
地熱開発の促進のために、
開発事業者のリスク負担を低減。

世界のＪＯＧＭＥＣから
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　石炭部門では海外炭の安定供給確保に資するため、海外炭に関する最新情報の

収集、分析及び調査を毎年実施し民間企業等に提供しています。今回行った「海外

炭開発高度化調査成果報告会」では、世界の石炭事情や、産炭国の最新動向を中

心に、産炭国産業協力等事業、海外地質構造調査についての成果を発表、会場には

関係省庁や各国大使館をはじめ、資源・エネルギー関連会社、鉄鋼会社等、多くの

石炭事業関係者が集いました。JOGMEC理事の辻本による「原燃料としての石炭

の重要性が高まる一方、シェール革命や中国経済の成長鈍化等の影響から石炭価

格が軟化基調にあり、投資環境は厳しさを増しておりますが、こうした時こそ優良

資産取得のチャンスと考えられます。JOGMECの石炭資源開発支援に係る様々な

ツールをご利用いただきたい」という開会挨拶で始まった報告会は熱気に満ち溢

れ、各発表後には活発な質疑応答が行われました。

JOGMECは各分野における動向や研究開発、分析調査等の成
果を報告する成果報告会を随時開催し、積極的な情報提供に
努めています。6月6日、13日の石炭・地熱部門の報告会では、
たくさんの参加者にご出席いただきました。

最新の海外炭情報や
石炭事情を発信

石炭・地熱部門
『成果報告会』レポート

J O G M E C の 活 動 報 告
JOGMECからのさまざまなお知らせです。
最新の事業やニュース、イベントなどをご紹介します。

▼JOGMEC Webサイトより記事の詳細情報をご覧いただけます。

本誌に関するご質問は、左記広報課まで

表紙写真提供：Cutbank Ridge Partnership

http://www.jogmec.go.jp/news/release/index.html

総務部広報課 2014.6 Jun.

資
源
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
明
日
を
伝
え
る  ﹇
広
報
誌
﹈
　

石炭
01

　6月13日、地熱部門の「平成25年度事業成果報告会」を開催しました。JOGMEC

に地熱部が設置された平成24年9月以降取り組んできた助成事業、債務保証、技

術開発、調査事業等の成果についての報告会で、地熱部門としては初めての開催と

なりました。「人工涵養による地熱貯留層管理技術の開発」や、「空中重力偏差法に

よる地熱資源ポテンシャル調査」などJOGMECの取り組み8件に加えて、助成事業

において各事業者が取り組んだ地熱井掘削等における新技術の適用結果報告の

他、NEDOからも技術開発トピックスについて一般講演として4件の報告をいただ

きました。地熱開発に取り組む企業や大学等から241名の参加者を得た会場はほ

ぼ満席の盛況で、実務的観点からの質疑が活発に行われ、予定時間をオーバーし

て終了。アンケート結果によると参加者の満足度は極めて高く、今後もこのような

報告会を通した事業成果や技術情報の公表を積極的に進めてまいります。

地熱部門事業成果報告会
満席の盛況地熱

02

報告会資料はこちらから ⇒ http://geothermal.jogmec.go.jp/ （地熱資源情報HP）

報告会資料はこちらから ⇒ http://coal.jogmec.go.jp/result/index.html （石炭資源情報HP）
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米国で始まった「シェールガス革命」は、
エネルギーのほぼ全量を輸入に頼っている日本に
どのような影響を及ぼすのか。
2011年の東日本大震災に伴う原子力発電所の稼働停止を受け、
天然ガスへの依存度が高まったが、
LNGの価格高騰が一因となり、
日本は2013年に過去最高の貿易赤字を記録した。
シェールガスをめぐる世界の動向、そして今後、
日本がとるべきエネルギー戦略について探る。

日本を取り巻く天然ガスの状況と、
　　今後とるべきエネルギー戦略とは

画像提供：Cutbank Ridge Partnership

シェールガスとは、泥岩の一種である頁岩(シェール)の微細
なすきまに閉じ込められた天然ガス(90%以上がメタン)を
取り出したものです。高い水圧により人工的な割れ目を作り、
さらに割れ目内に細かい砂粒を送り込むことで割れ目を保

