国でして、大規模な構造があります。

そのときにＬＮＧ化したいけれども、ご存じのとおり需要がはっきりしないとなかなか開発着手

ができないという事情がありまして、これが主な理由という形でこういう制度が認められている

のではないかという気がいたしております。 

 ひるがえって国内を見ますと、我々も探鉱を促進したいのですが、日本の場合何が考えられる

かということになりますと、ＬＮＧではなしに例えば発電所をつくる、そうしたときにもし８年

間で開発まで考えなければいけないとなれば、これはなかなか難しいということはご理解いただ

けると思いますけれども、そのときに延長がなかなか厳しいという話になりますと、そこで制約

がかかって探鉱促進につながらないという面もあろうかと思いますので、このリテンションリー

スのようなものが制度として導入されるならば我々にとっても安心してガス開発、探鉱に挑める

という面があると我々は考えておりますので、ちょっとご考慮していただければありがたいと思

っております。 

○中谷座長 

 ほかに特にございますか。 

○木村オブザーバー 

 私のほうから、８ページ一番下にあります水溶性天然ガスの鉱区に関連いたしまして、多少お

時間いただきまして、水溶性天然ガスを紹介し、意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、水溶性天然ガスの生産方式は、地下水とそれに溶存いたします天然ガスの井戸を通じて

地上に汲み上げるようなやり方です。世界の中では水溶性天然ガスを商業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。 

 また、地下水の中に濃縮しておりますヨウ素(I2)ですけれども、これもあわせて生産されてお

ります。 

 天然ガスの埋蔵量ですけれども、天然ガス鉱業会での 近の資料を参照いたしますと、千葉県

を中心といたします南関東ガス田で6,800億立米、新潟ガス田で1,000億立米、宮崎ガス田で350

億立米。一方、国内の構造性ガス田の可採埋蔵量は合計いたしまして357億立米となっておりま

す。 

 このように国内の水溶性天然ガスの埋蔵量は大きく、可採埋蔵量、現時点での生産レートで割

り算いたしました可採年数は数百年と見積もられるものです。 

 また、水溶性では天然ガスとともに地下水を汲み上げますので、従前から地盤沈下の問題があ

りまして、先ほどの３県では地下水の地上への排水量、水位低下の程度で規制されております。

現在は、地表環境などに被害を引き起こすこともなく、環境との調和を図りつつ、水溶性天然ガ
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ス、ヨウ素の持続的な開発生産を進めてきております。 

 さて、持続的な水溶性の開発、生産を進めていく上で、留意する点といたしまして３つ考えら

れます。１点目は構成間隔を広くとる、掘削の時間間隔を開けるなどという地盤沈下対応。２点

目は、インフラとしてガスパイプラインに加えまして、生産された水を流すという送排水管も同

時に敷設する必要があるということ。そして、３点目といたしまして、フィールドに密接いたし

ました着実かつ継続的な環境技術などの研鑽と技術開発があげられまして、この３点を留意する

ことが持続的な水溶性の開発、生産には必要かつ効果的であります。 

 前回の検討会でも意見いたしましたが、まとまったエリア内で試掘から採掘までの長期的な視

点を持って段階的に進めていくことが考えられます。 

 したがいまして、やむを得ない事由に関連しますけれども、先ほど事業未着手等の採掘権の中

の認可の事由として、水溶性はその他に分類されていると伺いましたが、実質的には事業着手延

期に際しましてはやむを得ない事由の中の事由「Ｂ」の考え方に基づきまして、多くの場合延期

等をさせていただいていると思われますので、今後とも事由「Ｂ」につきましての適切な運用の

継続は妥当と考えております。 

 また、８ページにありますような事由を掲げているエリアにおきましては、現在新しい開発が

認められてこなかったということでしょうけれども、このようなエリアでも地盤変動の状況のモ

ニタリングや環境技術の研鑽などを踏まえて、新たな開発を目指されていると思われます。 

 また、水溶性の中で、例えば千葉県では技術的可能な適切なる地盤沈下対応のもとで、毎年新

規エリアの開発が経産局、地方行政から認可されているということを申し添えておきます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 時間の関係もございますので、次に進みたいと思います。 

