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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３回) 

 

日時 平成29年２月24日（金）17：00～19：00 

場所 経済産業省 別館３階 312各省共用会議室 

 

１．開会 

 

○中谷座長 

 定刻になりました。それでは、ただいまより第３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。 

 皆様、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

 

２．議題 

 

○中谷座長  

 まず、本日の議題につき、事務局より説明願います。 

○鈴木鉱業管理官 

 鉱業管理官の鈴木でございます。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、これまでご議論いただきました論

点に関しての対応につきまして「とりまとめ（案）」を作成いたしましたので、ご議論いただけ

ればと存じます。 

 また、引き続き、議題２といたしまして、その他の今後の本邦資源開発に関する検討状況につ

きまして、それぞれ担当課より説明を行う予定にしております。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。 

 次に、本日の検討会の委員、オブザーバーの出欠につき、事務局より説明をお願いします。 

○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、残念ながら松岡委員がご欠席でご

ざいます。 

 以上です。 
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○中谷座長 

 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ます。 

 議事次第にございますとおりですが、資料１といたしまして委員名簿、資料２といたしまして、

本邦における資源開発の在り方に関する検討会とりまとめ（案）、資料３－１といたしまして、

海底熱水鉱床開発に向けた今後の在り方について（案）、資料３－２といたしまして、石油・天

然ガスの探査海域に関する検討状況（報告）、資料３－３といたしまして、メタンハイドレート

の開発に関する検討状況（報告）でございます。 

 資料に不足等ございましたら事務局までお申しつけください。ございますでしょうか。 

 なお、恐縮でございますが、プレスの皆様の冒頭撮影は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存じます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

 本検討会では、平成28年７月に総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会でまとめられた中

間論点整理を受け、本邦における資源開発を促進する上での鉱業法上の課題につき議論していた

だきました。本日は、これまで議論いただきました各論点に対する今後の対応に関して事務局で

作成いただいた、とりまとめ（案）につきましてご議論いただきたいと思います。 

 では、まず今回の、とりまとめ（案）の１．未処分出願の早期・実質的解消に向けた取組につ

いてです。事務局から説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 ありがとうございます。それでは、とりまとめ（案）をまず開いていただきまして、「はじめ

に」は、第１回に申し上げました本検討会の趣旨的なものでございます検討事項が書かれており

ますので、ここは省略をさせていただきます。 

 それでは、２ページの未処分出願の早期・実質的解消に向けた取組でございます。 

 （１）の現状でございますが、最初の丸は、現状の鉱業権の設定の出願の件数ですとか実際の

処理件数でございます。これは後ほどごらんいただければと思います。 

 ２つ目の丸でございますが、現在出願がなされているが未処分の状態にある出願というのが平

成27年度末時点で７万4,181件と、いまだ多くの未処分出願が存在しているわけでございます。 

 なお、７万4,181件の内訳として、陸域は5,308件、海域は６万8,873件となっております。 
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 ３ページ目でございますけれども、今後の対応の方向性でございます。まずは①といたしまし

て、解消すべき案件の分類でございます。最初の丸でございますが、出願の標準処理期間は６カ

月ということでございます。しかしながら、未処分出願がいまだ数多く存在しておりまして、本

来それぞれの出願は標準処理期間内に処理しなければならないことに鑑みますと、この状況は可

及的速やかに解消することが必要であると考えます。 

 ただ、一方で行政庁の処理能力にも限界があることも事実でございます。限られた審査人員の

中で効率的に処理するために、処理の優先順位を定めることが重要であると考えております。 

 処理の優先順位でございますが、これまでは原則として出願の時期が早い順に処理が進められ

てきたわけでございますが、国が今、日本の周辺の海域における在来型石油・天然ガスのポテン

シャルの把握を進めていることを踏まえれば、今後は、機会損失を抑制するという観点から、開

発技術が既に確立している在来型石油・天然ガスに係る出願から、かつ、国による基礎調査によ

って資源ポテンシャルが高く評価されている海域の順に優先的に処理すべきであると考えます。 

 なお、その処理の過程において、仮に出願をした土地の区域が重複した場合でございますが、

現在の鉱業法27条に基づきまして、願書の発送の日時が先の出願から優先的に処理すべきと、言

いかえますと先願主義を維持しますということでございます。 

 続いて、解消の程度でございます。ここで問題になるのは境界未画定海域についてでございま

すが、境界未画定海域につきましては、その範囲の特定に当たりまして、国連海洋法条約の関連

規定ですとか、あと、境界未画定海域における資源開発等に関連する国際的な議論の動向等も踏

まえまして慎重な検討が必要でございます。したがって、未処分出願の処理の促進対象海域から

は除外した上で、その範囲につきましては外務省をはじめとした関係省庁とも協議をしながら具

体的に検討を進めるべきであると考えます。 

 一方で、先ほど申し上げたとおり、本来、未処分出願が多く存在することは望ましいことでは

なく、可及的速やかに解消されるべき課題でございますので、未処分出願の処理促進対象から除

外することとなる海域の範囲は、可能な限り限定すべきであると考えております。 

 未処分出願につきましては、①の解消すべき案件の分類や、以上申し上げたことを踏まえまし

て、境界未画定海域以外の海域における石油・天然ガス等の特定鉱物の未処分出願をゼロにする

ことを目指して我々は取り組むべきであると考えております。これによりまして、境界未画定海

域以外の海域においては、未処分出願が存在するがゆえに特定区域が指定できないで開発が進め

られていないという今回の議論の背景でございますが、そういった事態が防止できることとなる

わけでございます。 

 続いて③の解消の期限でございます。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
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踏まえますと、平成29年度から５年間という期間において、②解消の程度を達成することを目指

して集中的に取り組むべきであると考えます。 

 続いては、解消のための具体的な措置の内容でございます。今申し上げた①から③までの整理

を踏まえまして、地方経済産業局ごとに優先的に処理すべき案件の分類を行いまして、平成29年

度以降の５年間について年度ごとの現実的な処理件数の目標と、それを達成するための具体的方

策について計画を立てまして、早急に処理に着手すべきであると考えております。 

 続いて５ページでございますが、経済産業省本省において、各地方経済産業局における審査体

制の増強、研修の実施、所要の通達・審査基準の整備、情報システムの整備等に取り組むべきで

あると考えます。 

 以上が未処分出願のパートでございます。 

○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。ご意見のある方は名札を立てていただければ私から指

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、岩田オブザーバー。 

○岩田オブザーバー 

 １点質問させていただきたいのですけれども、３ページの（３）、①解消すべき案件の分類の

２つ目の丸のところに、在来型石油・天然ガスのポテンシャルの把握が進められていると書かれ

ておりますが、これは本日ご説明いただく堆積盆地再評価のことでしょうか。 

○鈴木鉱業管理官 

 はい、おっしゃるとおりでございます。 

○岩田オブザーバー 

 どうもありがとうございます。 

○中谷座長 

 よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○中島オブザーバー  

 ありがとうございます、委員長。基本的にこの方向性について異存、違和感はございません。

いろいろと検討いただきまして、ありがとうございました。 

 １点コメントということで申し上げさせていただきます。５年間でゼロにしていくということ

でございまして、私どもとしてもこの方向に沿って対応を今後させていただきたいと思っており
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ますけれども、こういうふうにしていった場合に、現在、基礎試錐でありますとか、あるいはメ

タンハイドレートの坑井作業を伴う実証実験は、出願が存在していることを前提にして全体の工

程が組まれていると理解しております。 

 ですので、今後この未処分出願の処理が加速していったときには、そういった基礎試錐である

とか、その他の作業実施が円滑に行われるように、そちらの進め方についてご配慮いただければ

ありがたいと考えております。 

 以上でございます。 

○鈴木鉱業管理官 

 非常に貴重なアドバイスありがとうございます。我々も未処分出願の処理のタイミングと基礎

試錐の制度の関係性は十分認識しておりますので、今のご指摘を踏まえまして、今後基礎試錐の

制度の在り方についての詳細、検討させていただきたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

○中谷座長 

 ほかによろしゅうございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか、ありがとうございます。 

 それでは、次に２．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

しについてです。 

 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、続きまして６ページでございます。２－１といたしまして、鉱業権に係る事業着手

延期・事業休止認可の運用の見直しでございます。６ページの現状は、現行制度のおさらいとい

うことでございますが、２つ目の丸をごらんいただければと思います。鉱業法上、鉱業権者は、

鉱業権の登録の日から６カ月以内に事業に着手する義務が課されております。やむを得ない事由

によって事業に着手できないときは経産大臣の認可を受けなければならないとなっております。 

 この認可に当たっては、原則として試掘権は１年以内、採掘権は２年以内の期間を指定してお

りまして、引き続き認可を受けようとする場合には、認可期間が経過する前に再び認可を受ける

必要がございます。 

 詳しいフローにつきましては、この下の手続フローをご参照いただければと思います。 

 ７ページでございますけれども、鉱業権の現在の稼行状況を見ていきたいと思いますが、約

6,400件の鉱業権のうち、稼行中はわずか23％にとどまっております。残りの77％は未着手又は

休止中ということでございまして、旧法下である平成22年度末時点が19％でございますので、こ
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れと比較しますと未着手等の絶対数は減少しているのですが、稼行中の割合はほとんど増加して

いないという実態でございます。 

 次の丸でございますが、未着手等の石油・天然ガスの鉱業権について、鉱業法に基づく経済産

業大臣の処分に関する審査基準につきまして、やむを得ない事由というのを規定しておるわけで

ございますが、その事由の詳細を見てみますと、試掘権については「Ｋ：探鉱継続中」が78％と

最も多くて、次いで「Ｂ：順次開発」と呼ばれるものが22％と多いわけでございます。採掘権に

つきましては、「Ｂ：順次開発」が58％と最も多くて、次いでその他真にやむを得ない事由が

36％と、ちなみにこの「その他真にやむを得ない事由」は後ほどご説明させていただきますが、

水溶性天然ガスの案件、地盤沈下防止によるものということでここに整理をさせていただいてい

るわけでございます。 

 ポイントはこの次でございますが、採掘権について、連続して未着手等となっている期間の割

合を見てみると、30年以上にわたって未着手等となっているものが全体の86％を占めているわけ

でございます。詳しい今申し上げた割合はこの円グラフをごらんいただければと思います。 

 続いて、９ページのほうに目を移していただければと思います。今後の対応の方向性でござい

ますけれども、本運用の見直しに当たりましては、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、具体的な事業計画を求め、同計画に基づいて誠実に事業を

