
平成25年5月9日 海洋技術フォーラム

我が国の海洋をめぐる状況我が国の海洋をめぐる状況我が国の海洋をめぐる状況我が国の海洋をめぐる状況

（出典）海上保安レポート

○○○○国土面積国土面積国土面積国土面積

約３８万ｋ㎡（世界第６１位）

○領海・排他的経済水域の面積○領海・排他的経済水域の面積○領海・排他的経済水域の面積○領海・排他的経済水域の面積

約４４７万ｋ㎡

国土面積の約１２倍

○離島の数○離島の数○離島の数○離島の数

６，８４７島

（北海道、本州、四国、九州、

沖縄本島の主要５島以外の

島によって広大な面積を確保）

○海岸線延長○海岸線延長○海岸線延長○海岸線延長

約３.５万ｋｍ（世界第６位）

○輸出入取扱貨物量の海上○輸出入取扱貨物量の海上○輸出入取扱貨物量の海上○輸出入取扱貨物量の海上

輸送依存度（平成２３年）輸送依存度（平成２３年）輸送依存度（平成２３年）輸送依存度（平成２３年）

９９％以上

○漁獲量（平成２２年）○漁獲量（平成２２年）○漁獲量（平成２２年）○漁獲量（平成２２年）

約５３１万トン（世界第４位）

○海洋エネルギー・鉱物資源○海洋エネルギー・鉱物資源○海洋エネルギー・鉱物資源○海洋エネルギー・鉱物資源

海底熱水鉱床等の鉱物資源、

メタンハイドレート等のエネルギー

資源が分布
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＜海洋政策の推進体制＞

・海洋基本計画の作成、実施の推進

・関係行政機関の施策の総合調整 等

内閣

総合海洋政策本部

内閣官房総合海洋政策本部事務局

（

総

理

任

命

の

有

識

者

）

参

与

会

議

本部長：総理大臣

副本部長：官房長官、海洋政策担当大臣

海洋基本法の成立

（平成１９年４月２０日）

６つの基本理念：

海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和等

１２の基本的施策：

海洋資源開発・利用や海上輸送の確保等

新たな海洋新たな海洋新たな海洋新たな海洋基本基本基本基本計画の策定計画の策定計画の策定計画の策定

※平成２５年度～平成２９年度

海洋基本計画

（平成２０年３月閣議決定）

おおむね５年ごとに見直し
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①国際協調と国際社会

への貢献

・法の支配に基づく国際海洋法秩

序の確立の主導

②海洋の開発・利用

による富と繁栄

・海洋資源等の開発

・新たな海洋産業の戦略的育成

・海洋再生可能エネルギー

→我が国の成長戦略の鍵

③「海に守られた国」から

「海を守る国」へ

・海洋はグローバルコモンズ

（国際公共財）

・周辺海域の監視体制強化

④未踏のフロンティア

への挑戦

・海洋の未知なる領域

・全地球的課題への対応
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探査船「ちきゅう」
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石油・天然ガス石油・天然ガス石油・天然ガス石油・天然ガス メタンハイドレートメタンハイドレートメタンハイドレートメタンハイドレート 海底熱水鉱床海底熱水鉱床海底熱水鉱床海底熱水鉱床