 次は、３の特定区域の指定提案の促進について、事務局から説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 続きまして、３の特定区域の指定提案の促進でございます。改めまして、特定区域制度のフロ

ー、プロセスフローについてちょっと振り返りたいと思いますが、お手元の参考資料２の10ペー

ジをごらんください。 

 左側に字がたくさん書いてありますけれども、右側のフロー図、水色のフロー図を見ていただ

ければと思います。特定区域制度というのは、大きなカッコで括ってあるとおり、企業からの提

案、また国自らの探査データ、このようなものに基づいて、国によって鉱区候補地の指定を行う

ものでございます。 
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 その後、開発者を公募しまして、鉱業権の申請を受け付けるわけでございます。公募の審査を

いたしまして、事業計画等から も適切な主体に対して、鉱業権を付与し、その後施業案の審査、

開発の実施という流れでございます。この点について、ご留意いただいた上でご議論をいただけ

ればと思っております。 

 まず、前回でもご指摘、ご議論いただいた点でございますが、11ページの（１）特定開発者選

定時の特定区域指定提案者の提出データの取扱い、それと評価の在り方でございます。 

 具体的にどういう意見を前回いただいたかといいますと、12ページをお開きください。 

 ②本論点について第１回でいただいた議論ということで、まず、特定区域の指定の在り方につ

いて、諸外国の例も参考にしながら、まずは国による探査を理想像とするか企業からの探査を理

想像とするかを明確にすべきである。 

 企業からの提案はそれを参考にして、国が独自にたとえ応募者がいなくても定期的に特定区域

を指定して、特定開発者を募集すべき。また、審査基準等は運用基準として整備して広く公開す

ることが必要、このようなご意見をいただいております。 

 また、もう一つのご意見としては、民間が自ら費用負担して取得した地質データは私有財産、

国がこれを徴収し公開することは極めて慎重であるべき、非公開とするべきということでござい

ます。 

 一方で、民聞が独自に持っている探査データを公開されると不平等を被るという意見がありま

したが、海外では探査データは５、６年経てば公開されることが一般的であるというようなご意

見もありました。 

 このほかに、一番下のポツでございます。提案者のインセンティブとして、３行目でございま

すが、国の保有するデータ等にのみ基づき公募した上で、民間提案のあった区域に関しては、当

該民間企業に一番札企業に対する先取特権（一番札となった条件と同条件で鉱業権を取得する権

利）や共同鉱業権設定提案権（一番札となった企業との共同鉱業権設定に向けた協議を公募結果

の発表前に行う権利）を付与することでインセンティブの確保につなげるべきではないか。とい

うようなご意見もいただきました。 

 こういう点を踏まえまして、特定区域の指定の在り方としてご議論いただきたい点でございま

す。12ページの一番下にございますが、海域の石油・天然ガス案件については、探鉱・開発政策

として国が先導的な基礎物理探査を行っていることを踏まえれば、当該探査結果に基づいて国が

能動的に指定することを基本とすべきではないか。 

 なお、陸域については、国において同様の取組は行っていないので、民間提案を受けて指定を

検討するということになるかと思います。 
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 ２）民間提案者データの取扱いと提案者へのインセンティブでございます。 