行うことを求める特定区域制度では、事業の進捗をフォローする仕組みが異なるわけでございま

して、今回これを別々に検討すべきと思っております。 

 また、採掘権について存続期間の定めがないわけでございますが、存続期間を設けることも一

つの方法であるというご意見も頂戴いたしました。採掘権が現行制度において永久権とされてい

るのは、採掘終了に要する期間は、個々の鉱区の鉱床の状況ですとか、各企業の経営方針によっ

てそれぞれ異なるわけで、これを画一的に定めることは困難であり、かつ不適当であるとの考え

方によります。 

 そして、採掘権のいたずらな休眠は、事業着手延期認可・事業休止認可の手続でのチェックを

通じて、権利の取消し等によってその防止を図ることが適当であるとこれまでも整理されており

ます。 

 したがいまして、今回の見直しにおいても、先ほどご説明させていただいたとおり、未着手等

の事由が「Ｂ：順次開発」の事由に偏っていることに着眼をしまして、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の必要性を検討したわけでございま

す。 

 続きまして、旧法下における出願に基づく鉱業権の取扱いでございます。 
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 最初に、順次開発の妥当性というところを見たいと思います。まず、順次開発とは何ぞやとい

うことでございますが、大きく分けると２つの要件がございます。①稼行中の鉱区と一体として

計画的操業をすることが鉱物の合理的開発上で適当と認められ、かつ、②事業着手の延期又は事

業の休止が鉱物の開発上合理性があり適当と認められる、という要件を満たすことを求めている

わけでございます。 

 実例を申し上げると、この枠囲いの中にありますとおり、まず①の要件として、数年以内に予

想される近隣の油ガス田の減衰を補塡する形で、サテライトとして開発することが合理的ですと

か、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いるので、稼行中の鉱山の生産設

備のインフラ共用が合理的といった、こういった事由が具体例としてございます。 

 続いて10ページ目でございますけれども、②の要件の事由としましては、今後のガスの需要動

向などを考慮しながらそれらの検討結果によって開発の適否を判断したいので休止が必要、また、

近隣の稼行中の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ので、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ことが必要ということでございます。 

 このように、これまで企業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の鉱業と

しての合理的開発に資するという判断のもとに認可してきたわけでございます。 

 ただし、１つ目の丸でございますが、しかしながら、今後ガス需要動向ですとか市況を考慮し

ながら順次開発を進める必要があるからという事由を鉱物の合理的開発に資すると認めてきた結

果、長年にわたって休眠状態の鉱区を数多く存続させている実態がある以上、もはや新たな開発

を期待することは非常に難しく、これによって他の事業者の参入を阻害する可能性もございます。 

 また、市況変動を見極めながら開発を検討するという事由については、これは皆様ご存じだと

思いますが、石油・天然ガス開発において市況リスクというのは常に伴うものでございます。か

かる事由をやむを得ないとみなすことは適当ではないと考えます。 

 ちなみに、先進国においての海域の石油・天然ガス開発に係る鉱業関連法制度においても、市

況の変動を事由としまして、権利の延長を認めている例はまれでございます。 

 以上を踏まえますと、特定鉱物に係る鉱業権につきましては、これまで目的鉱物の市況変動を

見極めながら開発を検討することなどを未着手の理由として認めてきたわけでございますが、こ

のＢの順次開発の事由につきましては、市況変動を見極めながら開発を検討するといった事由が

読み込まれることのないように、ここで一例を示させていただいておりますが、同一の鉱床が複

数の鉱区にまたがっている場合にそのうちの鉱区で事業に着手している場合、などの規定に改め

るべきであると考えております。 

 なお、水溶性天然ガスの取扱いでございます。先ほど申し上げましたけれども、水溶性天然ガ
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スは地下水であるかん水のくみ上げを必要とするわけでございまして、地盤沈下を防止する観点

から、都道府県等により開発に制限が課されているわけでございます。 

 事業者は具体的な開発の計画があるにもかかわらず、このような制限を事由として開発に着手

できない場合は引き続きやむを得ないものとして認めるべきでありまして、ただ、このやむを得

ない事由というのが相当な割合になってきているものですから、その要件を明確化すべきではな

いかと考えております。 

 11ページの②でございます。特定区域制度に基づく鉱業権の取扱いでございます。特定区域制

度に基づく鉱業権につきましては先ほど申し上げましたけれども、応募事業者の事業計画書を厳

正に評価して、特定開発者を選定するわけでございます。したがって、選定後、特定開発者は事

業計画書に基づいて誠実に事業を進めることが求められるわけでございます。 

 したがいまして、特定区域制度に基づく鉱業権につきましては、旧法下における出願に基づく

鉱業権の取扱いにかかわらず、事業計画書に基づいて誠実に探鉱活動を行っていると認められる

場合に限り、未着手を認めるべきであると考えます。 

 続いて、12ページでございます。ここでは試掘権の延長許可の運用の見直しについて検討を加

えました。 

 （３）今後の対応の方向性をごらんいただければと思います。①の試掘権の存続期間の妥当性

でございます。これまでの経緯を若干書かせていただいておりますが、鉱業法の制定当時は、陸

域における開発を念頭に２年、石油・天然ガスについてはさらに時間を要することから２年掛け

る３回延長可ということで、合計いたしますと８年ということでございます。その後、平成23年

の改正時に、今後、海域かつ深い深度の鉱床にあるものが中心となるということで、それを踏ま

えて最初の存続期間を４年に改正いたしました。ただ、２年掛ける３回を２年２回に変更いたし

まして、延長を含めた存続期間の合計年数は８年間から変更されなかったという経緯がございま

す。 

 それで、現行の試掘権の延長を含めた存続期間の合計年数は８年でありますけれども、これに

つきましては今申し上げたとおり、制度上の手当が海域の進出に備えて行われておるところでご

ざいます。また、８年という期間はこの後に出てきます先進国の海域の石油・天然ガス開発の試

掘期間と比較しても殊さらに短いという状況ではございません。したがって現時点においては見

直す必要はないのではないかということでございます。 

 続いて13ページ、表の下のところの丸でございます。試掘の本来の意味は試錐や坑道探鉱を指

す中で、存続期間の最初の４年のうちに試掘に至らずともよいのだろうかという点でございます

が、探鉱の実態を踏まえまして柔軟に対応する必要があると思います。 
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 海域の深い深度にある鉱床を試掘するリスクと現在の探鉱技術を踏まえると、延長を含めまし

た存続期間、合計８年という期間の中で試掘に至ればよいのではないかという場合も考えられる

わけでございます。ただ、その場合も１回目の延長時期と２回目の延長時期をそれぞれマイルス

トーンレビューとして、探鉱、言いかえれば探査の進捗の状況をレビューするタイミングである

と整理することが適当であると思います。 

 なお、特定区域の試掘についても、今申し上げたとおりの探鉱技術を踏まえると、４年間で試

掘に至ることを求めることは困難な場合が多いと考えられます。 

 したがいまして、事業計画書に基づいて誠実に事業を行うことを求める仕組みである特定区域

制度においても、延長を含めた存続期間の合計年数である８年という期間で試掘に至ることを事

業計画書において求めることが適当であると考えます。 

 以上を踏まえまして、試掘に至るまでの探鉱活動の進捗は事業着手延期認可の手続の中で露頭

探鉱・物理探鉱等を継続中という事由（Ｋ）に該当するか否かを確認すべきであるというふうに

も考えております。 

 続いて、14ページでございます。試掘権延長許可の運用についてでございますけれども、試掘

権の延長許可に係る現行の審査制度でございますけれども、探鉱とは一義的には鉱物の試掘を指

すものと解されるわけでありますが、探鉱行為というのは採掘の準備段階であると位置づけて、

これまでも試掘以外の探鉱行為も広く行われた実態に鑑みて、物理探鉱ですとか地表探鉱等を実

施したものについては、その解析、評価作業を含めて相当の成果が得られたと認められる場合は

探鉱したものと認めることにしております。 

 今後でございますけれども、先ほど最初に申し上げたとおり、未処分出願の早期・実質的解消

に向けた取組で海域の試掘権が増加することが考えられます。引き続き探鉱活動の進捗が客観的

に確認されることが必要であるわけでございまして、例えば一般的な探鉱手順において、１回目、

２回目それぞれの探鉱延長申請時に当該試掘権が探鉱手順のどの段階にあるのかなど、客観的な

進捗を確認することが必要と考えるわけでございます。 

 この際、試掘権の延長許可について、探鉱段階が文献調査などの現場作業を伴わない段階にと

どまっている場合は、原則として延長を許可すべきではないと考えております。ただ、括弧書き

にありますとおり、地質データの解釈作業ですとか取得データのコンパイル作業など、探鉱手順

において通常必要と考えられる机上作業、これらについては客観的に進捗している、これらが進

捗している場合はこの文献調査の例外とさせていただきたく思います。 

 さらに、特定区域に基づく鉱業権、試掘権の延長でございますけれども、やはり先ほど申し上

げたものと同様で、事業計画書に基づき誠実に探鉱活動を行っていると認められる場合に限って
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試掘権の延長を許可すべきである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。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○續オブザーバー 

 先ほどのところで、一回本来なら質問しておいたほうがよかったのかもしれないのですけれど

も、先ほどのお話の中に鉱業法と同時に基礎試錐の見直しというか、そういったものとの関連を

含めて考えるというお話がありました。ちょっと乱暴な言い方かもしれませんけれども、未処分

ですとか、未着手というものが出てきた背景の１つには、国からお金をもらって実施するという、

基礎試錐の本来の性格とは違う形で、委託事業といった形でお金が出るという現在のこういう仕

組みが探鉱の遅れを引き起こしている原因の一つだと思っているのです。それから、いろいろな

ところで進捗を確認したりするといった話がありますし、よく出てくる話に文献調査や机上調査

という話があります。これも今おっしゃったように厳密にやっていくというのは非常にいいこと

だと思うのですけれども、実際に我々が探査して解析等の業務経験からいくと、机上のデータと

かデータの処理とか評価で、１つの案件で２年も３年もかかるなんていうのはまずあり得ない話

で、今や１年もあれば相当なことができます。新たな手法等が出てくれば別として、１つのデー

タを３年も４年も５年もやるなんていうことはまずビジネスとしてはあり得ないと考えているの

で、そういった観点から、特に基礎試錐との関連ということをどういうふうにお考えになったの

かということもお聞きしたいと思います。 

○定光石油・天然ガス課長 

 我々としましては、今回の鉱業法のレビューのそもそもの出発点でありますところのいわゆる

日本の周辺海域の資源開発を促進するということが大事だと思っています。その促進するときに

先ほど續さんおっしゃったとおり、これまではそれなりにリスクも高いということで基礎試錐と、

国が委託をしてというようなやり方があったわけですけれども、逆に、本当に促進しようと思っ

たら、逆にこの基礎試錐というやり方が、皆さんが基礎試錐の順番が回ってくるのを待っている

という状況が起きてしまっているのではないかという問題意識は我々も同様に持っておりまして、

やはり資源開発の担い手、これは世界のどこを見渡しても、調べていただいていますけれども、

民間だと思うんですよね。なので、そこは基本的には民間の企業の方々が自分たちのリスクで開
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発していただくと、そのかわりリターンをしっかり得ていただくというのが精神だと思いますの

