鉱

業法が 61 年ぶりに改正─。こう聞いて、

も強まる傾向です。となると、将来的に日本が海外で権

それが自分の暮らしとどう関係しているのか、 益を獲得するのはより難しくなることが予想されます。
すぐにイメージできる人はそう多くないでし

一方で、
「非在来型」と呼ばれる資源への対応も重要な

ょう。しかし今回の法律改正は、私たちの生活とも決し

テーマです。技術的、経済的な理由からこれまで採掘が

て無関係ではありません。

難しかったこの資源が、まさに技術の革新によって着々

そもそも「鉱業」とは、金属や石油、天然ガスとい

と開発され始めています。実は日本周辺の海域でも、す

った資源を採掘、加工するなどして、社会に供給する産

でに多くの非在来型資源の存在が確認済み。将来的に大

業のこと。各事業者が試掘や採掘を行う権利、またその

きな期待が寄せられています。

区域（鉱区）は、国が鉱業法に基づいて設定しています。

していくことは国家戦略上も重大な課題。それを制度面

分の土地であっても勝手に採掘を行うわけにはいきませ

からバックアップするのが、改正された鉱業法なのです。

ん。つまり鉱業法は、国内における資源開発の制度的基

鉱業法が定める鉱物とは、銅や鉄、亜鉛、石油、石炭、天

盤。とても大切な法律なのです。

然ガス、さらにはレアメタルなど全 41 種類。いずれも

では今回、歴史のある鉱業法がどうして改正されるこ

企業活動、社会活動に欠かせないものばかりです。潜在

とになったのでしょうか。一言でいえば、それは「時代

するニッポンの資源を掘り起こす原動力にもなり得る改

や環境の変化に対応するため」ということになります。

正鉱業法。それは、私たち一人ひとりの暮らしともしっ

を中心に今後も拡大する見通し。加えて、
“自国の資源
は自ら管理・開発する”という「資源ナショナリズム」

人工地震波の反射波を捉えて海底の状況

探査

かり結びついています。
CLICK!

● 鉱物資源政策について

を把握したり、電気抵抗を用いて地下構
造を推定したり。精度の高い地下の情報
を取得することから、鉱物、エネルギー
資源の開発はスタートします。

こうした状況の中で、国内の資源を適正に維持・管理

鉱業権は土地所有権からも独立しているので、たとえ自

周知のとおり、世界のエネルギー需要などは、新興国

こうして資源は開発される

地下にある石油や天然ガス、また岩石な

試掘

どを直接採取して、鉱床の有無や規模、
形態、品位などを調べます。そこで得ら
れたデータを元に経済性などを評価し、
実際に開発するかどうか判断します。

探査や試掘の結果に基づき、技術的、経

採掘

済的な検討が行われ、本格的な採掘が始
まります。現在、陸上と比較してコスト
のかかる海底での採掘技術の開発も積極
的に進められています。

「改正鉱業法」が掘り起こす !

ニッポンの資源
昭和 25 年の制定以来、このたび初めて本格的な改正が行われた鉱業法。
61 年の時間の中で顕在化してきた問題点を改善する今回の改正は、
国内における資源開発を着実に前進させることにもつながります。

深海底鉱物資源探査専用船第 2 白嶺丸から望む太平洋（写真提供：JOGMEC）
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61 年ぶりの
改正で

鉱業法はこう変わる!