 特定区域の指定提案者が独自に取得した探査データについては、財産保護の観点から非公開と

すべきではないか。先進諸国では民間提案者データは非公開とされる国が多い、先ほど来からの

ご説明のとおりでございます。 

 また、民間提案者データを非公開とする限りにおいては、当該データを保有する提案者が公募

手続において優位性を持つことにほかならないため、さらに提案者であることのみをもって優位

性を持たせるようなインセンティブの仕組みを設けることはむしろ不適当ではないかということ

でございます。 

 なお、民間提案者データを非公開としたとしても、国が基礎物理探査を行った区域については、

探査データの貸出しが行われており、当該データにより資源ポテンシャルの把握が可能となって

おります。 

 一方で、国が仮に基礎物理探査を行っていない区域について、これは陸域もあるのですけれど

も、公募時に申請するための十分な情報が開示されないことから、提案者が１者のみの申請とな

る可能性がございます。 

 この場合、特定鉱物の開発によって、公共の利益の増進を図るためには特定開発者を選定して

試掘または採掘を行わせる必要があると認められるときは、仮に１者のみの申請となったとして

も、これまでの出願とは異なり事業計画に基づく作業義務を負うということもあり、探鉱活動の

促進にはつながるため問題ないのではないかという提案をさせていただいております。 

 続いて、特定開発者の選定における評価基準、これについての一般的な例の作成・公開の在り

方ということで、前回いただいた議論でございます。 

 ②でございます。審査基準は、応札者から提示される作業計画の量とし、あらかじめ作業内容、

例えば二次元物理探査、三次元物理探査、試掘などの単位作業量の入札審査ポイントへの換算値

を設定・公表しておくことが考えられるというような意見もいただきました。 

 あともう一つの意見として、作業計画の実現可能性、合理性等によっては、鉱業権者たる資格

を有するか否かの審査をもって当てることとし、提案作業量の実施が行われない場合には、やむ

を得ない事由による免責基準を設けた上で、一定のペナノレティを課すこととしてはどうか。 

 もう一つのご意見として、石油・天然ガスの発見によりつながりやすいかという観点での評価

基準は、作業量のみによる評価と比べて、国としての機会損失リスクの低減等につながると考え

られるが、そのような仕組みは英領北海の例があるものの国際的には少数派であるということで、

評価側の判断の難しさや透明性の確保難点があると思われるということでございます。 

 これらのご意見を踏まえた上で、今回ご議論いただきたい論点につきましては、先進諸国では、
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鉱区公開入札における応札者の評価ということで、先ほどＭＲＩから説明があったとおり、探鉱

計画、技術的能力、経理的基礎、労働安全衛生、社会的信用等の評価区分により評価していると

ころでございます。 

 ちなみに、我が国では、これらⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴに相当する評価基準は法令上明確化されている

が、ⅰについては法令上合理的開発の見地、公共の利益の増進の見地から定めることとされ、そ

の評価項目の詳細や評価項目ごとのウェイト等の詳細の取扱いは行政裁量に委ねられているとこ

ろでございます。 

 この点、特にⅰ）探鉱計画の評価については、探鉱作業の量（探査面積、試掘本数）と質（二

次元物理探査もしくは三次元物理探査）、あとは試掘に至るまでの期間（スピード）をもって評

価することが考えられるわけですが、どのような評価基準が適切かというのをご議論いただけれ

ばと思います。 

 諸外国の例では特定区域に関する地質データの解釈結果等を評価する例もあるが、地質データ

の解釈の妥当性までを評価する必要があるかどうか難しいのではないかというところがございま

す。 

 評価基準の公表状況についての先進諸国の例を見ると、評価項目の詳細や評価項目ごとのウェ

イト等の詳細が公開されている国もあれば、点数制ではないために評価項目のみの公表にとどま

っている国がありますが、どこまで公開とするべきか。公開した場合に何らか支障が生じるおそ

れはないかということをご議論いただきたいと思います。 

 特定区域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。 

 ここでまたご議論いただきたいと思います。ご意見のある方は名札を立てていただければ指名

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○續オブザーバー 

 １つは、特定区域を設定するのに、資料の中でご説明いただいたように諸外国の例を見ますと、

ほとんどの場合が探査段階とそれから実際に鉱区を取得して試掘に移るという段階とにわかれま

す。一般的な動きとしては先ほどの話にありましたように、探査段階に関してはマルチクライア

ントという形で、かつては国がやったスペックサーベイみたいなものの高度なものということで、

非常に広域な範囲の探査を全部やってしまう。そのデータを開発業者が自分が興味を持つ鉱区の

部分に関して購入するなりして、実際に鉱区入札をする。それがやはり第一段階だと考えます。 

 実際に、例えば試掘するというのは、その鉱区をとった方たちがやるわけです。全部一緒くた
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な形でもともとの探査データは開発業者が持っていたからといって、そのインセンティブをどう