で、その方向で本当に必要があればもちろん補助もしていくということで考えております。 

 したがって、こういう枠組みで、資源開発の法の執行のあり方を見直すということとあわせて、

今までの基礎試錐の運用の仕方についても見直しをしていく必要がある。より民間の方々にきっ

ちり資源開発を主体的にやっていただくという方向で見直す必要があると思っております。 

○中谷座長 

 ほかにはいかがでございましょうか。 

 どうぞ。 

○木村オブザーバー 

 それでは、10ページから11ページにかけましてあります水溶性天然ガスの取扱いに関連いたし

まして、水溶性事業者の活動を紹介させていただきたいと思います。 

 千葉県では、行政のご理解もいただきながら水溶性事業者は地盤沈下を抑制した環境と調和し

た新規の井戸開発に向けましてまず坑井間隔を広くとるということ、掘削の時間間隔をあけると

いうこと、必要に応じてかん水のくみ上げ量を抑制するということなどの対応を常に考えており

ます。 

 また、地盤変動の監視・観測技術、地盤変動の予測技術といった要素技術の研さんや技術開発

を継続的に進めておりまして、これらの要素技術を組み合わせました科学的な生産、地盤変動に

かかわりますガス層管理の実践にも着手しております。さらに、今後地下へのかん水の還元強化

の技術開発を進めてまいります。 

 こういった地道な活動を通じまして地盤沈下を抑制した環境と調和いたしました新規の井戸開

発を着実に今後とも進めていく考えでおります。 

 以上です。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○岩田オブザーバー 

鉱業権の事業着手延期・事業休止認可、それからあと試掘権延長許可の運用見直し等ご説明い

ただきましたけれども、今後、審査基準の改定がなされることと思いますが、その際にはいろい

ろと手続等も、これは社内とか、あるいは社外とかいろいろございまして、少し一定の経過期間

を設けていただければ非常にありがたいと考えております。 

○鈴木鉱業管理官 
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 その点、我々も認識しておりまして、ある日突然制度が変わって早く進めろといってもなかな

か難しいところもございますので、経過期間の話も含めまして、そのあたりは今後ご相談させて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○中谷座長 

 ほかにはございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○中島オブザーバー 

 ありがとうございます。未稼行のものを極力減らしていくという政策的な課題について、業界

の状況、あるいは探鉱開発の実態を的確に反映、踏まえていただいて、バランスのいい対応策に

していただいたと受けとめております。感謝申し上げたいと思います。 

 当社としてもこの報告書とりまとめのところ、先ほどの未処分出願の話とあわせまして、この

方向に沿って適切に対応していきたいと思っておりますし、その結果が目的であるところの民間

事業者による活発な探鉱開発活動につながっていくということになれば大変うれしいことだと思

っております。 

 ただ、一方で１点、足元の油価がこれだけ低迷している状況が続いている中で、これは洋の東

西を問わず新規の探鉱開発投資というものが非常にシュリンクしているという状況は委員の先生

方、皆さん既にご高承のことだと思っております。 

 10ページのところに、丸の２つ目のところですね、市況変動を見極めながら開発を検討すると

いう事由については「これをやむを得ないとみなすことは適当ではない」という整理、それから、

それを踏まえた上で次の丸のところで、「市況変動を見極めながら開発を検討すること等が事由

として読み込まれることのないように」と整理をしていただいております。 

 鉱区の取扱いということにおいては、こういう整理がなされるということは私ども事業者とし

て忸怩たるものはありますけれどもやむを得ないといいますか、妥当なものだと考え、受けとめ

るところでございますが、一方でやはり油価が低迷すれば、市況が悪化すれば投資はシュリンク

するという現実があるということは、是非ご理解をいただきたいと申し上げておきたいと思いま

す。 

 以上、コメントでございます。ありがとうございました。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ほかはございますでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、次に３．特定区域制度の運用のあり方についてです。事務局から説明をお願いいた
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します。 

○鈴木鉱業管理官 

 それでは、お手元の資料16ページでございます。ごらんください。３ポツの特定区域制度の運

用のあり方でございます。 

 それで、まず16ページ、現状でございます。これもおさらいでございますが特定区域制度のフ

ロー、プロセスのイメージをここに書かせていただきました。17ページの（３）、①の最初の丸

に目を移していただければと思います。 

 このフローのプロセスのイメージのとおり、特定区域の指定方法としては、国が能動的に探

査・調査を行い指定する方法と、民間の指定提案を受けて指定する方法とが考えられます。この

点、海洋の石油・天然ガス案件につきましては、探鉱開発として国が先導的な基礎調査を行って

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あ

ると考えます。これは過去のワーキンググループの中でも同様の指摘が述べられております。 

 具体的には、特定区域の指定に向けた体制を整備した上で、今後５年間で４件から５件の指定

を目指すべきであると考えております。 

 なお、陸域につきましては、現時点では国において同様の取り組みは行っていませんので、民

間提案を踏まえて国が指定を検討することが多くなるわけでございます。 

 続いて②、今回の検討会、第１回、第２回の中でも議論が出た話でございますが、区域指定提

案データの取扱いと区域指定提案者へのインセンティブの話でございます。 

 ②の最初の丸でございますが、特定区域の指定について提案した者が独自に取得した探査デー

タ等については、当該データが区域指定提案者にもたらす経済的価値、提案者の競争上の地位へ

の影響などを踏まえて、基本的には非公開とすべきであると考えております。 

 なお、先進国の例においても、民間から提出されたデータは非公開とされる国が多くございま

す。18ページ冒頭の表は、それを示しておるわけでございます。 

 一方で、18ページの最初の丸でございますが、特定区域の指定を促進するためには、特定開発

者の選定の仕組みにおいて、区域指定提案者に一層のインセンティブを与えるべきという、実は

ご意見もいただきました。しかしながら、後ほどちょっとご説明させていただきますが、特定開

発者の評価の基準において、地質状況の理解度を適切に評価する仕組みを整備する予定でござい

まして、区域指定提案者データを非公開とすることによって、このデータを保有する提案者が選

定評価において優位性を持つと我々は考えておりまして、区域指定提案者であることのみをもっ

てさらに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必要はないのではないかと考

えております。 
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 なお、陸域につきましては、民間提案を踏まえて、国が指定を検討することが多くなるものと

考えられます。区域指定提案者が選定評価において優位性を自然と持つことになるわけでござい

まして、公募の結果、区域指定提案者１者のみの申請という形になる可能性がございます。この

場合、仮に１者のみの申請となったとしても、これまでの出願の制度とは異なりまして、選定さ

れた特定開発者には事業計画書に基づく作業義務を課してございますので、一定程度の特定鉱物

の探鉱活動の促進にはつながるものと考えます。 

 ここまでがインセンティブの話でございます。 

 続いて③といたしまして、特定開発者の選定における評価基準の一般的な例の作成・公開の在

り方でございます。 

 ここで結論を申しますと、実はここで明確にその選定基準なるものを必ずしもお示しはしてお

りません。基本的な考え方、方向性に限定をしております。今後、来年度以降、詳細の評価基準

の制度設計を考えたいと思っております。それを前提にお聞きいただければと思います。 

 まず、先進国の例でございますけれども、19ページ目に表があるのですけれども、基本的には

先進国の海域の石油・天然ガス開発における鉱業関連法制度でございますけれども、評価のパラ

メータとして探鉱計画、経理的基礎、技術的能力、社会的信用、労働安全衛生などの評価区分に

よって評価をしているわけでございます。 

 我が国に当てはめますと、これらのうち探鉱計画以外の評価基準は鉱業法上の規定をもってあ

る種明確になっておるわけでございますが、探鉱計画につきましては鉱業法上は評価基準につい

ては合理的開発の見地、公共用利益の増進の見地から定めることとされておりまして、ある種そ

の詳細については実施要項において定めると、実施要項に譲るということになっております。 

 探鉱計画の評価につきまして今後の考え方を整理したのが次でございまして、イギリスなどの

諸外国の例を参考にいたしますと、特定区域の地質状況の理解度、探鉱作業の量（探査面積、試

掘本数など）及び質（物理探査を二次元で行うか三次元で行うか）、また③といたしまして、試

掘に至るまでの期間、スピードをもって評価する、この３つで評価するということが考えられる

わけでございます。 

 制度の詳細につきましては、イギリス等の諸外国とはやはり資源ポテンシャルや海域における

探鉱・開発実績が異なることを踏まえますと、我が国の実情に合った、沿った制度となるように

引き続き検討していく必要があります。 

 ただ、今回、先ほど申し上げたとおり、概略以下の基本的考え方というのを示させていただき

ました。これに沿って制度設計を進めるべきと考えております。 

 その概略というのがここで四角で囲ってあるところでございます。ほぼ繰り返しになりますけ
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れども、①特定区域の地質状況の理解度ということでございます。これは国による基礎調査や独

自の探査データといった適切な根拠に基づいていわゆる石油システムの存在等の地質状況の解釈

が合理的に行われているか、②の探鉱作業の量及び質でございますが、探鉱作業の量（探査面積、

試掘本数）や質（物理探査を二次元で行うか、三次元で行うか）ということが合理的であり、な

おかつ①との関係において、①の根拠等に照らして妥当性があるかというところで判断されるべ

きと考えております。 

 ※印に、なお書き的に書かせていただいているのですが、提案した探鉱作業についてある種事

業者に対して遵守を促すために、例えばそれぞれの作業ごとに実施を約束する場合は加点するけ

れども、仮に約束をした作業を実施できなかった場合には、次回以降、一定期間の公募において

減点するといった項目を設けることも一案であると思っております。 

 続いて③、試掘に至るまでの期間はスピードとも言いかえられると思いますが、最大８年の存

続期間において、より短い期間で試掘に至る計画であるかというところが重要かと思います。た

だし、この※印でございますが、試掘に至るまでの期間がより短いほうが鉱業法制度全体にとっ

て開発の促進に資するわけでございますが、試掘に至るまでの期間は探鉱作業の量などの計画内

容によって変化し得るものであります。したがって、個々の探鉱計画同士の比較においては必ず

しも期間が短いほど高評価とすることは適当ではないのではないかと思っております。このため、

この評価項目は、例えば①と②の評価の結果、仮に同程度の評価となった複数の計画がある場合

は、最終評価要素として位置づけるといったことも一案でございます。 

 「なお」といたしまして、水溶性天然ガスの場合には、先ほど木村さんからご説明ありました

とおり、在来型石油・天然ガスとは探鉱ですとか開発のプロセスは異なるわけでございまして、

これらを踏まえて別途違った評価のパラメータが必要であると考えております。 

 最後の一番下の丸でございます。評価基準の公表の有無について先進国における状況を見てみ

ますと、評価項目の詳細や評価項目ごとの配点などの詳細が公開されている国、イギリスみたい

な国もあれば、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ノルウェーの例とい

ったものもございます。 

 我が国においては、今後の制度設計の詳細の検討において、具体的な配点をどのように定める

かによるわけでございますが、少なくともどの評価項目が最も重視されるべきかといった定性的

な情報を公開することはある種効果的な提案を促す上で重要であるのかなとも考えられます。 

 以上でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 
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 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。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○中島オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 こちらにつきましては、先ほど鈴木管理官のほうから詳細な設計についてはまた引き続き検討