資源開発を取り巻く環境の変化に対応する今回の鉱業法改正─。
具体的に、これまでの問題点をどのように改善していくのでしょうか。
重要な３つのポイントに絞って、
「今まで」と「これから」を比べてみます。

石

油鉱業の健全な発展」を目指す事業者によ
り組織される石油鉱業連盟。同連盟の鉱業
法ワーキンググループ座長・小椋伸幸さん

に、今回の改正の意義や今後の課題などについて聞き
ました。
─改正内容についての率直な感想、評価は ?
適正な事業者、いわば本当に資源開発をしたいと考

試掘・採掘

今まで

技術的能力などがなくても、鉱業権を取得できた
技術的能力、経理的基礎などが許可の基準に

これから

今まで

改正前の鉱業法では、鉱業権の設定を受けよう

そこで改正後は、鉱業権設定等の許可基準とし

とする出願者に対して、技術的能力などを求める

て、
「技術的能力」
「経理的基礎」
「社会的信用」を有

規定がありませんでした。ある意味では平等の精

していること、などの内容が追加されました。こ

神に基づくものでしたが、一方で、能力に欠ける

れにより、できるだけ適切な主体によって資源開

者でも出願できる状況が生まれていました。

発が行われることを目指しています。

試掘・採掘

国が適切な開発主体を審査、選定することも
取得できる先願主義を基本としていました。その

特定区域制度の手続フロー

ため、
「今すぐ開発する予定はないが、将来のため

国による特定区域の指定・公示

にとりあえず鉱業権を取得しておく」ということ

これから

まずこの方向性について、評価したいと思います。裏
を返せばこれまでの制度では、開発の予定や計画がな

おぐらのぶゆき／石油鉱業連盟 鉱業法ワーキンググループ座長。石油資

いままに鉱業権設定の出願やその取得が行われるケー

業法の改正にあたり審議に携わった関連業界団体のひとつ。

事業者の募集

も起こり得ました。
そこで改正後の鉱業法では、特定鉱物について

事業計画書等の申請

特定区域制度を導入。石油、天然ガスほか、政令

ら未処理件数の増加という事態を招いていましたし、
なかにはブローカー的に鉱業権を取得し、それを元に

ます。また資源開発においては、探査、試掘、採掘と

資金集めを行うなかでトラブルを引き起こす企業など

長期間の作業が必要となる場合が通常です。そこでは

も存在しました。そうした課題を改善していくうえで、

計画の調整や変更は日常茶飯事。国の審査や計画の評

今回の改正は大きな意味をもっています。

価も、それを踏まえた対応を期待したいところです。

体を審査、選定する仕組みを整えます。開発主体

事業計画書の評価

を選定するまでの流れは、右の図のとおりです。
ただし特定鉱物以外の鉱物については、今まで

特定開発者の選定・許可

どおりの先願制度を維持します。

輸入天然ガスの地下貯蔵に対する規定の明確化など、

グローバル化の進展は著しいものがあります。いまや

いくつかの要望を提出し、結果的に盛り込まれなかっ

国内外の関連企業は、世界中で激しい開発競争を繰り

たテーマもありました。そうした部分については、今

広げている。ルールのぎりぎりの範囲内で、あらゆる

後も継続的な議論が行われることを望んでいます。

手段を講じるという開発会社も少なくありません。そ
うしたなか、日本の資源を管理する法律をより明確な

近年もメタンハイドレートなどの非在来型資源が注

ょう。その意味でも、正しい規制は業界として望まし

目を集めているように地下資源には、まだ多様な可能

いものと考えています。

性があります。さらに今後、まったく未知の資源が発
見されることも決して夢の話ではありません。業界と

─改正法の運用にあたっての期待、要望などは？
一言でいえば、バランスのとれた柔軟な運用をお願
いしたい。例えば今回追加された鉱業権設定の許可基

ベルが適当なのか、実態に則した指標づくりを希望し

資源探査について、法的な規制はなし

探査

例えば、資源開発に向けて地質の構造を調べた

こうした事態を改善するため、今回の改正では

りする「探査」
。これまでの鉱業法には、この探査

資源探査に対する許可制度を創設。陸域、海域を

に関する規制がありませんでした。そのため国内

問わず、事前の許可が必要となりました。また国

において、ときに無秩序な探査活動が行われ、海

が必要だと判断した場合、探査結果の報告も求め

域では外国船による事例も見られました。

られるようになっています。

さらに詳しく知りたい方は！
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して、そうしたポテンシャルもしっかり追求しながら、
資源の安定的な供給を目指し、国家セキュリティの確
保にもいっそう貢献できればと考えています。