するかという議論というのはそことは切り離すべきだと思います。 

 先ほどありましたように、インセンティブありませんという判断でです。以前にそこの鉱区で

やった実績があるような会社は自分のデータを持っているので多少優位になるというくらいの話

であろうと思います。 

 そのようなことからいけば、いわゆる物理探査、試掘なり探査のビジネス形態自身が変わって

きていますので、そこら辺を積極的に取り入れた形でやはりみんな全てがイコールオポチュニテ

ィで入札をしていくというのが一番健全な形であって、余計なことに、誰にインセンティブを渡

すか、そういう議論していても進まないだろうと考えています。 

○中谷座長 

 どうぞ。 

○中島オブザーバー 

 13ページの２）の枠囲いのところでございますけれども、民間提案者データを非公開とする限

りにおいては、当該データを保有する提案者が公募手続において優位性を持つことにほかならな

いと書かれているのですけれども、私どもはここは必ずしもそうではないと認識しております。 

 つまり民間が自分で独自のデータを持っていろいろと調査し、知見を持っているということに

よって、そこの地質ポテンシャルというものをその業者なりの判断をするわけで、だからデータ

を持っているがゆえに、それが正確かどうかはやってみるまでわからないのですけれども、自分

たちはこれが正確だと、真実に近いと信じるデータを持っていて、それがゆえに例えばその後の

14ページのところにつながっていくのですけれども、それが作業の量、そのようなものだけでも

し入札が評価されるのであれば、かえって地質データ等余り知らない、したがってポテンシャル

がものすごく高いと信じている人が、たくさんの義務作業量を提案する、そういうことで入札に

勝つということを懸念するということもあるわけです。 

 だから、データが非公開になることだけをもって優位性が確保されているとは言えない状況が

あると認識しております。その認識に基づいた上で、この14ページのところになるのですけれど

も、それは結局、もしデータを非公開にすることで優位性を持たせたことになるようにするので

あれば、まさにこの１つ目のレ点の一番 後の行の地質データの解釈の妥当性までを評価する必

要があるかというところについて、その評価をするということなのだと思います。 

 ですから、これは前のページとのセットのところでは、地質データ解釈の評価までが入札の評

価の対象になるという形になることをもって、一定の優位性が与えられていると考えるのかなと

思います。 
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 そこをどうするかというのは、まさに論点のところで書かれている評価者側の判断の難しさと

いうことにつながってきますので、これはすなわち行政のコストをどう考えるかということだと

思いますので、そのどちらをとるのかということにも関わってくると思います。 

 もし評価の簡単な探鉱作業の量であるとか、試掘までの期間、そのようなところで評価をする

にとどめるのであれば、どうやってインセンティブを与えたらいいかということになってきます

ので、それは12ページの第１回でいただいた意見等というところの一番 後の黒ポツ、特定区域

の指定開発者の公募は常に国が行うのであるからという件で書かせていただいており、これは私

どもから提案させていただいた考え方です。 

 探鉱義務作業量だけで判断するというときには、こういう仕組みとセットにするということが

考えられるのではないかと考えております。以上でございます。ありがとうございました。 

○山﨑オブザーバー 

 ＪＸの山﨑でございます。先ほど、データの解釈の妥当性というところで、それを評価するべ

きかどうかということで、私は個人的にはその評価を行うほうが、より合理的な国としても開発

につながるのではないかと考えております。 

 ここで１つポイントになりますのは、例えば民間が提案して、ほかに応募者がいて、ある会社

が提案したのだから、それは面白いに違いないということで、普通なら２本掘ればよいところを

３本、４本と張ってくることがあり得ます。 

 そういうときに外国はどうしているかというと、そのためだけではないと思うのですけれども、

ペナルティを課します。例えば４本掘るという計画を出して、義務作業としてそれが実際に３本

で終わった場合には、４本目を掘らなかった場合には例えば試掘の見込み額、見積り額、あるい

は何らかの規定に基づいたペナルティ額、それを支払えという義務を負わせることになっていま

すので、もちろんそれは先ほど申し上げた文脈だけの話だけではないと思いますけれども、そう

いうことをもし制度化されるのであれば、先ほどの懸念は少しでも緩和されるのかなと思います

ので、ペナルティについてもそういう制度は外国でも結構一般的でございますので、ちょっと検

討していただければと思います。 

○峯岸オブザーバー 

 三井石油開発の峯岸です。 

 ２点、意見を述べさせていただきたいと思います。１点目は、先ほど續オブザーバーのほうか

らもありましたように、 近民間で海上のデータを捉えている例は非常に少ないと思っています。

圧倒的に基礎物理探査のデータが多い。そのような状況において、企業が持っているデータはそ

れほどばらつきがないのではないかと思っています。そのためにインセンティブになるというよ
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うなことはないのではないかと思います。 