コバルトリッチコバルトリッチコバルトリッチコバルトリッチ

クラストクラストクラストクラスト

説明説明説明説明
生物起源の有機物が生物起源の有機物が生物起源の有機物が生物起源の有機物が

厚く積もった海底の堆厚く積もった海底の堆厚く積もった海底の堆厚く積もった海底の堆

積岩中に賦存積岩中に賦存積岩中に賦存積岩中に賦存

低温高圧の条件下で、低温高圧の条件下で、低温高圧の条件下で、低温高圧の条件下で、

水分子がメタン分子に水分子がメタン分子に水分子がメタン分子に水分子がメタン分子に

取り込まれた氷状の取り込まれた氷状の取り込まれた氷状の取り込まれた氷状の

物質物質物質物質

海底から噴出する熱海底から噴出する熱海底から噴出する熱海底から噴出する熱

水に含まれる金属成水に含まれる金属成水に含まれる金属成水に含まれる金属成

分が沈殿してできた鉱分が沈殿してできた鉱分が沈殿してできた鉱分が沈殿してできた鉱

床床床床

海底の岩石を皮殻状海底の岩石を皮殻状海底の岩石を皮殻状海底の岩石を皮殻状

に覆う厚さ数に覆う厚さ数に覆う厚さ数に覆う厚さ数mmからからからから

十数十数十数十数cmのマンガン酸のマンガン酸のマンガン酸のマンガン酸

化物化物化物化物

含有する含有する含有する含有する

エネルギー・エネルギー・エネルギー・エネルギー・

鉱物資源鉱物資源鉱物資源鉱物資源

石油、天然ガス石油、天然ガス石油、天然ガス石油、天然ガス

メタンガスメタンガスメタンガスメタンガス

（天然ガス）（天然ガス）（天然ガス）（天然ガス）

銅、鉛、亜鉛、金、銀銅、鉛、亜鉛、金、銀銅、鉛、亜鉛、金、銀銅、鉛、亜鉛、金、銀

やゲルマニウム、ガリやゲルマニウム、ガリやゲルマニウム、ガリやゲルマニウム、ガリ

ウム等レアメタルウム等レアメタルウム等レアメタルウム等レアメタル

マンガン、銅、ニッケル、マンガン、銅、ニッケル、マンガン、銅、ニッケル、マンガン、銅、ニッケル、

コバルト、白金等コバルト、白金等コバルト、白金等コバルト、白金等

分布する水深分布する水深分布する水深分布する水深

水深数百水深数百水深数百水深数百mmmm～～～～2,000m2,000m2,000m2,000m

程度（採掘可能範囲）程度（採掘可能範囲）程度（採掘可能範囲）程度（採掘可能範囲）

の海底下数千の海底下数千の海底下数千の海底下数千mmmm

水深水深水深水深1,000m1,000m1,000m1,000m以深の以深の以深の以深の

海底下約数百海底下約数百海底下約数百海底下約数百mmmm

500500500500～～～～3,000m3,000m3,000m3,000m 1,0001,0001,0001,000～～～～2,400m2,400m2,400m2,400m

写真写真写真写真

我が国の海洋におけるエネルギー・鉱物資源の概要我が国の海洋におけるエネルギー・鉱物資源の概要我が国の海洋におけるエネルギー・鉱物資源の概要我が国の海洋におけるエネルギー・鉱物資源の概要
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東部南海東部南海東部南海東部南海

トラフ海域トラフ海域トラフ海域トラフ海域

�平成24年2月～3月：事前掘削作業

�平成25年1月～3月：産出試験

�東部南海トラフの

第二第二第二第二渥美海丘渥美海丘渥美海丘渥美海丘にて実施。

※関係者：JOGMEC／JAPEX（株）

場所

ＢＳＲ分布域

東部東部東部東部南海トラフ海域南海トラフ海域南海トラフ海域南海トラフ海域に相当量の

賦存が見込まれ、平成２４年度の

海洋産出試験の実施に向けた準

備、技術開発を実施している。

詳細調査により海域の一部に濃集帯を推定

濃集帯を示唆する特徴が海域の一部に認められる

濃集帯を示唆する特徴がない

調査データが少ない

海洋産出試験

時期

メタンハイドレート

賦存ポテンシャル
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平成20年2月に導入された

三次元物理探査船「資源」

による有望海域の調査や有望海域の調査や有望海域の調査や有望海域の調査や

基礎試錐を実施。基礎試錐を実施。基礎試錐を実施。基礎試錐を実施。

三次元物理探査船「資源」

試掘実施候補地

�平成25年4月～6月（予定）

�新潟県佐渡南西沖（約30ｋｍ）

※関係者：JOGMEC/JX日鉱日石開発(株)

石油・天然ガス

賦存ポテンシャル 基礎調査・基礎試錐

場所

時期
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「海のレアアース」の探査の現状

出典：ＪＡＭＳＴＥＣ

○JAMSTECの発表によれば、

PC05地点では海底面下3mで

品位6500ppmが確認された。

（水深約5700m)

○これまでの調査では、鉱床は

均一に賦存している訳ではない

ことが判明。

南鳥島

沖ノ鳥島
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メタンハイドレート

• 平成30年度を目途に商業化の実現に向けた技術を整備

• 平成30年代後半に民間企業が主導する商業化のためのプロジェクトが開始されるよう、国際情勢を

にらみつつ技術開発を実施

• 日本海側を中心に存在が確認された表層型のメタンハイドレートの広域的な分布調査等を実施

海底熱水鉱床

• 平成30年代後半以降に民間企業が参画する商業化を目指したプロジェクトが開始されるよう、既知

鉱床の資源量評価、新規鉱床の発見と概略資源量の把握、実海域実験を含めた採鉱・揚鉱に係る

機器の技術開発、環境影響評価手法の開発等を推進し、その成果が民間企業による商業化に資

するよう、官民連携の下、推進

基本認識

• 調査・研究を継続しつつ、事業化のための開発・研究を強化する段階へ移行

• 我が国周辺海域の資源ポテンシャルを把握するための技術開発と広域科学調査・資源探査を継続

的に実施

• 揚鉱、採鉱等生産に向けた技術開発を集中的に実施

石油・天然ガス

• 日本周辺海域において、基礎物理探査（6000km2/年）や基礎試錐を機動的に実施

• 新潟県佐渡沖で平成25年度に実施する基礎試錐の成果等を民間に引き継ぎ、探鉱活動を推進

レアアース

• レアアースについては、将来の資源としてのポテンシャルを検討するための基礎的な科学調査・研究に取り組む。

（特に平成25年度以降3年間程度で、海底に賦存するとされるレアアースの概略資源量・賦存状況調査を実施）
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鹿島港の洋上風力発電

（ウィンドパワーかみす）

長崎県五島沖の実証事業

（環境省）

潮流発電のイメージ

（川崎重工）
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資料：EWEA(2011)

世界の洋上風力発電の導入量の推移 主要国の洋上風力発電の導入状況（累計）

世界の洋上風力発電の状況世界の洋上風力発電の状況世界の洋上風力発電の状況世界の洋上風力発電の状況
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長崎県五島沖