持する「水圧破砕技術」。
この技術が1998年
にシェール層へ応用

されたことをきっかけ
に、2010年前後から商業

的な大規模生産が行われる
ようになりました。

シェールガスとは
けつ かん

薄い層状の堆積物からなる頁岩(シェール)
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日本を取り巻く天然ガスの状況と、
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　2011年の東日本大震災に伴う原子
力発電所の稼働停止を受け、日本では石
油、石炭、天然ガスを燃料とする火力発
電への依存度が高まっています。なかで
も、天然ガスの一次エネルギーに占める
比率は、2010年の19.2%から、2012
年は24.5%にまで拡大しました。天然ガ
ス火力発電所は、震災以前に計画されて
いたものも含め、多くが稼働を開始し、
今後も増設される見込みです。
　一方、石油火力発電所は、1970年代
の石油ショック以降、国際的な取り決め
によって新設が原則禁止となっており、
今後も新設の予定はありません。そのた
め、震災後は老朽化した発電所も稼働し
ています。
　また、近年になって注目を集めている
のが、石炭発電です。石炭火力発電は、環
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3.11以降、
一次エネルギーに占める
天然ガス比率は24.5%に拡大

3.11以前・以後の一次エネルギー比率
原発事故後に、天然ガスの割合が、

大幅に拡大！

シェールガス革命と3.11以降の日本

の正体

シェール
　ガス革命
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出所：資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」
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境問題がクローズアップされるととも
に、日本においては減少していきました
が、国産技術の開発によって燃焼効率を
世界先端レベルに高めることが可能に
なってきています。

　天然ガスへの依存度が高まった日本
では、LNGの価格高騰が一因となり、
2013年に過去最大の貿易赤字を記録
しました。そもそも天然ガスは、米国に
おいて、ガス田周辺の住民を中心に消費
が始まり、第二次世界大戦以前から既
に、パイプラインを敷設することで遠方
の住民が利用できるようになっていまし
た。その後、さらにLNG（天然ガスを冷
却・液化して容積を小さくしたもの）をタ
ンカーで輸送することで、海外などの遠
隔地でも利用が可能になったのは、本格
的には1970年前後からのことです。こ

ういった経緯があるため、現在において
も、天然ガス液化施設や輸出基地を保有
している国々は限られ、輸送が容易な石
油とは違って、天然ガスの世界的な市場
は形成されていません。米国や英国では
天然ガスの需給によって価格が決定さ
れますが、日本においては、天然ガスは
石油の代替エネルギーであったことも
あり、LNG輸入価格は原油価格連動型と
なっています。
　日本のLNG輸入価格に影響を与える
原油価格は、2004年から上昇し始め、
2008年後半には下落したものの、以
後、金融緩和等による景気回復と石油需
要増大の見通しに伴う石油需給引締り
観を背景に、株式市場と連動するように
なりました。さらに円安も重なり、日本の
LNG輸入総額は、2010年には3.4兆円
程度であったものが、2013年には7.0
兆円を突破しました。

　日本は現在、豪州、カタール、マレーシア
などからLNGを輸入していますが、米国か
らシェールガスが直接輸入されるように
なるのは、早くて2017年になると見られ
ています。と言うのも、シェールガス革命
以前の米国は、将来LNGの輸入大国にな
ると見られていたため、LNG輸入基地は
整備されてきていましたが、液化施設や輸
出基地など、LNG輸出のためのインフラ
は、シェールガスが増産されてからも、建
設がほとんど始まっていないためです。
　米国国内の天然ガス価格は、高水準の
シェールガス生産が一因となり、2012
年時点で100万Btu※当たり2米ドルに低
下しました。この情報をもとに、日本は安
価なLNGを輸入できるという見解が出
てきたことから、「バラ色のシェールガス
革命」という誤ったイメージが形成され
てしまいました。しかし、2米ドルという
価格が形成されたのは、暖冬により国内

で天然ガスの需要が緩んだという理由
も加わってのことであり、将来もこの価
格が維持される可能性は低いでしょう。
なぜならシェールガスの開発・産出コス
トは、100万Btu当たり4～6米ドルとさ
れており、コスト割れが長引けば産出を
持続することができないためです。4～6
米ドルという価格は、現在の日本の輸入
価格である17米ドルよりは安価ですが、
実際に日本がどの程度の価格で、どの程
度の量の天然ガスを米国から購入でき
るのかを検証しておく必要があります。
　まず価格については、天然ガスの液化
費用とタンカー輸送費用がかかります
から、米国の天然ガス価格が4米ドルと
いう前提でも、LNGとして日本に輸入す
る時点で10米ドル程度になると考えら
れます。これは、現在の輸入価格の17米
ドルよりも約40%安価という計算にな
ります。他方、輸入量に関してはどうで
しょうか。現在、市場関係者の間では、
2020年までに米国から輸出される
LNGの総量は最大で約6,000万トンと