していくというお話がございました。ここに示された大きな方向性について、私どもとしても違

和感なく受けとめているところでございますので、詳細設計において引き続き、特に提案者側の

負担であるとか、あるいはそれとの裏腹になりますけれども行政コストとか、そういった面のバ

ランス、あるいは審査にかかる期間という部分についてもご留意いただきながら制度設計をして

いただければありがたいと思っております。 

 それからもう一点、18ページの上の丸でございます。表のすぐ下ですけれども、データを非公

開とすることで、そのデータを保有する区域指定提案者が評価選定において優位性を持つことに

なるため、それ以外の特段のインセンティブを設ける必要はないということが書かれております。

私どもの理解としては、そのデータを公開しないことだけをもって必ずしもインセンティブを与

えていることになるかというと、そうでもないのではないかとも思っております。 

 当面、ここでお話にありましたように、国が区域を指定して公開といいますか、特定区域を設

定していくという作業を進めていくということでございますので、その限りにおいてはここで特

段のインセンティブを設けないということで構わないと受けとめておりますけれども、仮に将来

的に民間側からの発意による特定区域の設定ということをより促進していこうというような局面

になった場合には、追加的なインセンティブの付与ということも一つの選択肢になるのではない

かと思っております。 

 以上、コメントでございます。ありがとうございました。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 木村さん、どうぞ。 

○木村オブザーバー 

 今の20ページの枠の中の一番下にあります水溶性天然ガス等の場合にはというところにつきま

して、コメントさせていただきたいと思います。 

 構造性の探鉱は、石油・天然ガスが集積している可能性のある有望構造を識別化、そして優先

順位化していくのか基本と考えます。一方、水溶性天然ガス鉱床は、広域的に胚胎しております
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ので、構造性のように石油システムを評価しつつ有望構造を識別化していくという考え方ではな

くて、胚胎層の厚みであるとか、有効層厚の厚みや浸透性といったファクターが可採埋蔵量や生

産性、生産レートに影響を与えますので、これらが試掘のポイントとなると考えます。 

 また、探鉱段階から将来の地盤沈下管理を見据えまして、岩石物性値を把握するといったこと

も、とても重要と考えます。地震探鉱は、構造性における有望構造を識別化していくのに有効な

手段ですが、水溶性では通常構造はそれほど複雑ではありませんので、特に陸域では周辺の開発

井戸などの情報から、その対象エリアでの構造は大よそ推定可能なことが多く、水溶性では地震

探鉱の重みは小さいということが構造性との大きな違いかと考えます。 

 以上です。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○常山オブザーバー 

 出光の常山でございます。20ページに入札の評価基準という話がございまして、ノルウェーで

は点数制ではないということが記入されておりますけれども、この背景について若干コメントし

ますと、ノルウェーの場合はタックスが非常に高いのですけれども、探鉱、それに続くいろんな

ステージの作業等ございますけれども、こういった生産移行前の石油開発にかかった費用につい

ては78％まで、たしか、数字はまた制度を確認していただければといいと思うのですけれども、

国が払い戻すというような制度がございまして、先ほどの基礎試錐の話ではないですけれども、

国からの補塡があるということと同様の意味合いがございます。 

 従って、過剰なコミットをするような企業がいて、そこで試掘井の数をいたずらに増やすとか、

あるいは地震探査を広い範囲で余分に行いますと、その余分な費用負担が国に跳ね返ってくると

いうことがございまして、彼らは非常に厳正な企業の見極め、主体者の選定をするということに

なっており、単純に作業コミットの点数で判断をしないという背景に繋がっています。 

 できれば、日本もこういった制度に見倣うことが良いと思っておりまして、かつ日本は資源国

ではございませんので、私も小規模なものはまだまだ見つかる可能性があるとは思っていますが、

大規模なものは難しいという状況の中で、先ほど中島オブザーバーからも話がありましたけれど

も、全体としてこの制度設計を変えていくというのは良い方向ではあると思いつつも、一方でそ

の結果として活性化につながらず、かえって停滞を招いてしまうということにならないように、

何らかの国の支援制度というものを、基礎試錐に変わるのか、あるいは基礎試錐を継続するのか

わかりませんけれども、そういった面も同時に考えていただく必要が有るということをコメント
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させていただきました。 

 以上です。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

○續オブザーバー 

 私、いまだにちょっとよく理解できないのは特定鉱区なのですけれども、例えば民間の側から

特定の業者からこのエリアを開発したいといったときに、今の説明からいくと、そういうところ

も特定鉱区として指定して、そこで入札をやるということになるわけです。今度、国のほうが特

定区域を指定するというときにも入札をやるということですよね。そうすると、わざわざ一般民

間の業者、すなわち申請する方たちというのは、そこのデータを持っている方たちになるわけで、

既にそこで探査を実施するなり何なり、それだけの鉱業権を設定されている上での話だろうと推

察されます。だとすれば、その業者の方が自分で開発申請をして開発をすれば済むことだと思い

ます。それをわざわざ特定鉱区として指定する必要性というのは一体何なのだろうかと思います。

欧米と同じようにということで、欧米との比較をされていますけれども、欧米の場合というのは、

かなり広範なところを鉱区割をして、そこで自分たちがここだと思うところに入札をしていくと

いう格好なのですけれども、今のこのお話からいくと非常に限られたエリアだけ取り上げて、１

鉱区分ある開発会社が権益を持っている鉱区に対して、それも特定鉱区にしてやるということな

のか、そこら辺がどうも釈然としません。 

○鈴木鉱業管理官 

 ありがとうございます。特定区域制度は、その区域自体は何ら権利化されていないものを対象

といたしますので、もともとどなたかが鉱業権を持ってという前提ではございませんというとこ

ろだけご理解いただければと思います。 

○續オブザーバー 

 そうすると、国内の場合には、開発会社は、自分のデータというのを所有しているのかと、前

回のときにも峯岸オブザーバーからまず所有している事はないだろうというお話がありましたけ

れども、そういうことであれば余りそういうことは気にせずに、国がばっとメッシュをかければ

済むことではないかなと思いますし、そこで入札すればいいのだろうと。余りそういうふうなこ

とを斟酌していると議論も進まないし、前に進まないだろうという気がしたので、そこら辺を確

認したかったのです。 

○鈴木鉱業管理官 
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 そうですね。もともとこれはインセンティブの議論のようなところがあって、民間企業があく

までも提案した前提で特定区域が進んでいくというニュアンスにとられたと考えているのですけ

れども、我々としてはあくまでも基本的に国が能動的に指定するというところで今コミットして

おりますので、その前提でお考えをいただければと思います。 

○續オブザーバー 

 ありがとうございます。 

○中谷座長 

 ほかには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。 

 それでは、最後に４．鉱区・出願情報等のデータベース化・公開のあり方についてと、５．そ

の他鉱業法の施行状況の点検・評価についてをまとめて説明をお願いいたします。 

○鈴木鉱業管理官 

 それでは、説明をさせていただきます。お手元のページ、21ページでございます。鉱区・出願

情報等のデータベース化・公開のあり方でございます。 

 現状の説明は、第１回、第２回でも相当程度議論、説明をさせていただいたので省略をさせて

いただきます。 

 今後の対応の方向性でございますけれども、中ほどに括弧書きで＜鉱区情報＞とあるところを

ごらんください。丸で言えば３つ目の丸になります。 

 まず、鉱区情報でございます。皆様もうご承知のとおり、鉱業原簿の制度に基づいて誰でもあ

る程度詳細な情報を閲覧可能となっておるわけでございます。そこでの閲覧可能情報というのは、

前のページに参考として書いておりますけれども、鉱業原簿に記載されている情報がございます。 

 それで、また22ページに戻っていただくのですけれども、いずれにしましても、鉱業原簿に記

載されている内容は誰でも閲覧可能なので、あらゆる情報は公開して差し支えないと基本的には

考えられます。 

 ただ、この情報公開の目的が、主に鉱区の位置情報の一覧性を高め、全体として俯瞰できるよ

うにすることであるわけでございまして、また、一方でデータベース化にはそれなりに費用対効

果の問題ですとかメンテナンス効率の問題もございますので、まずは一次的な情報として、将来

的にはかなり密度の濃い情報提供が望まれるとも思いますが、一次的な情報として鉱区の位置情

報に加えて鉱業権者の名前、目的とする鉱物の情報が公開されれば足りるのではないかと考えて

おります。 

 続いて出願情報でございます。こちらは鉱業権の取得を目的として行政庁に提出された情報で
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ありまして、また、公にされていない経営上の情報を含む可能性もございますため、いまだ権利

化していない段階においては、やはり情報公開法上の非開示情報に相当するということで、出願

者の特定につながり得る出願者の氏名又は名称は公開しないこととすべきだと考えております。 

 すなわち出願の位置情報のほか、目的鉱物のみが公開されればそれで足りるのではないかと思

っております。 

 なお書きでございますが、出願者がある種の共同開発者を募りたいといったときに、むしろ自

らの氏名又は名称の公開を求めた場合には、当然これは公開して差し支えないものと考えており

ます。 

 続きまして、23ページ②の情報データベース化・公開のあり方でございますが、データベース

化に当たりまして、陸域は海域に比べて面積が非常に小さい鉱区が多数存在しております。また、

支障権益との重複を避ける意味にも複雑な鉱区形状となっているわけで、陸域も含めた場合、正

直申し上げて取扱い情報量が非常に膨大になる可能性がございます。 

 そこで、今後の開発が期待される区域は海域が中心となることが見込まれていることに鑑みま

して、まずは海域についてのデータベースを整備してインターネット上で公開したいと思ってお

ります。 

 ただ、陸域につきましても、今申し上げたとおり、データベース化に時間を費やすことを踏ま

えますと、各地方経済産業局が鉱区の暫定的な位置管理に使用しているシステムの利用の可能性

といったことを検討したいと思っております。 

 ③で、なお書きでございますが、鉱業法の施行状況の公開について、事業者が市場環境を調査

する上で、未処分出願の処理の状況ですとか既設鉱業権の稼行・未着手等の状況、これは今回の

検討会でいろいろ示させていただいているようなもの、こういう情報は非常に貴重な情報と考え

られるために、定期的に調査・公開すべきであるということをつけ加えさせていただきます。 

 最後に24ページの５ポツ、その他の鉱業法の施行状況の点検・評価でございます。24ページの

最初の丸でございますが、ご承知のとおり、平成23年の法改正の際に、主な改正点として、特定

鉱物に係る先願主義の見直し、鉱業権設定許可の要件追加、鉱物探査規制の導入、この３点が措

置されたわけでございます。 

 このうち特定鉱物の先願主義の見直しにつきましては、この場で今申し上げたとおりでござい

ます。したがいまして、このパートでは残る鉱業権設定許可の要件追加と鉱物探査規制の導入に

ついて若干検証して評価を行ったところでございます。それが以下のとおりでございます。 

 まず、（１）といたしまして、鉱業権設定許可の要件追加でございます。これは、措置の背景

としまして、ブローカーといったある種相応の能力を有しない者が鉱業権を有しているという背
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景を踏まえて措置された内容でございますが、具体的には技術的能力、経理的基礎といったもの