環境省

浮体式洋上風力

発電実証事業

我が国初となる系統連

系を行う浮体式洋上風

力発電施設として、

100kW小規模試験機を

H24年に設置、H25年度

に2MW級実証機を設置

予定。

茨城県鹿島港

民間会社

洋上風力発電所

地図は、日本周辺海域（海面上80m）の年

間平均風速 （環境省調査）

6.5m/s以上

7.5m/s以上

8.5m/s以上

千葉県銚子沖／福岡県北九州沖

経産省（ＮＥＤＯ）

洋上風力発電等技術研究開発

2MW級の実証機と観測タ

ワーを設置して、着床式の

洋上風力発電ステムの実

証研究を行う。

銚子沖・北九州沖ともに、

H24年度中に設置予定。

山形県酒田港

民間会社

洋上風力発電所

北海道瀬棚港

自治体（せたな町）

洋上風力発電所

我が国の洋上風力発電の現状我が国の洋上風力発電の現状我が国の洋上風力発電の現状我が国の洋上風力発電の現状（現在稼働中及び実証実験予定のもの）（現在稼働中及び実証実験予定のもの）（現在稼働中及び実証実験予定のもの）（現在稼働中及び実証実験予定のもの）

福島県沖（具体的箇所は今後調整）

経産省

浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業

2MW級の風車１基、世界初となる7MW級の風車２基及び浮体

式洋上変電所を設置して、浮体式洋上ウィンドファームの安全

性・信頼性・経済性を明らかにする。

浮体の形式は、セミサブ型とアドバンスド・スパー型。

アドバンスド・スパー型３コラム型セミサブ

せたな町により、600kWの

洋上風車2基がH16年より

稼働中。

民間事業者「サミットウィンドパ

ワー㈱」により、2MWの洋上風

車5基がH16年より稼働中。

民間事業者「㈱ウィンド・パワー

・いばらき」により、2MWの洋上

風車７基がH22年より稼働中。

また、H24年現在、2MW×8基を

追加で建設中。さらに、H24年

6月、茨城県による鹿島港湾

区域内での5MW×50基の洋上風力発電事業計画につき、

丸紅とともに、事業予定者として選定された。
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海洋再生可能エネルギーの利用促進の取組方針

政府全体として再生可能エネルギーの利用促進を図るため、平成２４年

５月、総合海洋政策本部において、「海洋再生可能エネルギー利用促進

に関する今後の取組方針」を決定。

（１）実用化に向けた技術開発の加速のための施策

○ 「実証フィールド」の整備 （本年３月に公募開始）

○ 技術開発支援の充実

（２）実用化・事業化を促進するための施策

○ 海域利用における関係者との調整

（自治体の役割、地域協調型メニュー、海洋情報の充実、港湾区域の活用）

○ 海域利用のルール明確化のための法制度の整備

○ 海洋構造物や発電機器の安全性の確保、国際標準化（ＩＥＣ）の主導

○ 環境アセスメント（洋上風力発電）のあり方（規制緩和も含む）

○ 普及・コスト低減（港湾インフラ、作業船、送電ケーブル）
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ＥＭＥＣで実証中の発電デバイスの例ＥＭＥＣで実証中の発電デバイスの例ＥＭＥＣで実証中の発電デバイスの例ＥＭＥＣで実証中の発電デバイスの例

Pelamis社（英国） Wello社（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ）

OpenHydro社（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ）
Tidal Generation社（英国） Flumil社（英国）

Aquamarine社（英国）

波力発電

潮力発電

※ 2013年から、川崎重工業が潮流発電の実証実験をEMECで行う予定。 15

洋上風力発電

実用化・事業化の促進

• 海域の利用について、他の海域利用者等との共存共栄を図るとともに、地域ごとの状況に応じた調整

• 海域利用のルールの明確化のため、法制度の整備を含めた検討

• 港湾区域、漁港区域、海岸保全区域等、既に管理者が明確になっている海域においては、本来の目的や機能に支障

のない範囲で先導的な取組を推進

• 海洋構造物や発電機器の安全性を担保する制度の明確化、我が国の技術を背景に技術基準の国際標準化を主導

• 安全かつ効率的な設置・メンテナンスのための作業船やインフラの整備方策を検討

• 銚子沖及び北九州沖で着床式洋上風力発電システムの実証研究を実施

• 長崎県沖で浮体式洋上風力発電システムの実証研究を実施

• 福島県沖で浮体式洋上ウインドファームの実証研究を実施

• 浮体式洋上風力発電施設について、平成25年までに安全ガイドラインを策定するとともに国際標準

化策定を主導

海洋エネルギー（波力、潮流、海流、海洋温度差等）

• 40円/kWhの達成を目標とする実機を開発、更なる発電コストの低減を目指すための要素技術を開発

• 浮体式及び海中浮遊施設の安全性を担保する技術的検討

• 港湾の本来の目的や機能と共生し得る円滑な導入や高度な利用の方策を検討
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洋上ロジスティックハブ