LNGの価格高騰が一因となり、
2013年に過去最大の
貿易赤字を記録

シェールガス革命は、
日本の救世主となり得るのか

世界の天然ガス価格（2005～2013年）

出所：各種データより算出

考えられており、これは日本のLNG輸入
量約8,750万トンの約3分の2を占める
計算になります。しかし、その全量が日本
に輸出されるわけではなく、ヨーロッパ、
中国、インド、韓国、東南アジア、中南米に
分散してしまうため、日本向けの輸出量
は約1,500万トン、日本が現在必要とす
るLNGの6分の1程度にとどまると推定
されます。日本が輸入する天然ガスの6
分の1が40%安価になるということは、
全量に対する価格引き下げ効果は約7%
に過ぎないことになり、この程度の価格
引き下げ効果では、為替相場の変動に呑
み込まれてしまう可能性があります。
　つまり、シェールガス革命は、これだけ
で日本のエネルギー問題を全て解決する
特効薬とは言い難いことが分かります。
しかしながら、シェールガス革命にいち早
く対応することによって、後述のように、
エネルギーの安定供給確保に向けた取り
組みの一つとすることが可能になります。

現時点における天然ガスの世界での主要な流れ（イメージ）

※Btu：British Thermal Unit（英国熱量単位）。1Btu
は、1ポンド（約454グラム）の水を1華氏度（約
0.57℃）引き上げるのに必要な熱量。
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日本のLNG輸入量
計8,749万トン
（2013年）

出所：エネルギー白書2014
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シェールガス革命は
日本に影響を与え始めている

シェールガス開発に関して、
世界でも有利な状況にあった米国

30

25

20

15

10

5

0
1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1211 2013年

出所：米国エネルギー省データをもとに推定
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出所：米国エネルギー省データをもとに推定
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米国シェールオイル生産量の推移米国シェールガス生産量の推移

シェール層

帯水層

ガスの生産を
開始する。

シェールガス革命が
日本に及ぼす影響

液化天然ガス（LNG）を運ぶタンカー（画像提供：日本郵船㈱）

先行する米国における
シェール資源革命の動向

　そもそもシェールガス革命は、なぜ米
国で始まったのでしょうか。シェールガス
の存在自体は1821年に確認されていま
したが、シェール層からの天然ガス採掘
は技術的に困難であるため開発・生産は
行われませんでした。1998年になってよ
うやく、米国のミッチェルエナジー社が、
水圧破砕を応用したシェールガス生産技
術を確立したことがきっかけとなり、開
発が進み始めました。さらに2000年初
頭からは、シェールガスと同様、非在来型
の資源であるシェールオイルの開発が進
められてきました。
　米国で開発が先行した理由の一つに、
地下資源の所有権のあり方があります。
米国では、私有地の地下資源の所有権は
その土地の所有者に帰属します。そのた
め、シェールガスやシェールオイルの開
発・生産を行えば、その生産物の一定割
合をその土地の所有者が取得できること

になります。また、19世紀後半から在来
型の石油・天然ガス開発が活発に行われ
てきた歴史があり、法制度なども整備さ
れているため、シェール資源に関しても
スピーディな開発・生産が行えたのです。
さらに、パイプラインなどのインフラも
整備されているので、生産された天然ガ
スや石油を、市場に持ち込んで販売する
ことも容易であるという背景があります。
　一方、欧州等においては、一定の深度
以深に存在する地下資源の所有権は、国
家に帰属するため、地下資源の開発・生
産は土地所有者にとってインセンティブ
にならないばかりか、開発による振動・
騒音や、土地が荒らされるなどのデメ
リットが大きいため、反対運動につなが
ることもあります。他にも、中国において
は水圧破砕に必要な水資源が不足して
いることや、アルゼンチンでは採掘装置
などの資機材不足や労働争議が頻発す
るため労働力を安定的に確保しにくい
など、米国以外ではシェール資源の開発
を妨げる様々な問題が存在しています。

　米国でのシェールガスの生産に弾みが
つくきっかけとなったのは、2005年のこ
とでした。米国メキシコ湾岸地域にハリ
ケーン「カトリーナ」と「リタ」が来襲し、
沖合の天然ガス生産施設に被害を及ぼ
したことが原因となり、冬場の暖房用天
然ガス需要期に向けて、天然ガス価格が
原油価格以上に上昇しました。この結
果、2009年当時においては、2012年の
シェールガス生産量は日量64億立方
フィートと予想されていたところ、実際に
は265億立方フィートと、予想の4倍も
のペースで生産が進みました。
　そして米国の原油生産についても、
2000年代半ば頃の減産を、シェールオ
イルの開発・生産がカバーするかたちに
なりました。米国では1980年代末、日量
800万バレルの原油生産量がありまし
たが、2000年代半ば頃には日量500万
バレルに落ち込みました。これは陸上の

油田が老朽化してきたことや、1970年
代に開発されたアラスカの油田での生
産が減退してきたことに加え、メキシコ
湾岸沖合で開発が進められていた油田
の生産量が伸び悩んでいたことなどが要
因です。しかしながら、シェールオイルが
増産したことで、その傾向は2012年以
降反転しました。2013年末には米国の
原油生産量は日量810万バレルに達し
ており、これは米国内だけでなく、世界の
石油市場にも影響を与え始めています。
原油価格は2009年以降、株式相場との
連動を始めましたが、2012年以降はこ
の関係が崩れ始めました。原油価格が株
式相場との連動性を保ったままであれ
ば、現在の原油価格は160米ドル程度に