を要件として追加をさせていただいたわけでございます。 

 その背景を踏まえての施行状況の評価でございます。平成23年の改正鉱業法施行後の平成24年

度から平成27年度までにおいて、相応の開発能力を有しない主体、例えばブローカー等と書いて

おりますが、このような者による鉱業権設定が発生しているとの事実は確認をされておりません。 

 一方で、許可の要件の追加で提出書類が追加となったわけでございます。これは法改正により

許可要件が追加されればそのための確認書類も追加されることはやむを得ないわけなのでござい

ますが、我々としても施行後５年の運用の積み重ねを踏まえまして、事業者の事務負担の軽減の

余地がないかというところを真摯に検討したいと思っております。 

 （２）といたしまして、鉱物探査規制の導入でございます。これにつきましても背景を申し上

げますと、資源探査の実施によって一定区域の占用による他の利用の妨げや、近隣住民等への影

響が生じる場合があるとか、あと、外国の調査船が我が国の排他的経済水域等において資源探査

を伴うと考えられる海洋調査活動を行うケースが続いている、こういったいろんな影響を踏まえ

まして鉱物探査の規制を導入させていただいたわけでございます。 

 それで、施行状況の評価でございますが、お手元の26ページの②でございます。 

 現状、平成27年度でございますが、30件の探査許可の申請がありまして、全ての申請について

許可されております。 

 また、平成23年改正鉱業法の施行から現在までにおいて、鉱物の探査の実施によって一定区域

の占用による他の利用の妨げや近隣住民などへの影響が生じたとの事実は確認されておりません。 

 さらに、無許可探査等によって中止命令、報告徴収、立入検査及び罰則の適用対象となった事

例はございません。法制度が適切に遵守されていることがある種、確認できるわけでございます。 

 なお書きといたしまして、外国船の活動状況に関しましては、内閣官房総合海洋政策本部事務

局の資料によりますと、我が国の排他的経済水域などにおいて我が国の同意を得ない調査活動は、

平成27年は28件であったということを申し述べさせていただきます。 

 以上でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 またここで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。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○河合オブザーバー 
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 地球科学総合研究所の河合です。25ページ、今説明のあった枠の中の（１）、丸が３つぐらい

ありますが、これはどうも私どもの会社のことを言われているのではないかと思って今聞いてい

るのですが、実はこの間にいろいろなことがありまして、陸上の地震探査では大型バイブレータ

ーの利用はかなり難しくなってきており、私ども、10台持っていた大型の半分はもう中型、小型

のものに変えております。これも住民のほうからいろいろ反応がありますので、調査実施が住民

に受け入れ可能となるようこのように変えてきております。 

 それから、ダイナマイトは許認可の面から難しくなったのと、実際、国内で反射法地震探査用

のダイナマイトは製造中止になりました。今実施するとなると別の種類を導入しなきゃいけない

ということになってきておって、これも時代とともに変わってきております。一応それだけコメ

ントさせていただきます。 

○中谷座長 

 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。 

 どうぞ。 

○中島オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 25ページの②の丸の２つ目のところで、鉱業権の設定許可手続に必要となる事務負担が増加し

ているとの事業者からの意見があるという部分がございますけれども、鉱業権の設定許可という

ことにとどまらず、むしろその探査の事前許可制度が導入されたことによって、物理探査を実際

に行う場合の事前の申請手続でいろいろと事務負担が増えているということがあって、そのこと

についてご相談をさせていただいているという面がございます。 

 そもそもそれが起こってきた理由というのはこの25ページの枠囲いの中にあるように、特に海

域においては外国の会社による無秩序な探査ということが言われて法改正ということにつながっ

たと認識をしております。 

 施行状況の評価というところで、丸の３つ目で外国船の活動状況に関しての記載がございます

けれども、法改正のトリガーとなった無秩序な探査というものに該当するようなものがどのよう

に実際問題として発生しているのか、そういったところを明らかにしていただきつつ、その中で

民間の事前探査、許可申請の手続のところでなるべく軽減していただけるものがあるのであれば、

そういうご配慮を引き続きお願いしたいと思っております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○中谷座長 
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 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。 

 どうぞ、お願いします。 

○河合オブザーバー 

 もう一つ、先ほどコメントし忘れました。探査申請のことはこの鉱業法が改正になるときに手

続にかかる期間が心配でした。私どもこういうことを仕事をずっとやってきておりまして、この

申請の大半が私どもから出ているものだと思っておりますが、探査申請手続で作業開始が遅れた

ことは一度もございません。どうもいろいろありがとうございました。そのお礼だけをお伝えし

ます。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 ほかは、では、よろしゅうございますでしょうか。 

 事務局から１つ説明をお願いいたします。 

○松木資源・燃料部政策課係長 

 ここで１点、資料の訂正がございます。資料の２の２ページをごらんください。 

 ２ページ目の丸の２つ目について、未処分出願の数ですけれども、「平成27年度末時点で７万

4,181件であり、平成22年度末時点の７万2,140件から減少している」というふうに記載がござい

ますけれども、これは数字見ていただければわかるとおり「増加している」の誤りでございます。

失礼いたしました。 

 この要因について補足させていただきますと、平成23年度に3,900件という大量の出願があり

まして、これによって平成23年度末時点の未処分出願数が７万5,510件と増加をしたためでござ

います。この平成23年度末時点の７万5,510件からは平成27年度末時点で７万4,181件と減少して

いるというのが正しい事実関係でございます。 

 つきましては、本日の資料につきまして、今ご説明した内容となるように事実関係の訂正をさ

せていただければと思います。 

 以上です。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 本日は多くの貴重なご意見をいただきまして、まことにありがとうございました。 

 事務局の案につきまして、おおむねご理解をいただけたかと思っております。本日皆様からい

ただきましたご意見を踏まえまして、とりまとめ（案）を修正することとし、修正につきまして
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は私にご一任いただければと思いますが、いかがでございましょうか。 

＜異議なしの声あり＞ 

 ありがとうございます。それでは、本件はご了承いただいたということとさせていただきたく

存じます。 

 では、次に、議題２のその他今後の本邦資源開発に関する検討状況についてにつきまして、担

当課より検討状況の説明をお願いいたします。 

 はじめに、辻本鉱物資源課長より、海底熱水鉱床開発に向けた今後の在り方について説明をお

願いいたします。 

○辻本鉱物資源課長 

 それでは、鉱物資源課長の辻本でございます。資料３－１に基づきまして説明いたします。 

 題名にありますとおり、海底熱水鉱床開発に向けた今後の在り方についてというものでござい

ます。この紙の位置づけを先にちょっと申し上げますと、「はじめに」の一番下のところをごら

んいただきますと、最後のパラグラフであります。この開発に向けた平成30年度以降の計画の策

定に当たっては、これまでの計画の進捗を確認し、今後の在り方について検討すると、まさに平

成30年度以降の今後の計画について、これから２ページ以降を説明させていただきますけれども、

それについてご意見をいただければというものでございます。 

 そのうち「はじめに」のところで若干の背景を説明いたします。まず「はじめに」の第１段目

を見ていただきますと、これはもうご承知のとおりでありまして、鉱物資源の場合、需要量のほ

ぼ全てを海外から輸入に頼っている。一方でＥＥＺの中で考えていきますと、他国の政策に影響

を受けにくい安定的な資源供給源を持つ、こういう観点から進めているというものでございます。 

 ２段落目のところに海洋基本計画の話があり、同じく３段落目のところにも平成25年４月の海

洋基本計画の話を記載をしております。まさに海洋の開発の基本計画をまとめているものでござ

いまして、３段落目の下から３行目をごらんいただきますと、平成25年12月、ここで海洋エネル

ギー・鉱物資源開発計画というところで平成25年度から30年度の計画を定めたというものでござ

います。 

 その後、この間以降でありますけれども、計画そのものについてはこれから説明いたしますが、

順調に実施されてまいりましたが、その下の段落を見ていただきますと、資源価格が大きく変動

している。一言で申し上げれば、安くなっているというところであります。 

 また、その下のほうを見ていただきますと、途上国、新興国の経済発展に加えて開発の停滞、

資源国の政策の影響、これは実はいわゆる新しい形の資源ナショナリズムといったものに鉱物資

源の関係で今、直面しているところでございます。そういった環境の変化がございます。 
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 さらに、先ほどお話がありましたとおり、下から２パラグラフ目でありますけれども、外国船

による同意を得ない科学的調査の事案、こういったものを含めて、冒頭申し上げましたとおり、

平成30年度以降の計画について方向性を示しているものがこの紙であるというふうにご認識いた

だければと思います。 

 めくっていただきまして、２ポツ目の資源量調査であります。これ以降、資源量調査、採鉱・

揚鉱技術といった形で幾つかテーマごとに整理をしております。その構造は見ていただきますと

おり、計画があり、その下に成果があり、その後に論点・課題がありまして新たな計画案、こう

いうふうな構造になっております。 

 ポイントを絞って説明をいたします。２ポツの資源量調査のところでありますが、成果の①を

見ていただきますと、昨年５月の段階、Hakureiサイトのところで資源量740万トン、また、②番

を見ていただきますと、幾つかのサイトを発見、公表したというものでございます。 

 論点・課題のところのポイントを申し上げます。①番に書いてありますけれども、計画どおり

に進められておりますけれども、事業者の参入が判断できるレベルには至っていないというとこ

ろがございます。 

 また、③番を見ていただきますと、これは内閣府が中心になってやっているものでありますが、

ＳＩＰの中での次世代海洋資源調査技術、こういったのも別途動いています。この中で新たな調

査手法の策定というのが進んでおりまして、これが進むことによって新たな海底熱水鉱床の潜頭

性の鉱床の発見につながるのではないかというふうに考えています。 

 また、⑤番のところは、外国船の話は先ほど申し上げたとおりでございます。 

 新たな計画案に関し、①番において、資源量の把握につきまして、概略資源量合計5,000万ト

ンレベルといったものを目標にしたいというふうに考えております。 

 めくっていただきまして、３ページでございます。この5,000万トンの意味合いを申し上げま

す。ちょっと文字が小さいのですが、注意書きをごらんください。 一言で申し上げれば、陸上

鉱山と同等以上のものを発見すること、これが海底熱水鉱床の開発の肝であるということでござ

います。5,000万トン、粗々でありますが２兆円規模の資源価値、金属価値に加えて、マインラ

イフが15年以上といったものが5,000万トンの意味合いであるというようにご確認いただければ

と思います。 また、②、③のところにつきましては、ここに書いているとおりでございます。 

 続きまして、３ポツの採鉱・揚鉱技術のところについて説明に入らせていただきます。 計画

のところ、これの②番のところを見ていただきますと、平成29年度までに採鉱・揚鉱分野の要素

技術を確立すると。まさにこの春以降に採鉱・揚鉱要素技術の確立といったステージに入るわけ

でございます。 
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 成果のところを見ていただきますと②番のところ、採掘・集鉱試験機の実海域での試験を実施