ＦＰＳＯ

海洋資源掘削船洋上風車専用設置船

洋上ウィンドファーム

ＦＬＮＧ

次世代の省エネ船

17

海洋産業の戦略的育成のための総合対策

2010 2012 2014 2016 2018

※市場規模の出典：WindPower Reportに基づいた試算（洋

上風車）、Clarkson（それ以外）

8.1兆円

5.7兆円

9兆円

10.8兆円

3.8
兆円

0.2兆円

海洋資源開

発船舶

油タンカー

一般商船

コンテナ船

掘削船

浮体式生産施設

洋上風車
洋上風力発電施設

2020

増大する海洋の需要を取り込み、我が国海洋産業の成長による富の創出！

～我が国の強みを活かし、チャンスをものに！～

目的

ＦＦＦＦLNG※※※※

海洋産業の戦略的育成

海洋産業の戦略的育成により、2020年

に2割のシェアを獲得

ロジスティック

ハブ

※FLNG：浮体式LNG生産貯蔵積出設備

次世代の省エネ船等の開発により、

2020年に2割のシェアを維持

洋上風力発電の普及拡大

浮体式風車の国際標準化や大型洋上

風車作業船の開発等を推進

世界最先端の

海洋環境技術開発
日本のシェアは約

20％

現在のままでは、⽇本は世界の海洋開発の成⻑から取り残され、
また将来のEEZ開発を我が国の技術で⾏うことが困難に！

韓国

39%

中国

14%

日本

1%

総計: 13.8兆円

U.A.E 3%

ブラジル 9%
シンガポー

ル14％

海洋構造物手持ち工事量のシェア

（金額ベース, 2011.9, Clarkson）
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2020年に向けた世界の動き

FLNG

ブラジルでの天然ブラジルでの天然ブラジルでの天然ブラジルでの天然ガス生産量ガス生産量ガス生産量ガス生産量

（千原油換算バレル／日）

1120
2010年 2020年

321

※FLNG：浮体式LNG生産貯蔵積出設備

ブラジル

洋上LNGプラントのプロジェクト例

Petrobras社

＠ブラジル

British Gas社

＠トリニダード・

トバゴ

Teekay社

＠カナダ

INPEX社 “Abadi”
＠インドネシア

Woodside社

＠ティモール海

GDF Suez & 
Santos社

＠オーストラリア

PTTEP社

＠ティモール海

FLEX LNG社

＠ティモール海

Tullow Oil社
＠ナミビア

Ophir社
＠赤道ギニア

Shell/Statoil社
＠ナイジェリア

Shell社
＠エジプト

Petronas社

＠マレーシア

※2016年生産

開始予定

Shell社 “Prelude”
＠オーストラリア

※2017年生産

開始予定

Talisman社

＠パプアニューギニア

我が国が海洋産業を育成し、競争⼒をつけるラストチャンス！

○ブラジル沖合には石油、天然ガス等の

莫大な埋蔵を確認。

○2017年頃より洋上掘削施設・生産設備

を発注開始。2020年までに各々50隻建

造予定。

○沖合での資源開発のための

洋上中継基地の導入を計画中

○2018年頃から世界各地でFLNGの導入が本格化

の見込

洋上ロジスティックハブ

19

• 海洋開発事業は、開発オペレーター、総合エンジニアリング会社が技術を主導開発オペレーター、総合エンジニアリング会社が技術を主導開発オペレーター、総合エンジニアリング会社が技術を主導開発オペレーター、総合エンジニアリング会社が技術を主導。

• 日本では、総合エンジニアリング企業として三井海洋開発（MODEC）が浮体式石油生産・貯蔵・積出施設

（FPSO）で唯一成功。

• しかし、上流、中流が日系企業であっても、実際の工事の多くは（日本ではなく）、韓国、シンガポール、中国等しかし、上流、中流が日系企業であっても、実際の工事の多くは（日本ではなく）、韓国、シンガポール、中国等しかし、上流、中流が日系企業であっても、実際の工事の多くは（日本ではなく）、韓国、シンガポール、中国等しかし、上流、中流が日系企業であっても、実際の工事の多くは（日本ではなく）、韓国、シンガポール、中国等

に委託に委託に委託に委託。

EPCM:  Engineering, Procurement, Construction & Management、InstallationはConstruction (建造)に含む。

EPCI :  Engineering, Procurement, Construction & Installation

DED (Detailed Engineering Design: 詳細設計）、調達、建造及び設置

FEED :  Front End Engineering Design

概念設計(Key Plan）を作成

海洋開発の事業構造

中

流

中

流

中

流

中

流

下

流

下

流

下

流

下

流

上

流

上

流

上

流

上

流

上流から下流まで我が国主導の海洋開発体制を官民で構築すべき！上流から下流まで我が国主導の海洋開発体制を官民で構築すべき！上流から下流まで我が国主導の海洋開発体制を官民で構築すべき！上流から下流まで我が国主導の海洋開発体制を官民で構築すべき！ 20



• 浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備や洋上の生産設備に人や物資を効率的に輸送するた

めの洋上ロジスティックハブの実現に向けた検討を行い、国際競争力を有する海洋資源開発関

連産業の戦略的な育成を実施

• 海洋情報に関し、提供内容、提供形態等の在り方について検討し、海洋情報産業の創出に必要な環境整備を推進

• 海洋調査に民間企業が幅広く参画できる体制、海外展開に向けた検討を実施

• メタンハイドレートについては、平成30年度を目途に商業化の実現に向けた技術の整備を実施

• 海底熱水鉱床については、実海域実験を含めた継続的な技術開発とともに、技術的課題の解

決に有力な技術を有する民間企業も加えるなど、産業化の実現に向けた検討を推進

海洋資源開発関連産業の育成

海洋エネルギー・鉱物資源開発の産業化

海洋再生可能エネルギー開発の産業化

• 洋上風力発電の早期の実用化・導入拡大や海洋エネルギー発電の要素技術の確立・実証を通

じた実用化を推進

• 海洋の開発・利用・保全等を担う新たな海洋産業の創出を促すため、産学官連携の下、産業の状況等に応じた政策支

援措置や事業創出の環境整備、国際競争力の強化、人材育成等の方策を盛り込んだ総合戦略策定等について検討

海洋情報産業の創出

総合戦略の策定

21
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認められた範囲

（約31万㎞
2

）

審査が先送りされた範囲

（約25万㎞
2

）

延長延長延長延長大陸棚について大陸棚について大陸棚について大陸棚について
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中国、韓国の申請概要図