 それから、一方で、陸上は全く状況が違いまして、データはかなり企業さんが持っている方も

いらっしゃいます。それについてはちょっと考えなければいけないと思います。 

 それから、先ほどのどういう判断をして提案を選ぶかということなのですけれども、多くの国

では義務量に従って選ぶことが多いのですけれども、ノルウェーとか義務量を多くすると落とさ

れるというのもあります。それはきちんと地質を考えて、どのような探鉱が もオプティマムか、

そのようなことをきちんと評価する。そのためにはやはり評価側がかなり情報を持ってスタディ

をしておかないと、そういう評価ができない。評価側の問題になるのですけれども、私はどちら

かと言いますと、量で処分するよりもきちんとオプティマイズした提案をするところ、そのよう

なところが選ばれるのではないかと思っています。 

○中谷座長 

 それでは、時間もございますので、４．鉱区・既出願区域に係る情報のデータベース化・公開

の在り方について、事務局から説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 それでは、時間も大分押してきましたけれども、４．鉱区・既出願区域に係る情報のデータベ

ース化・公開の在り方について、でございます。 

 これは鉱区につきまして、皆さんご存じのとおり鉱業原簿のほうで閲覧可能ですけれども、こ

れをもっと全体的に俯瞰できるような鉱区既出願区域に係る情報のデータベース化の必要性とい

うことでご議論いただくわけでございます。 

 まずは、15ページの（１）でございます。鉱区に関する情報の公開について、②第１回でご議

論をいただいた意見をご紹介させていただきます。 

 まず、 初の黒ポツでは、鉱区の位置、目的鉱物のほか、鉱業権者名も公開すべきという意見

がございました。 

 また、鉱業権者として資格を有さない者によるデータの悪用を抑制する観点から新たなデータ

ベースの閲覧は制限することが適当というご意見もありました。 

 あとは共同探鉱等につながるため、位置情報のほか鉱業権者情報を含めて公開されることにメ

リットを感じる。ただ、漁業者等との関係で一般公開されることの懸念はあり、閲覧制限をかけ

られればベターであるが、閲覧制限がかけられないのであれば、 後は公開されてもやむを得な

いというような意見がありました。 

 一方で、民間企業等による探鉱を活性化するため、鉱区の位置と目的鉱種を開示すべき。鉱業

権者に係る情報の開示は不要というご意見もいただきました。 



 

 36

 これを踏まえて、今日ご議論いただきたいのは、新たなデータベース化の取組は国が主体的と

なって行う取組であることから、海域の特定区域指定については経済産業大臣自ら担うこととさ

れていることに鑑み、まずは海域についてテータベースを整備すべきではないかというのが１つ

目。あとは、行政庁が行う情報提供サービスにおいて閲覧可能者に制限をかけることは、公平性

の観点から問題があるのではないか。 

 さらに、仮に情報を公開することで他権益との調整に支障が生じる等の事情がある場合は、閲

覧可能者に制限をかけるのではなく、誰に対しても提供して差し支えない情報に対応すべきでは

ないかということでございます。 

 以上を踏まえまして、閲覧可能者は制限しないことを前提に、公開する情報は、必要 低限の

ものとして、鉱業権者、鉱区の位置、目的鉱物、石油・天然ガス等ということでございますが、

その３項目として、提供情報の拡大は運用を通じて影響を見極めた上で次回レビュー時期に必要

に応じて検討するべきではないか。ということでございます。 

 なお、公開方法は、インターネットで公開すべきではないかと考えております。 

 続いて、（２）として、既出願区域の情報の公開について、でございます。 

 これについては、同じくいただいたご意見をご紹介させいただくと、黒ポツの②出願は処分が

なされれば鉱業権に切り替わる権利であり、出願者が特定できる情報を含めて基本的には鉱業権

と同等に取り扱われることが適当というご意見もありました。 

 もう一つのご意見としては、出願中、権利化されてない情報であることに鑑み、会社名の公開

はするべきでないというようなご意見もありました。 

 以上のいただいたご意見を踏まえまして、出願情報は公にされていない経営上の情報を含む可

能性があり、出願人が特定される形で公開される場合には、当該出願人の競争上の地位を不当に

害する恐れがあるため、出願者の特定には至らない情報として、出願の位置、目的鉱物に限定す

るべきではないかということでございます。以上でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ここでまたご議論をいただきたいと思います。 