いたしました。また、③番を見ていただきますと、本年度でありますけれども、試験用ポンプの

製造・試験を行ったと、これを踏まえまして論点の①、②に入ってまいりますけれども、平成29

年度に世界初の試みとなる採鉱・揚鉱試験を我が国が行うというフェーズに入ってきているとい

うところでございます。 

 めくっていただきまして４ページであります。４ページの新たな計画案について説明いたしま

す。まず①番でありますけれども、次の計画期間に、ドラムカッターヘッド型での採掘、海底で

鉱石を水中ポンプに安定的に送り出すスラリー濃度調整等々、新たな幾つかの要素技術がござい

ます。これについても検討を行うといった点、また、②番のところでありますけれども、29年度

の結果を踏まえまして、商業機にスケールアップするために必要な技術について検討を行うとい

うことであります。 

 続きまして４ポツの選鉱・製錬についてご説明いたします。まず、計画につきましては①番の

２行目であります。平成29年度～30年度に選鉱・製錬プラントの連動試験を実施するという計画

でございました。成果でありますけれども、①番、選鉱連続試験プラントにつきましては、これ

は構築済みでございます。 

 ②番、ここで若干状況の変化でございますけれども、海底熱水鉱床は、実は陸上鉱山の選鉱・

製錬とは若干違っていたというところでございました。一言で申し上げれば、濃集作用が起きて

いなかったと、その意味で当初陸上のところをそのまま適用できるのではないかといったところ

については若干の違いがあったというものでございます。しかしながら、実験室ベースでありま

すと、鉛・亜鉛含めて実収率は多少上げることはできていたというものでございます。 

 論点・課題であります。①番でありますが、先ほど申し上げましたとおり、陸上の選鉱手法と

は異なるフローが必要であるというのが大きな論点でございます。これにつきましては、平成30

年度の試験で確認予定であります。 

 また、これは陸上も含めての大きな課題でありますけれども、②番、試料中の有害元素、一言

で申し上げればヒ素でありますけれども、これにつきましても今後、課題になっているというふ

うにご認識いただければと思います。 

 めくっていただきまして５ページであります。 新たな計画案であります。①番、これまでの

選鉱に係る検討結果を踏まえまして、さまざまな鉱床に適用可能な選鉱フロー、これは検討いた

します。これは平成29年度～30年度の選鉱連続試験等々におきまして対応していくと。加えて先

ほど申し上げたように大きな課題であります有害元素の処理、これについても対応してまいると

いうのが次の計画期間の中身でございます。 
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 ５ポツの環境影響評価であります。計画につきましては、ここに書いていますとおり、平成29

年度までに環境影響評価手法を確立するというものであります。 

 課題・論点を見ていただきますと、①番のところ、現在、平成29年度の実際の試験に向けまし

て、この環境影響評価手法の開発及び評価の取りまとめを行いました。ただ、問題は②番にあり

ますけれども、国際海底機構等々の国際ルールが整備されなければ、実際の商業化には至らない

という意味で、いかに国際ルールを我々が率先してつくっていけるかといったところが大きな論

点でございます。 

 新たな計画案を見ていただきますと①番、下から２行目でありますけれども、環境影響評価手

法のさらなる高度化に取り組むと。また、この観点では他省庁や関係機関、文科省さん含めてそ

うなのですけれども、そことの関係、また民間企業との協力が非常に重要であるということであ

りまして、めくっていただきまして６ページであります。６ページ、国際的なルールづくりに貢

献するというところでございます。 

 ６ポツ、法制度関連であります。ここにつきましても計画のところでは法制度等を総合的に検

証し、商業化に向けて必要な整備を行うというものでございます。ここにつきましては、課題・

論点のところに書いておりますけれども、要すれば、先ほど申し上げましたとおり課題・論点の

②でありますけれども、国際ルールが整備されなければ国内制度の反映がしづらいというのが現

実でございます。これを踏まえまして、新たな計画案でありますけれども、一番下の行でありま

すけれども、国際的なルールづくりに貢献をしていくと、これを国際機関並びに国内の関係省庁

機関とも連携してさせていただくというのが新たな計画案であります。 

 ７ポツ、経済性評価であります。経済性評価につきましては、計画の①にありますとおり、平

成29年度～30年度に経済性の評価を行うということが決まってございます。したがいまして、ま

だ成果は未実施でございます。 

めくっていただきまして７ページであります。 課題・論点の①番であります。経済性評価、

当然これは30年度、最後の締めの年度において行う予定でありますが、今後克服すべき技術的課

題、技術的課題につきましては、当然ながらこの計画の中で経済産業省が責任を持ってＪＯＧＭ

ＥＣと連携しながら対応していくものであるというふうに考えておりますが、一方で外的要因と

しての国際ルールの話、また市況性の話、こういったものも意識すべきであると、これも考慮し

た形での評価を行うべきであるというのが論点でございます。 

 新たな計画案につきましては、この論点・課題に即しまして、きっちりとした第２期の最終評

価を行うというものでございます。 

 ８ポツに「まとめ」で書いておりますが、今までずっと申し上げたのを改めておさらいしたい
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と思います。上から２段落目でありますが、資源量としては5,000万トンレベルの資源量の把握

が必要であるという点、３段落目でありますが、技術開発につきましては次の５年で一定のめど

をつける必要があるという点、その次の段落でありますけれども、国際整合性の観点から国際ル

ールの整備といった点であります。 

 加えて、経済性評価をする際にメタル価格の話、外的要因についても考慮すべきであるという

点でございます。こういったものを踏まえながら７ページの一番最後の行でありますけれども、

その成果が着実に民間企業による商業化に資するよう、官民連携のもと推進すべきであるという

形での方向性を整理させていただいたところであります。 

 説明は以上です。 

○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。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。よろしくお願いいたします。 

 どうぞ。 

○加藤オブザーバー 

 日本鉱業協会の加藤でございます。非常に簡潔に上手にまとめていただいたことで、課題が非

常に整理されているなというふうに思います。 

 幾つかコメントさせていただきたいのですけれども、熱水鉱床からとれた金属ってプレミアム

はつかないんですよね。だから、海からとっても丘からとっても銅は銅であって、金は金、銀は

銀で、大体最終的にはフォアナインの地金にしてマーケットに提供するということなもんですか

ら、そういうふうに考えると、先ほど課長もおっしゃっていましたように、まさに比較して、さ

あ行くかどうかと考えるのが陸上鉱山との比較で、それよりも同等以上でなければゴーとは絶対

ならないわけなのですね。 

 そういうふうに考えると、探査、あるいは採鉱・採取、あるいは選鉱・製錬、そのどこを見て

も、まだまだちょっと商業化ということを語るにはまだちょっと遠いかなという感じはしていま

す。製錬の部分は部分的な投入であれば何とかなるというものもあるのかもしれませんけれども、

まだまだアカデミックなアプローチにかなり近い状態かなという認識を私はしているのですね。 

 そういう意味では、最後のまとめのところに書かれているように、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というのは非常にチャレンジングな言い方かなと

いうふうに思います。そういう意味で、経産省さんの取り組みの熱意というのがここにあらわれ

ているのかなというふうに思うのですけれども、かなりこれは関係者が真剣にというか、相当頑
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張らないと実現はなかなか難しいんじゃないかなというふうに思います。 

 それとあと、5,000万トン、あるいは２兆円という、ざっくり大胆な数字をお使いいただいて

いるのですけれども、陸上鉱山との比較というお話でしたけれども、例えば銅の鉱山で言うと、

海外の鉱山の規模で言うと、ちょっと小ぶりかなという山の規模ですね。あるいは鉛・亜鉛で言

うと中堅規模の感じ、金山、金の単味の山であれば、そこその山かなというのが大体5,000万の

感じなのですね。 

 何を言いたいかというと、この5,000万という何となく目標設定はありがたいし、それを目指

していく、あるいはそれをふやしていく、日本国の資産台帳はどんどん膨らんでいくという結果

は大歓迎だと思うのですけれども、さあ5,000万見つけたから商業化してくださいというような

ひとり歩きの数字になっちゃったら、それはそれで困るなと。やっぱり小ぶりでもいい山はある

し、大きくてもしんどい山もあるし、やっぱり鉱床鉱床、全部品位もあれば含有された金属の種

類、あるいは邪魔な鉱物、サイトサイトで相当ばらつきがある中で、そこら辺の選択というか、

評価のバランス感覚というのを常に持った上でのざっくりとした大胆な数字というのを常に言っ

ておいていただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 山冨委員、お願いします。 

○山冨委員 

 山冨です。2008年度からＪＯＧＭＥＣによる海底鉱物資源、海底熱水鉱床の技術開発が始まっ

たわけで、そのお手伝いをしているわけなのですけれども、いよいよ４月から始まる2017年度、

10年目を迎えるわけなんですけれども、沖縄近海の水深1,600メーターから鉱石を採掘して、採

掘した鉱石をポンプアップして洋上に上げるというパイロット試験を行う予定になっています。 

 10年前、技術開発がスタートした時点では、資源調査について地質学的な知見がある程度得ら

れているだけで、採鉱・選鉱、製錬技術、全てがまだ先のわからないといいますか、未経験のも

のでありました。ただ、ＪＯＧＭＥＣの調査船の「白嶺」が2009年度の補正予算で認められまし

て、その後、採掘の試験機をつくる予算もつきましたので、ある程度徐々に海底熱水鉱床の実態

といいますか、そういったものがわかってまいりました。 

 ただ、それでも当初の地質学的なモデルとは実際に海底熱水鉱床の調査を進めると随分違うな

というようなこともわかってまいりましたし、やはり1,600メーターの水深から固形物をポンプ

アップするということについても、密度とか粒径とか、ポンプの実験をしてみなければわからな
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かったようなことも判明してまいりましたし、先ほどご指摘がありましたように、選鉱・製錬の