（総合海洋政策本部事務局による分析図）

中国、韓国による東シナ海の大陸棚延長申請（平成中国、韓国による東シナ海の大陸棚延長申請（平成中国、韓国による東シナ海の大陸棚延長申請（平成中国、韓国による東シナ海の大陸棚延長申請（平成24242424年年年年12121212月）月）月）月）

• 平成平成平成平成21212121年年年年5555月月月月 中国、韓国は暫定申請を大陸棚限界委員会に提出中国、韓国は暫定申請を大陸棚限界委員会に提出中国、韓国は暫定申請を大陸棚限界委員会に提出中国、韓国は暫定申請を大陸棚限界委員会に提出

※※※※同年同年同年同年7777月月月月 日本は国連事務局宛日本は国連事務局宛日本は国連事務局宛日本は国連事務局宛口上書で両申請口上書で両申請口上書で両申請口上書で両申請に対し異議を表明に対し異議を表明に対し異議を表明に対し異議を表明

• 12121212月月月月14141414日日日日 中国が申請を大陸棚限界委員会に提出中国が申請を大陸棚限界委員会に提出中国が申請を大陸棚限界委員会に提出中国が申請を大陸棚限界委員会に提出

• 12121212月月月月26262626日日日日 韓国が申請を大陸棚限界委員会に提出韓国が申請を大陸棚限界委員会に提出韓国が申請を大陸棚限界委員会に提出韓国が申請を大陸棚限界委員会に提出

○○○○ 中国、韓国は、中国、韓国は、中国、韓国は、中国、韓国は、南西諸島北方の沖縄トラフ付近まで南西諸島北方の沖縄トラフ付近まで南西諸島北方の沖縄トラフ付近まで南西諸島北方の沖縄トラフ付近まで大陸棚を大陸棚を大陸棚を大陸棚を延長延長延長延長。。。。

○○○○ 中国は、尖閣諸島について自国の領土として領海基線を設定。中国は、尖閣諸島について自国の領土として領海基線を設定。中国は、尖閣諸島について自国の領土として領海基線を設定。中国は、尖閣諸島について自国の領土として領海基線を設定。

１．経緯

２．中韓の申請のポイント

○○○○ 領海基線間が領海基線間が領海基線間が領海基線間が４００４００４００４００海里海里海里海里未満未満未満未満である海域である海域である海域である海域については、については、については、については、合意による合意による合意による合意による境界画定境界画定境界画定境界画定

がががが必要必要必要必要であり、中韓が東シナ海において大陸棚を延長することはであり、中韓が東シナ海において大陸棚を延長することはであり、中韓が東シナ海において大陸棚を延長することはであり、中韓が東シナ海において大陸棚を延長することはできないできないできないできない。。。。

なお、手続上、境界画定が必要ななお、手続上、境界画定が必要ななお、手続上、境界画定が必要ななお、手続上、境界画定が必要な海域海域海域海域の審査の審査の審査の審査には、関係国の同意がには、関係国の同意がには、関係国の同意がには、関係国の同意が必要。必要。必要。必要。

○○○○ 尖閣諸島が尖閣諸島が尖閣諸島が尖閣諸島が我が国固有の領土我が国固有の領土我が国固有の領土我が国固有の領土であることは歴史的にも国際法上も疑いがであることは歴史的にも国際法上も疑いがであることは歴史的にも国際法上も疑いがであることは歴史的にも国際法上も疑いが

ない。ない。ない。ない。

※大陸棚の限界に関する委員会手続規則（関係部分）

「領土又は海洋の紛争が存在する場合、委員会は、・・・申請について・・・

検討し、また評価してはならない。ただし、当該紛争のすべての当事国

が事前に同意を与えていれば、・・・検討することができる。」

３．日本政府としての立場

・・・・上記の日本政府としての立場を主張する口上書を上記の日本政府としての立場を主張する口上書を上記の日本政府としての立場を主張する口上書を上記の日本政府としての立場を主張する口上書を、中国、中国、中国、中国についてはについてはについてはについては12月月月月

28日に、韓国については日に、韓国については日に、韓国については日に、韓国については1月月月月11日に日に日に日に、それぞれ国連、それぞれ国連、それぞれ国連、それぞれ国連事務局に事務局に事務局に事務局に対して提出対して提出対して提出対して提出。。。。