準についても、その詳細は政省令で定められます。開

鉱物の探査について、事前の許可が求められる
これから

─最後に、今後の資源開発についての抱負を。

形に整備し直すことは、国益の保全にもつながるでし

発主体に求める技術力や資金力などについて、どのレ

今まで

さらに今回の鉱業法改正にあたっては、業界として

を果たしました。言うまでもなく、資源開発の分野も

許可基準への適合審査

で特別に定める鉱物において、国が適切な開発主

源開発株式会社 常務取締役 執行役員 技術本部長。石油鉱業連盟は、鉱

スも見受けられました。大量の出願は物理的な理由か

また国際的な観点で見たときも、改正鉱業法は前進

先に出願した者が優先されていた
これまでは、先に出願した者が優先的に鉱区を

えている者に試掘権や採掘権が設定されるようになる。

CLICK!

● 鉱業法制の在り方について

CLICK!

● 石油鉱業連盟

● 石油資源開発株式会社
（JAPEX）

出典：石油資源開発株式会社 HP

世界基準の正しい規制は

適正な開発を促進 !
世界での資源開発競争が激しくなるなか、
日本の関連企業の多くも海外で鎬を削っています。
外国の資源開発のルールも知る事業者らに、
今回の鉱業法の改正は、どう映るのでしょうか。

新潟市から北東約30㎞
の沖合いにある「岩船
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して、そうしたポテンシャルもしっかり追求しながら、
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えている者に試掘権や採掘権が設定されるようになる。
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● 鉱業法制の在り方について
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● 石油鉱業連盟

● 石油資源開発株式会社
（JAPEX）

出典：石油資源開発株式会社 HP

世界基準の正しい規制は

適正な開発を促進 !
世界での資源開発競争が激しくなるなか、
日本の関連企業の多くも海外で鎬を削っています。
外国の資源開発のルールも知る事業者らに、
今回の鉱業法の改正は、どう映るのでしょうか。

新潟市から北東約30㎞
の沖合いにある「岩船
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石油、
天然ガスから、
レアメタルまで

眠れる資源大国 !?
ニッポンの可能性

鉱業法の改正は、国内の資源開発の環境を整備することに大きく貢献しています。
ではいったい、日本にはどのようなエネルギー資源や鉱物が眠っているのでしょうか。
石油天然ガス・金属鉱物資源機構の児玉敬義さんに素朴な疑問を投げかけました。

Q

日本は“資源のない国”
と教わりました

“海のなか
A まず挙げられるのが海底熱水鉱床。
の温泉”から吹き出した熱水には、銅や鉛、亜鉛、
金、銀、またレアメタルなどが含まれていること
があります。これが海水で急速に冷やされ、金属
として海底に沈殿するのです。海底熱水鉱床は沖

鉱業法改正を通じ我が国
資源開発は新局面へ。
資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課
鉱業法施行準備担当 橋本直樹

「日本は資源小国である―」
これが、日本の資源政策を考える際、常に

縄海域や伊豆・小笠原海域で多数発見されており、

前提としてきた考えだったかもしれません。

メタンハイドレートとともに、平成 30 年頃の商

日本は資源が少ないため、資源外交の推進に

業化を目標に開発中です。そのほか海底資源では、

より海外での資源確保に注力する、資源の消

コバルトリッチクラスト、マンガン団塊も注目。

費を抑えるため国内エネルギーの構造を転換

こだまたかよし／独立行政法人 石油天然
ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術部

し省エネルギー化を進める、といった政策が

をはじめ、海底の金属資源開発の専門家。

しかしながら、日本の領海及び排他的経済

● 石油天然ガス・金属鉱物

水域
（EEZ）
をあわせた海の面積は、世界第６

我が国の重点的な資源政策でした。

深海底技術課 担当調査役。海底熱水鉱床

CLICK!