技術についても非常に鉱物組成が陸上の想定していた鉱石とかなり異なりましたので、非常に苦

労しております。 

 このような課題、いろいろあるのですけれども、スケールとして約10分の１程度のパイロット

試験を来年度行って、ある程度課題はクリアできると思っていますけれども、それでも技術的な

課題はなお残ると思います。ただ、平成30年代後半に民間企業が商業化を検討できるような資料

といいますか、そういったものを出すことに向けて、このパイロット試験の結果が大いに役立つ

と思っております。 

 技術的な課題だけじゃなくて、商業化の検討にはやはりそれに応じた資源量が見つからないと

難しいということもありますし、環境面、あるいは法規制の面で国際的な動向もにらみながら進

めなければいけないという課題を残しております。2018年、来年の第１四半期にカナダのベンチ

ャー企業でありますノーチラスが海底熱水鉱床の商業生産を開始すると申しておりましたけれど

も、どうやら１年ぐらい延期になった模様です。 

 したがいまして、来年度ＪＯＧＭＥＣが行います海底熱水鉱床の採鉱・揚鉱のパイルド試験と

いうのは世界に先駆けるものとなります。 

 環境法制面での国際機関との協調といいますか、協力を図りながら商業生産の実現を図る、実

現に向かっていきたいと思っておりますけれども、アメリカ、ロシア、中国、カナダ、オースト

ラリアなど、世界の資源大国、要するにこれらは国土の非常に広大な国であります。日本はＥＥ

Ｚ、国土は狭いわけですけれども、ＥＥＺが世界第６位という数字を持っておりますので、やは

りいろいろ課題はありますけれども海洋資源、あるいは海底熱水鉱床の資源の重要性というのは

非常に重要でありますし、それを技術的な課題のみならず、商業化に向けての検討に資するよう

なものを出していくことが重要だと思っております。 

 以上です。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 ほかには。 

○塩川オブザーバー 

 資源機構の塩川でございます。２点ほど重複もございますが、コメントさせていただきたいと

思います。 

 私どもＪＯＧＭＥＣは国の委託を受けまして、平成20年度から海底熱水鉱床の商業化を目指し

たプロジェクトが開始されるよう、これまで既知鉱床の資源量の評価、それから新鉱床の発見、
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概略資源量の把握、あるいは実海域の試験を含めた採鉱・揚鉱に係る機器等の技術開発、それか

ら環境影響評価手法等の開発を推進してまいりました。 

 開発に向けて重要となるのは、やはり事業の経済性が見込み得るかということだと思いますが、

これを左右する２つの要因、すなわち資源量の確保と採鉱・揚鉱、選鉱・製錬等、技術の開発で

あろうと考えます。 

 今後のあり方で辻本課長から説明がございましたが、伊是名海穴の資源量740万トンでは開発

に必要な資源量にはとてもなり得ず、含有するその金属の品位にもよると思いますが、論点で示

していただいた5,000万トンという数値目標は妥当なものであろうというふうに感じております。 

 それから、沖縄海域では、これまで幸いにもボーリング調査等、詳細調査の対象として位置づ

けることができるような新たな鉱床を少なくとも４つ私どもは把握しており、これらの資源量確

認も進めて、また新たな鉱床の発見を目指して資源量の確保に取り組んでまいりたいと存じます。 

 また、技術の開発につきましては、これまで陸上の資源開発、そして海洋資源に関連した豊富

な知識、経験を要する民間企業、あるいは研究機関の協力を得てこれまで事業を実施しておると

ころでございますが、山冨委員も言及されておりましたが、前例のない世界初の取り組み、やっ

てみなきゃわからないというようなところがこれまで多々ございまして、当初予想していなかっ

たような困難に直面したりもしております。水深が1,600m、光が届かない、あるいは高水圧の状

況下で機器を遠隔操作するということは簡単ではなくて、それから採鉱においては、採掘機の走

行性能、視認性、掘削の効率など、今後もさらに検討が必要であり、鉱石と水を一緒にスラリー

という状態で洋上まで上げてくるわけですが、効率的なその濃度をどうやって調整するのか、そ

ういった技術等々、課題が存在しております。 

 今年度実施予定のパイロット試験を通じても、上げてくる部分で新たな課題等もあろうかと思

います。こうした技術的な課題を明らかにして、次期の５カ年を民間企業とも連携をとり、こう

した課題解決に取り組んでまいりたいと存じます。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 交告委員、お願いします。 

○交告委員 

 今の山冨委員と塩川オブザーバーの方のお話を聞いて思っていたのですけれども、この環境影

響評価が陸域とは随分違うと思うんですね。水深が1,600で機械が届かないということになると、

陸域のような例えば生態系評価でも光合成を中心としたものではないと考えられるので、随分違
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うということを想像します。 

 それで、もしＪＯＧＭＥＣのほうでその環境影響評価についても検討されていて、今話してい

ただけることができないものもあると思いますけれども、もし公開してもいいことがあるところ

がありましたらちょっと教えていただきたいのと、それから、このペーパーの６ページを見ます

と、ことし１月に法制度勉強会を開催されたようですけれども、そのときにそういう環境影響評

価をどの法律のどこに位置づけるという案が出たのか教えていただきたいのです。今の環境影響

評価法ですと、この熱水鉱床のようなものは多分、全然想定されていないと思うので、どういう

ふうに法制度を設計するかということを考えた場合に、かなり難しい問題があると認識しており

ます。ですので、ちょっとこの法制度勉強会でどういうふうなところに落ち着いたのか、もちろ

んまだ今の段階で公開できないということでしたら結構ですけれども、よろしくお願いします。 

○中谷座長 

 ご回答があればお願いします。 

○塩川オブザーバー 

 ＪＯＧＭＥＣの塩川でございます。環境への取り組みについてご報告させていただきます。 

 私ども、これまで環境に係るまずベースライン調査ということで、実態がどうなっているのだ

ろうということを延べこの六、七年の間に20回以上に及ぶ航海、１航海30日ぐらいですが、そう

いったものを積み重ねて実態がどうなっている、大型の生物から小型の本当に微細なものまで含

めてどうなっている、それから、そういったものを今15種類ぐらい遺伝子解析を行って、今、伊

是名の熱水鉱床、特有なものがこれまでのところ見い出されていませんとか、そういう情報を積

み重ねています。 

 と同時に、掘削に伴う影響がどういう範囲に及ぶだろうかというようなモデルをつくるととも

に、採掘試験機の短時間ではございますけれども掘削等を行って、そのモデルで推測した域まで、

例えば再堆積が及ぶだろうとか、そういうような検証を行ったりしておりまして、私ども確かに

ノーチラスという企業がパプアニューギニアで環境に関するデータなんかもとっていますけれど

も、世界で最も実態に即した環境への取り組みを重ねさせていただいているというふうに位置づ

けております。 

 それが、先ほど辻本課長からもございましたけれども、いわゆる国際ルールへの役割ですね。

そういったところに今後結びつけていければと思いますけれども、これは別途進められているＳ

ＩＰのほうでも検討されていることでございまして、私どももそういったところにデータなり解

析、いろいろなものが活用していければというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 
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○交告委員 

 どうもありがとうございました。 

○中谷座長 

 はい、どうぞ。 

○辻本鉱物資源課長 

 ２点目のところ、法制度の関係について簡潔にご説明いたします。 

 この１月に開催した法制度勉強会につきまして、交告委員にもご参画いただいたあの勉強会の

ことでございます。簡単に申し上げますと、基本的には鉱山の開発になりますと鉱山法の適用を

受ける話になるだろうと。一方で当然、水濁法とか、その手の法令との関係がどう適用されるの

かというところについて、論点と適用される法令について全部リストアップをしまして、今後そ

れがどういう形で提供され得るのかと、国際ルールとの関係を踏まえながら実際の関係について

関係省庁も含めて議論をしていこうと、こういう流れになっていることでございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 中原オブザーバー、お願いします。 

○中原オブザーバー 

 ありがとうございます。海洋産業研究会及び海洋資源産業ラウンドテーブルの立場からコメン

トさせていただきます。 

 一番最初の鉱業協会の加藤さんのコメントの部分にもありましたように、私どもの目から拝見

させていただいても、この資料は非常にわかりやすくよくまとっていると。産業界の立場から読

んでも、何が問題でどういうふうに評価しているのかというのが簡潔にまとめてられているなと

いう印象を持ったというのがまず第一に申し上げたいことであります。 

 それを踏まえた上で、さらによりよく理解してもらうために、あるいは私たちがよりよく理解

するためにということで、少しコメントさせていただきます。 

 まず一番最初に、「はじめに」のところですが、課長にはずっと説明ありがとうございました。

これの中ほどから下に「この間」というところから、陸上の鉱山開発でも市況が低迷しているの

でなかなかインセンティブが働かなくなってきているよということが触れられておるわけですけ

れども、ここの部分、例えば「この間」から始まる４パラグラフ目ですか、計画に基づく取り組

みはおおむね順調に実施されてきた一方で、陸上を含む鉱山の開発は経済性を見込めることが必

須であり、そのためにはこれこれこれが必要でというふうなことが書いてあります。しかし、こ

こは、タイトルが海底熱水鉱床に向けた今後の在り方についてということなので、もうちょっと
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書き足すとすればという意味で申し上げると、陸上の鉱山開発と同様に海底の資源開発も経済性

を見込めることが必須の条件と、全く同じなのだと、先ほど加藤さんも言われたように、できる

ことなら、陸上と勝てるような状況にならないと商業化なんてなかなかできないんだというよう

なニュアンスが最初から伝わるように（このままでもちゃんと読めばわかるんですけれども）し

たらどうか、というのが１つです。 

 それから、先ほどＪＯＧＭＥＣの塩川さんからも出ました２ページ目の中ほどで5,000万トン

という数字でございますけれども、この文面②のところで、「５千万トンは必要との声が一部産

業界から聞こえている」とあります。私は、これを読み始めて後ろのほうに行くまで、声が聞こ

えているというのは余り聞きたくないなという意味で書いてあるのかなと思ったら、そうではな

いわけですから、5,000万トンは必要と指摘する向きもあるとか、そんなような書きぶりのほう

が良いように思います。 

 それから、３ページ目の中ほどから下、一番重要な採鉱・揚鉱技術について、論点・課題の３

ページ目の一番下の②、ここでパイロット試験では揚鉱水処理を陸上で行うこと等としており、

商業化の際に必要とされる全てのシステムを構築しているわけではないことには留意が必要であ

る、こういう書きぶりでございます。まさしくそのとおりで、想定されるフルスケールモデルを

単純にミニサイズにしたものでパイロットテストをするわけではなくて、幾つか重点的なものに

ついてやるのだというふうなことだというふうに私は理解しています。実は先月、今月とちょっ

と海外回ってきたとき、外国はパイロットマーニングテスト、ＰＭＴを日本がやるのだというと、

何かフルサイズのを単純にスケールを小さくして全部についてやるのかというふうに受け取って

いる向きもなきにしもあらずだったという感じましたものですから、そこら辺、そのような書き

ぶりにと思います。その意味では、「構築している」というよりは、全てのシステムについて試

験するわけではなく、幾つかについて、重要なサブシステムについてというようなニュアンスが

伝わるようにしたらどうかなという気がいたしました。 

 それから、その次のページでございますが、４ページ目、新たな計画案について、全くそのと

おりだなというふうに思っておるんですが、②中ほどのやや上、４ポツのその上ですが、①でこ

れこれ技術開発については次の５年間でこういうことをやりますということが書かれておって、

その次の②では、今の計画期間中の29年度のパイロット試験の課題を含めて、その後、商業機に

スケールアップするために必要な技術について検討を行うということになっていますが、次の５

年間で、①が次の計画期間にという話なので、②で、その商業機にスケールアップするための、

これをもうちょっと膨らませて説明書きをしていただいたほうがよりわかりやすいかな。とりわ

け、わかっている人はわかっているのですけれども、商用段階というのは後ろでも出てまいりま
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すが、民間企業が参入してきて商業化されるのであって、それは事業主体が商業機をつくるであ