４．日本政府の対応

24



排他的経済水域（ＥＥＺ）に適用される国内法令

○排他的経済水域及び大陸棚に関する法律（第3条）に基づき、以下の法令を適用

●天然資源の開発利用、科学的調査：

鉱業法、石油天然ガス開発法、ＥＥＺ漁業法 等

●人工島、設備・構築物：

建築基準法、海洋構築物等の安全水域設定法 等

●海洋環境の保護・保全：

海洋汚染防止法、環境影響評価法 等

ＥＥＺの開発・利用の進展を踏まえ、さらに包括的な

法体系の整備を進めることが重要

国内法令国内法令国内法令国内法令

①天然資源（水産資源、鉱物資源等）の開発等に係る主権的権利

②人工島、設備・構築物の設置・利用に係る管轄権

③海洋の科学的調査に係る管轄権

④海洋環境の保護・保全に係る管轄権

国連海洋法条約上の沿岸国の権利（第国連海洋法条約上の沿岸国の権利（第国連海洋法条約上の沿岸国の権利（第国連海洋法条約上の沿岸国の権利（第56条）条）条）条）

25

※事前許可制、立入検査、中止命令、違反に対する罰則

ＥＥＺ等における海洋資源の開発ＥＥＺ等における海洋資源の開発ＥＥＺ等における海洋資源の開発ＥＥＺ等における海洋資源の開発

排他的経済水域等における鉱物の探査及び科学的調査に関する今後の対応方針（抄）

鉱物の探査について、改正鉱業法において許可制度を創設する。

また、同制度を適正に執行するため、同法に基づく措置の具体的な運用については経済産業省が主体と

なって関係府省の連携・協力のもとに取り組む。

なお、実施主体が「科学的調査」と主張したとしても、実際の行為が、鉱物の探査に該当すると判断される

場合には、鉱業法による規制対象とする。

鉱業法改正（平成２３年７月）の概要

資源資源資源資源探査探査探査探査 試掘試掘試掘試掘 採掘採掘採掘採掘

鉱業法で規制
未規制

資源探査

規制を導入

・能力等の要件を導入

・先願主義の見直し

資源開発の流れ

改正前改正前改正前改正前

改正後改正後改正後改正後

平成２３年３月１１日総合海洋政策本部決定
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低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の推進のための基本計画の策定低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の推進のための基本計画の策定低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の推進のための基本計画の策定低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する施策の推進のための基本計画の策定

■低潮線保全区域の指定低潮線保全区域の指定低潮線保全区域の指定低潮線保全区域の指定

排他的経済水域等の限界を画する基礎とな

る低潮線等の周辺の水域で保全を図る必要が

あるものを区域指定。

■低潮線保全区域内における行為規制低潮線保全区域内における行為規制低潮線保全区域内における行為規制低潮線保全区域内における行為規制

■特定離島の指定特定離島の指定特定離島の指定特定離島の指定

地理的条件、社会的状況及び施設整備状況

等から周辺の排他的経済水域等の保全及び

利用を促進することが必要な離島を特定離島

として指定。

（南鳥島、沖ノ鳥島南鳥島、沖ノ鳥島南鳥島、沖ノ鳥島南鳥島、沖ノ鳥島）

■特定離島港湾施設の建設等特定離島港湾施設の建設等特定離島港湾施設の建設等特定離島港湾施設の建設等

低潮線保全法低潮線保全法低潮線保全法低潮線保全法

海洋管理のための離島の保全・管理海洋管理のための離島の保全・管理海洋管理のための離島の保全・管理海洋管理のための離島の保全・管理

特定離島港湾施設特定離島港湾施設特定離島港湾施設特定離島港湾施設 整備予定地整備予定地整備予定地整備予定地

沖ノ鳥島沖ノ鳥島沖ノ鳥島沖ノ鳥島

特定離島港湾施設の整備特定離島港湾施設の整備特定離島港湾施設の整備特定離島港湾施設の整備

耐久性試験 気象・海象観測

観測・研究活動の実施観測・研究活動の実施観測・研究活動の実施観測・研究活動の実施

南鳥島南鳥島南鳥島南鳥島

北小島北小島北小島北小島北小島北小島北小島北小島

東小島東小島東小島東小島
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■全国で１８５区域の低潮線保全区域

を政令にて指定

■その内、

・本土（北海道、本州、四国）に４８区

域（約３割）

・離島に１３７区域 (約７割）

北海道 ４８区域

東北 ９区域

関東 ５０区域

近畿 ２区域

四国 ３区域

中国 ２区域

北陸 ２区域

九州・沖縄 ６９区域

： 低潮線保全区域が所在する

地域を示したものであり、１

つの●に複数の区域が所在

することもある

低潮線保全区域低潮線保全区域低潮線保全区域低潮線保全区域
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３．離島の保全・管理に関する施策３．離島の保全・管理に関する施策３．離島の保全・管理に関する施策３．離島の保全・管理に関する施策

１．目的・意義１．目的・意義１．目的・意義１．目的・意義 国土面積（約３８万km2
）の約１２倍に及ぶ

排他的経済水域等の 管轄海域約４４７万km2
の適切な

管理のため、離島の保全及び管理を的確に行う

２．離島の役割２．離島の役割２．離島の役割２．離島の役割

１）排他的経済水域など我が国の管轄海域の根拠

２）広大な海域における活動を支援し促進する拠点

３）自然環境の形成や人と海との歴史や伝統を継承

「海洋管理のための離島の保全・管理のあり方に関する基本方針」

（平成２１年１２月総合海洋政策本部決定）に基づく施策の推進について

１）海洋に関する我が国の管轄権の根拠となる離島の１）海洋に関する我が国の管轄権の根拠となる離島の１）海洋に関する我が国の管轄権の根拠となる離島の１）海洋に関する我が国の管轄権の根拠となる離島の