 ご意見のある方は名札を立てていただければ指名させていただきます。 

○中島オブザーバー 

 基本的に既に設定されている試掘権、採掘権については鉱業原簿を見ればわかる情報があると

いうことで、その手間を取るかどうかだけが知り得るかどうかの問題だと思っています。 

 それから、出願については今はわからないのですけれども、改正法の施行前の状況であれば、
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出願したい者、先願者がいるかどうかということを出願伺いという形で照会することができて、

そこで誰がどこに鉱区を持っているかという情報をある程度得られたということでございますの

で、私ども自身は、そのように誰が持っているかというところも含めて開示されることにそれほ

ど抵抗感はないと思っています。 

 新陳代謝を高めるという今の見直しのもともとの目的のところからすれば、なるべく開示され

るべき情報が多いほうがそのようなことに寄与するのではないかと思っています。 

 その一方で、ここで出ている論点、行政法的な観点と申しましょうか、公平性のところから情

報の閲覧者の制限をかけることが適当ではないのではないかとおっしゃられているので、そうで

あるのであれば仕方がないなと。したがって、情報制限をかけないので逆に開示する情報のほう

は絞りますということになるけれども、それはもともとの目的とちょっと違う方向にいっている

ということに若干違和感があります。 

 終的に鉱業権を付与される者というのは、それに足る有資格者にしか与えられないわけです

から、資格者足り得ない人がそういう情報にアクセスできても余り意味がないのではないかと思

っていて、本当にコメントというか感想にしかなりませんが、そんなように感じた次第でござい

ます。 

○峯岸オブザーバー 

 １つ、ちょっとコメントさせていただきたいのですけれども、ある世界的に有名な情報提供会

社ですけれども、そこが日本の鉱区マップを出しています。その中で、既にうちの会社も名前が

載ったりしていて、30年くらい前の情報が今も使われているようになっているので、そのような

間違った認識が出ているので、それをアップデートするためにもある程度の情報を開示したほう

がいいのではないかと思っています。 

○中谷座長 

 どうぞ。 

○木村オブザーバー 

 データベースの整備ですが、まずは海域からとのことですけれども、陸域データの公開につき

ましても陸での資源開発の活性化には有効と考えます。それにはデータベースを整備して公開す

るということではなくて、例えばですが、事業者が役所へ出向けば、白地情報等を知り得るとい

う、そのような行政対応を確実に実施していただけるだけでも十分なところがあると思われます

ので、ぜひご検討いただければと考えます。 

○中谷座長 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 
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 ありがとうございました。 

 後に議題２のその他であります。 

 次回の検討会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 

 本日は大変ご活発にご議論いただきご意見をちょうだいいたしましてありがとうございました。 

 今回の鉱業法の運用につきまして、非常に建設的なご意見を多数いただいたわけでございます。

事務局といたしましては、今後座長とも相談しながら皆様からいただいたご意見を踏まえて、取

りまとめ案を整理し、次回の検討会で説明をさせていただければと考えております。 

 なお、取りまとめ案の整理に際しまして、改めて皆様のご意見を賜ることもあるかと思います

きので、その際にはよろしくお願いをいたします。 

 なお、次回の検討会では、第１回の検討会で説明をさせていただきました。鉱業法の運用の点

検のほかに、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在り方の検討として、別途

の場で議論されております平成31年度以降の国内基礎調査における探査海域と海底熱水鉱床開発

の在り方につきまして、次回の検討会の場で報告させていただければと思います。 

 なお、次回第３回でございますが、来年１月下旬から２月上旬、中旬ごろに開催させていただ

きたく存じます。開催日時につきましては、改めましてご相談させていただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

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－ 

 