るわけですから、そのための参考になるような、あるいはその基礎となるようなものを引き続き

次の５年間でよりバージョンアップした格好で技術開発を促進していくんだという、そういうニ

ュアンスだろうと理解しています。もし間違っていたらすみませんが、そのようなニュアンスが

伝わるように、あと数行でもちょっと膨らませて書いていただいたらいいかなという感じがいた

しました。 

 そして、最後のまとめのところが非常によくまとまっていると思います。冒頭申し上げたとお

り、７ページの一番最後の行です。成果が着実に民間企業による商業化に資するよう、連携のも

と、非常にいい結びをしていただいたなというふうに思っております。 

 以上なのですが、最後に１つだけつけ加えさせていただきますと、先ほど申し上げましたよう

に、実はこの関係で先月、今月と、ちょっと海外を回ってきました。先ほど申し上げたような印

象を持たれちゃっているというのがちょっとあったなというもののほかに、先ほど山冨委員から

も、あるいは塩川さんからもノーチラスの話が出ました。あそこが商業開発をやるぞと言ってい

た、でも難しんでしょう、それがずれるようだということで、ご指摘のあったように、日本のパ

イロットマーニングテストが言ってみれば本格的なものとしては世界で初めてだと。また、私は

そういうふうに受け取られているのかと再認識しましたのは、外国では、日本はどこかと違って

いきなり商業スケールのものにがっと飛び込むのじゃなくて、ステップ・バイ・ステップで取り

組んでいるというのは非常にいいことだというふうに外国の人に言われまして、そういうふうに

ちゃんと見る人は外国でも見てくれているんだというふうに思いました。 

 それで、国としてやるべきこと、それから、当然に技術開発をやると同時にメタルマーケット

が決定的な要因であって、それが商業化の条件であるというのは普通に考えれば当たり前の話な

のですが、それもちゃんと外国人も、外国でもわかっていて、その意味では今、金属価格が低迷

しているのでインセンティブが非常に減ってきているのは仕方がないと。でも、自分たちも関心

を持ち続けているし、技術開発はやらなきゃいけないし、大昔、40年前にやったマンガンなんか

の開発のときにやった技術が、視点を変えればまた今の時点のバージョンアップで使えるかもし

れないという視点で見直しもしているのだみたいことを聞かされまして、海外でも関心の度合い

は引き続き高く続いているなというふうに印象を受けました。 

 その意味で、着実に我が国としてきちんと物事を進めていくというのはとってもいいことであ

るなというふうに思っております。 

 ちょっと長くなってごめんなさい、以上でございます。 

○中谷座長 
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 ありがとうございました。 

 続きまして、定光石油・天然ガス課長より、石油・天然ガスの探査海域に関する検討状況の報

告につきまして、また、引き続きメタンハイドレートの開発に関する検討状況の報告につきまし

て説明をお願いいたします。 

○定光石油・天然ガス課長 

 定光です。時間も押しておりますので、私のほうから簡単に報告だけさせていただければと思

います。 

 まず、資料３－２、石油・天然ガスの探査海域に関する検討状況、これは本邦の資源開発に関

するものでございますけれども、別途の検討の場を設けて議論させていただいております。その

検討状況ということでございます。 

 これに関しましては２つの検討の場を設けております。１つがこのメンバーでもおられます松

岡先生にヘッドをとっていただいて、国内基礎調査実施検討委員会というものが昨年後半、行わ

れておりました。この場では、２ページ目にありますとおり、国が「資源」号を用いまして、日

本周辺海域の資源埋蔵量の基礎調査をやっておりますけれども、これから31年度以降基礎調査を

行うべき海域について、有識者の方々にお集まりいただきまして、ここに書いていますような丸

印をつけていますけれども、１、これまでのやり残しのところ、２、新たな知見や最新技術等を

踏まえて設定するべき海域、それから、３として堆積盆地再評価ワーキングにおいて再調査が必

要とされた海域と、こういう海域について引き続き「資源」号を用いた探査を進めていこうとい

うことで、これにつきましてはご了解をいただいたところでございます。 

 それから、堆積盆地再評価ワーキング、１ページのほうに戻っていただきます。そちらのほう

はまだ現在進行形でございます。これまで「資源」号が蓄積してまいりましたデータ、膨大なも

のになるのですけれども、これを一つの統一の尺度で全体をもう一回レビューしまして、そのデ

ータをその資源開発の企業の方々にきっちり利用していただきやすくするような情報のデータベ

ース化のあり方について検討しているということで、これはもう少し時間がかかりますけれども、

この検討を進めているというところでございます。 

 それから、資料３－３、メタンハイドレートに関しましてですけれども、これに関しましては、

１ページにありますとおり砂層型、それから表層型と２つの類型について検討を進めております。

それぞれについてトピックスをご紹介しますと、２ページをごらんいただきますと、砂層型につ

きましては、まさに先日一部報道もされましたけれども、４月の上旬から第２回目、平成25年が

第１回目でしたが、第２回目の海洋産出試験を愛知、三重沖でやるということが具体化しており

ます。前回は６日間で終わったのですけれども、今回は１カ月の連続生産を目指すというもので
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ございます。 

 それから、表層型メタンハイドレートにつきましては３ページに進捗を記載しておりますけれ

ども、これまで25、26、27と３カ年かけて資源量の把握をやってまいりました。その集大成を昨

年度やりまして、代表的な場所で約６億立米―非常にこれは一定の幅を持って解釈されるべ

き数字なのですけれども―のメタンハイドレートが存在するということが推計されたところ

です。 

 問題は、これをどういうふうに回収していくかというところの技術がまだ確立していないとい

うことでありますので、現在ここに書いていますような５つの採択事業者の方を提案公募で選定

しまして、回収技術についての調査・研究を開始したところでございます。 

 以上でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 議題２、全体を通じして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。

よろしくお願いいたします。 

 お願いします。 

○中島オブザーバー 

 ありがとうございます。１点、確認の質問をさせてください。今、課長の説明になられた資料

３－２の２ページ目のところで、この丸印がついたところについて、「平成31年度以降も『資

源』号を用いて引き続き探査をすることが了承された」とおっしゃったように聞こえたのですけ

れども、それは間違いがないですか。「資源」号を用いて行うことが31年以降も了承されている

というふうに理解してよろしゅうございますか。 

○定光石油・天然ガス課長 

 ちょっとそこはすみません、若干補足、訂正させていただきますと、国として基礎調査を進め

ていこうということで、こういうところを進めていくべきですよねということが了承されたとい

うことで、そこで「資源」号を引き続き用いるかどうかについては、これはまた引き続き検討課

題だというふうに認識しております。訂正します。 

○中谷座長 

 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。 

 西村委員。 

○西村委員 
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 先ほどの３－１の資料についてでも、よろしいでしょうか。６ページにあります国際ルールと

の関係について、国際海底機構、あるいはＢＢＮＪの例が挙がっていますが、言わずもがなかと

思いますが、これらは深海底、あるいは公海における問題を扱うものです。恐らくは、大陸棚で

あっても、深いところの熱水鉱床の開発となりますと、深海底と環境が似通っているので、深海

底に関するルールが大陸棚にも波及する可能性があるという前提で書かれているのだとは思うの

ですが、ここだけ卒然と見ますと深海底に関するルールがなぜ大陸棚に関係するのかと思われか

ねないので、書き方の工夫だけされたらよいのではないかと思いました。中身についてはもちろ

んおっしゃるとおりだと思いますし、実態に合わせたルールづくりをぜひ進めて頂ければ思いま

す。 

 以上です。 

○中谷座長 

 ありがとうございます。ほかには。 

 お願いします。 

○峯岸オブザーバー 

 前の議論に戻って申しわけないのですけれども、特定区域の入札ですね。評価に関して、以前

三菱総研の方とも弊社に来られて、いろいろヒアリングしていただいたのですけれども、そこで

１つ、我々のちょっと認識と違うなと思っているのは、今参考にされているのがイギリスとかノ

ルウェーとか非常に探鉱が進んでいて、情報もたくさんあって、それに基づいてハードルの高い

ものを設定しているようなちょっと印象を持ったもので、まだ国内はそこまで成熟していないと

いうのが我々石油会社の認識でありまして、やっぱりハードルは最初そんな高く上げてほしくな

いと。参入しやすい条件にしていただいて、その後どんどん改定していくと、ほかの国でもやっ

ているように、そういうふうにやっていただければとお願いしたい次第でございます。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 ほぼ時間ですので、よろしゅうございますでしょうか。 

 

３．閉会 

○中谷座長 

 ありがとうございます。 

 これで本日予定しておりました議事は全て終了いたしました。 

 では、最後に山下部長よりご挨拶をいただきたいと思います。 
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○山下資源・燃料部長 

 委員、オブザーバーの皆様には、昨年の９月以降、３回にわたりまして活発にご議論いただき

まして感謝申し上げます。 

 この、とりまとめ（案）につきましては今後、資源・燃料分科会に報告をして議論をしていた

だくという予定になってございます。役所としては、まず何よりも早急に実行することが重要だ

と思っていますので、皆様方からいただいた意見をきっちりと実行に移してまいりたいと思いま

す。 

 本日はどうもありがとうございました。 

○中谷座長 

 ありがとうございました。 

 昨年９月以来、３回にわたる検討会では多数の貴重な意見をいただき、また、会の運営にご協

力をいただきましてありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして、本邦における資源開発の在り方に関する検討会を終了させてい

ただきます。 

 長時間にわたりどうもありがとうございました。 

－了－ 