安定的な保全・管理安定的な保全・管理安定的な保全・管理安定的な保全・管理

①状況把握・データ収集及び一元管理

②離島及び周辺海域における監視の強化

③低潮線を変更させるような行為の規制等の推進

→損壊行為の規制、無主の土地の国有財産化

④関係府省による情報共有・対応体制の構築

⑤名称不明離島の名称の決定・地図等への記載

２）海洋における様々な活動を支援し促進する拠点と２）海洋における様々な活動を支援し促進する拠点と２）海洋における様々な活動を支援し促進する拠点と２）海洋における様々な活動を支援し促進する拠点と

なる離島の保全・管理なる離島の保全・管理なる離島の保全・管理なる離島の保全・管理

３）海洋の豊かな自然環境の形成の基盤となる離島３）海洋の豊かな自然環境の形成の基盤となる離島３）海洋の豊かな自然環境の形成の基盤となる離島３）海洋の豊かな自然環境の形成の基盤となる離島

及び周辺海域の保全・管理及び周辺海域の保全・管理及び周辺海域の保全・管理及び周辺海域の保全・管理

４）人と海との関わりにより形作られた離島の歴史や４）人と海との関わりにより形作られた離島の歴史や４）人と海との関わりにより形作られた離島の歴史や４）人と海との関わりにより形作られた離島の歴史や

伝統の継承伝統の継承伝統の継承伝統の継承

①低潮線保全区域の指定①低潮線保全区域の指定①低潮線保全区域の指定①低潮線保全区域の指定

低潮線保全法（平成２２年５月成立）に基づき、排他的経

済水域の基礎となる低潮線を対象として、１８５の低潮線保

全区域を政令にて指定（平成２３年５月閣議決定）。

→離島に１３７区域（約７割）

事例： 小笠原諸島父島の東、

東島近傍のＥＥＺの基

礎となる低潮線

赤囲が低潮線保全区域

③名称不明離島の名称の決定・地図等への記載③名称不明離島の名称の決定・地図等への記載③名称不明離島の名称の決定・地図等への記載③名称不明離島の名称の決定・地図等への記載

排他的経済水域の根拠となる離島は

９９島。その内、名称の無い離島４９島に

ついて、自治体、漁協等に調査を行い

名称を確認し、平成２３年５月に１０島、

平成２４年３月に残る３９島について、

地図、海図に記載する名称を決定。

事例 ： 北海道礼文島ゴロタ岬沖の小島を「ゴロタ離れ島」と決定

②無主の土地の国有財産化②無主の土地の国有財産化②無主の土地の国有財産化②無主の土地の国有財産化

低潮線保全区域周辺の無主の土地について、灯台又は

水路測量標を根拠として海上保安庁が２３地区を所有。

平成２３年８月に完了。

「東磯」という小島を国有財産化

ゴロタ離れ島ゴロタ離れ島ゴロタ離れ島ゴロタ離れ島

29

排他的経済水域の外縁を根拠づける離島の名称付与排他的経済水域の外縁を根拠づける離島の名称付与排他的経済水域の外縁を根拠づける離島の名称付与排他的経済水域の外縁を根拠づける離島の名称付与

海上保安レポート2012（海上保安庁）より

平成平成平成平成23年年年年5月及び平成月及び平成月及び平成月及び平成24年年年年3月に地図・海図に記載する名称を決定した、月に地図・海図に記載する名称を決定した、月に地図・海図に記載する名称を決定した、月に地図・海図に記載する名称を決定した、EEZ外縁を根拠付ける離島外縁を根拠付ける離島外縁を根拠付ける離島外縁を根拠付ける離島 （（（（49島）島）島）島）
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• 離島航路、離島航空路の安定的な確保維持を支援、安全かつ安定的な輸送の確保のための離島ター

ミナルの整備を推進

• 離島等における医療を確保するため、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体

制を整備

• 地域の創意工夫をいかした振興を図るため、離島特区制度について総合的に検討

離島の振興

• 離島における排他的経済水域等の根拠となる低潮線の保全や領海を根拠

付ける離島の名称付与を実施

• 重要な離島及びその周辺海域における情報収集、監視・警戒を強化し、島嶼

部及び周辺海域の安全確保に関する体制を整備

• 我が国の領域、排他的経済水域等の保全等我が国の安全並びに海洋資源

の確保及び利用を図る上で特に重要な離島（いわゆる「国境離島」）について、

その保全、管理及び振興に関する特別の措置について検討を行い、その結

果を踏まえ必要な措置を講ずる

我が国の安全及び海洋秩序維持上、重要な離島に関する取組
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アデン湾で日本船を護衛する護衛艦
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・我が国周辺国の海洋権益をめぐる動きの活発化を踏まえ、我が国領海及び排他的経済水域の監視警戒を厳格に実施する。