A 実は江戸時代、日本は銅の有数の輸出国でした。

資源機構（JOGMEC）

位の広さであり、これら我が国周辺の広大な

さらに遡って戦国時代には世界の銀の３分の１を

海域においては、従来の石油・天然ガスに加

産出していたともいわれています。日本は、世界

え、今後、メタンハイドレート、海底熱水鉱

の中でも早くから資源開発を行ってきた国のひと
つなのです。ただ確かに、現在はほとんどの鉱山
や炭鉱などで採掘を終了。エネルギー資源や鉱物

Q

「燃える氷」
って、
どんなものですか？

の多くを輸入に頼っています。そうした中、新た

A 水の分子に天然ガス（メタン分子）が取り込まれ

なフロンティアとして注目なのが、世界第６位の

氷のようになった物質、メタンハイドレートのこ

広さ をもつ「海洋」における資源開発なのです。

とを、よくそのように呼びます。温度を上げたり、

※

※領海、排他的経済水域を合わせた広さ

Q

石油や天然ガスは
国内でも採れる？

るため、将来のエネルギー源として期待の星。日
れています。静岡県から和歌山県の沖合海域での
調査では、
「調査海域に日本の天然ガス消費量の
約 14 年分が存在する」と推定されました。

資源の具体的な開発の可能性が高まってきて
います。このように我が国の海洋資源開発を
巡るフロンティアは広がりを見せており、
「日本は資源小国」という考えはもはや前提
ではなくなってきています。
今次の鉱業法の改正は、鉱物資源という国

Q

最新鋭の資源調査船が
就航間近って本当？

A 新海洋資源調査船「白嶺」が、平成 24 年 2 月の
就航を目指しています。船上から鉄のパイプを下

民共通の利益を守りつつ、今後、新局面を迎
える国内資源の開発を適正に進めていく上で
基礎となるものです。激しさを増す国際的な
資源獲得競争や資源価格の高騰・乱高下等、
資源エネルギー政策は様々な課題が山積して
おりますが、本改正をその解決の一助とした
いと考えております。
CLICK!

● 資源エネルギー庁

装置にも先進の技術を採用。海底鉱物資源やメタ

なる有機物の堆積量が 2000m 以上の場所、つま

ンハイドレートの調査、環境調査にも活躍します。

り油田、ガス田の可能性が見込まれる場所が 45

総トン数は 6200 トン、全長は 118 ｍ。

ヵ所ほど確認されています。これらは、いずれも
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● 深海底鉱物資源開発

れます。また、海底の地形を調べる音波や磁気の

方、日本の周辺海域では、石油や天然ガスの元と

● 国内石油・天然ガス基礎調査

CLICK!

る深さも、これまでの 20m から 400 ｍに延長さ

3.8％程度です（いずれも 2008 年調査）
。ただ一

CLICK!

浅く、開発にも有利。

ので、崖のような所でもボーリングが可能。掘れ

内の需要量に対して、原油で 0.4％、天然ガスで

地質構造の調査などが進められています。

日本周辺の海底熱水鉱床は、水深が 700〜1600 ｍと世界の中でも

ろして海底を直接掘削できる装置を搭載している

A 現在、国産の原油や天然ガスはごくわずか。国

水深 2000m 以浅のため探鉱の対象。より詳細な

床、コバルトリッチクラストといった新たな

圧力を下げたりすることで、天然ガスを取り出せ
本の近くの海底にも相当量が眠っていると考えら

18

Q

海の底にも貴重な
鉱物が眠ると聞きました

│担当者の声

人工メタンハイドレート。まさに燃える氷。
出典：
「メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム」

CLICK!

● メタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム

資源・燃料部政策課は、
石油・天然ガス及びそ
の他鉱物等の安定的・
効率的な供給の確保に
関する政策の立案・推
進を行っています。
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