・安全で安心な海洋活動を推進するため、海上の安全及び治安を確保する。

我が国周辺国の海洋権益をめぐる動き

・常態的に中国公船が尖閣諸島周辺海域を徘徊

・外国人活動家等による尖閣諸島領有権主張活動

・海上保安庁測量船への中国公船接近事案

・中国トロール漁船ミンシンリョウ５１７９公務執行妨害等事件

測量船に接近した中国公船 台湾活動家の乗船した抗議船立入検査を受ける中国トロール漁船

海上保安体制の強化海上保安体制の強化海上保安体制の強化海上保安体制の強化

海洋フロンティア開発を推進するためには、我が国管轄海域における海洋権益の保全、海上の安全及び治安の確保が

重要であることから、これらに資する取組として、巡視船艇・航空機の整備等の海上保安体制の強化を推進する。

目標目標目標目標

背景背景背景背景

大陸棚延長にともなう管轄海域の拡大

・広大な排他的経済水域等に エネルギー資源等が賦存

・国土面積の約８割の大陸棚延長が認められた

国連大陸棚限界委員会の勧告国連大陸棚限界委員会の勧告国連大陸棚限界委員会の勧告国連大陸棚限界委員会の勧告

（平成２４年４月）（平成２４年４月）（平成２４年４月）（平成２４年４月）

認められた範囲認められた範囲認められた範囲認められた範囲

審査が先送りされた範囲審査が先送りされた範囲審査が先送りされた範囲審査が先送りされた範囲

しきしま級巡視船と搭載ヘリコプター 1,000トン型巡視船 ヘリコプター ヘリコプター搭載型巡視船延命・機能向上

海上保安体制の強化海上保安体制の強化海上保安体制の強化海上保安体制の強化
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海洋の安全保障や治安の確保

• 我が国周辺海域における広域的な常時監視体制、遠方・重

大事案への対応体制を強化

• 巡視船艇、艦艇、航空機等の計画的な整備、要員の確保、

自衛隊と海保との連携を強化

• 沿岸、離島の治安・安全確保のための連携体制を構築

• ソマリア沖・アデン湾での海賊対策を継続、日本籍船への小

銃を用いた警備を実施することができる等の特別の措置につ

いて、その取組を推進
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■ユーザーの要望に応じて、情報の追加や機能を充実

■産学官が連携し、海洋情報の提供のあり方や、利活用の可能性を検討

（平成25年2月25日 「海洋情報フォーラム」を開催）

海洋調査の推進、海洋情報の一元化海洋調査の推進、海洋情報の一元化海洋調査の推進、海洋情報の一元化海洋調査の推進、海洋情報の一元化

■海洋情報の可視化・重畳表示を可能とする海洋台帳海洋台帳海洋台帳海洋台帳

（海洋政策支援情報ツール）をインターネット上で公開

海洋情報の一元的管理・提供体制の整備海洋情報の一元的管理・提供体制の整備海洋情報の一元的管理・提供体制の整備海洋情報の一元的管理・提供体制の整備

表示例：表示例：表示例：表示例： 船舶通航量、海底ケーブル、漁業権区域船舶通航量、海底ケーブル、漁業権区域船舶通航量、海底ケーブル、漁業権区域船舶通航量、海底ケーブル、漁業権区域

登

録

登

録

登

録

登

録

各種海洋情報各種海洋情報各種海洋情報各種海洋情報

海洋台帳海洋台帳海洋台帳海洋台帳

（海洋政策支援情報ツール）（海洋政策支援情報ツール）（海洋政策支援情報ツール）（海洋政策支援情報ツール）

■各機関に分散している海洋情報の所在情報をデータベース化し、インターネット上で提供

海洋調査の推進海洋調査の推進海洋調査の推進海洋調査の推進

■海象、気象、海底地形情報等の取得

（海上保安庁（海洋情報部）、気象庁等）

海洋情報を活用した新産業創出海洋情報を活用した新産業創出海洋情報を活用した新産業創出海洋情報を活用した新産業創出

AUV（自律型潜水調査機器）海洋調査船
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海洋科学技術に関する研究開発の推進等

• 科学技術基本計画や科学技術・学術審議会海洋開発分科会等の検討を踏まえ推進、特に①地球温暖

化と気候変動予測・適応、②海洋エネルギー・鉱物資源の開発、③海洋生態系の保全・生物資源の持

続的利用、④海洋再生可能エネルギー開発、⑤自然災害対応の５つの政策ニーズに対応した研究開

発を重点的に推進

基礎研究及び中長期的視点に立った研究開発の推進

• 海洋及び地球並びにそれらに関連する分野の総合的な理解、解明など、新たな地の

フロンティアの開拓に向けた科学技術基盤を構築するため、観測、調査研究、解析

等の研究開発を推進

海洋科学技術の共通基盤の充実・強化

• 海洋に関する基礎研究や中長期的な視点に立って実施すべき国家存立基盤に関わる技術や広大な海

洋空間の総合的な理解に必要な技術など、世界をリードする基盤的な技術の研究開発を推進

宇宙を活用した施策の推進

• 衛星情報のより一層の活用について、宇宙政策とも十分に連携しつつ、今後の国内外の衛星インフラ

の整備状況等も踏まえて検討
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北極海航路北極海航路北極海航路北極海航路

南回り航路南回り航路南回り航路南回り航路
マラッカ海峡マラッカ海峡マラッカ海峡マラッカ海峡

スエズ運河スエズ運河スエズ運河スエズ運河

北極海航路 ： 約１３，０００ｋｍ

南回り航路 ： 約２１，０００ｋｍ

約約約約6割割割割に距離に距離に距離に距離短縮短縮短縮短縮

■横浜港からハンブルグ港（ドイツ）への航海距離の比較■横浜港からハンブルグ港（ドイツ）への航海距離の比較■横浜港からハンブルグ港（ドイツ）への航海距離の比較■横浜港からハンブルグ港（ドイツ）への航海距離の比較

1980年代の9月最小時期

の平均的分布

2012年9月16日

（観測史上最小分布）

資料：ＪＡＸＡ

北極海の海氷面積が減少傾向