なっているはずですが、実際は110ドル
前後で推移しています。この50米ドル程
度の差のうちの相当部分が、米国の
シェールオイル増産に伴う価格抑制効果
であると考えられます。

　2000年代に入って、米国の石油化学
工業は、天然ガスや原油の価格上昇によ
り国際競争力を失い、そのため2001年
以降、工場建設は行われてきませんでし
た。しかし、シェールガスの増産により、原
料や燃料価格が低下したことを受け、ダ
ウ・ケミカルや、シェル、シェブロン・フィ
リップスケミカルは、プラスチック原料な

どを製造する石油化学工場を建設すると
表明するまでになっています。一方、日本
企業にとっては、たとえ安価なシェール
ガスが米国から輸出されることになっ
ても、日本が輸入するLNGには液化費
用とタンカー費用が加算されるため、米
国内企業よりも高い価格で天然ガスを
購入し続けなくてはならないことになり
ます。つまり、シェールガス革命によって、
米国石油化学産業は息を吹き返しつつ
あるのに対し、これを受けた日本の石油
化学産業は、相対的に競争力が低下する
ことになるのです。このように、米国の
シェールガスは、いまだ輸出されていな
いにもかかわらず、すでにその影響を日
本に与え始めているのです。

先端にドリルがついた鋼
管を使ってシェール層内
を水平に坑井掘削する。

高い水圧でシェール層に人工的
な割れ目を作る。さらに細かい砂
粒を送り込み割れ目を保持する。

水圧破砕に使った
水を回収し、ガスの
流路を確保する。

の正体

シェール
　ガス革命

特集

シェールガス
の採掘

掘削 水の回収水圧破砕 ガスの生産2 3 41
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日本は、
いかにすれば
エネルギーを
確保できるのか
天然ガス供給源の
多様化を図る

超長期的視点で新たな
エネルギー開発を進める

エネルギーミックスの
最適解を模索する

世界最先端を行く、
日本の省エネ技術を活かす

シェール資源革命を
日本の救世主にするには

※IGCC：Integrated coal Gasification Combined Cycle
　石炭をガス化して利用する発電方式。

出所：EIAデータよりJOGMEC作成

世界10大シェールガス・オイル資源国（2013年5月時点の主な国の技術的に回収可能な資産量）

　このままでいくと、シェールガス革命
は、日本にとって逆風となる恐れが出て
きました。しかしながら米国からのLNG
輸入は、それ以外の地域に対する価格交
渉に利用できる可能性があります。これ
までの原油価格連動型のLNG調達に加
え、米国天然ガス価格連動型LNGの調達
を行うことにより、どちらか一方の価格
が安くなる場面が生じた場合、他方の
LNG契約に対して、より有利に価格交渉
に臨むことができるようになります。エネ
ルギー資源が極めて乏しい日本におい
て、国内の製造業が発展していくために
は、少しでも安価なエネルギー源を求め
ていく必要があります。

　現在、日本はエネルギーの多くを天然
ガス、石油、石炭に依存していますが、今
後は石炭のポテンシャルを見直していく
必要があります。石油に関しては、価格が

天然ガスとほぼ同水準であり、しかも環
境に与える負荷は天然ガスよりも大きい
ため、天然ガスを代替できるとは考えに
くい面があります。しかし、石炭の価格は
天然ガスの約3分の1程度であり、さらに
石炭ガス化複合発電（IGCC）※の導入な
どにより、日本の石炭火力発電の効率は、
環境面においても世界の最先端水準に
あります。石炭の活用を拡大し、日本のエ
ネルギー価格の低減を追求するととも
に、さらなる効率化によって発電コスト
の低減を進めることが可能になります。

　日本の持つ世界最先端技術として、省
エネ技術もあげられます。さらなる省エ
ネ政策と技術の普及を進めることで、よ
り少量のエネルギーで製品が製造でき、
結果的にエネルギーコストを抑制したの
と同じ効果が得られるため、製品の販売
価格を抑制し、国際競争力を高めること
ができます。また、日本の省エネ技術の途
上国への移転を図り、途上国のエネル

ギー効率向上に貢献することで、世界全
体のエネルギー需給を緩和させ、エネル
ギー価格の抑制につなげることも可能
になります。

　さらなる長期的視点に立つと、日本の
供給安全保障上問題が少なく、かつ環境
にもやさしいエネルギー源を確保するこ
とが重要になります。その一つが再生可
能エネルギーです。2035年には、地熱、太
陽光、風力などの再生可能エネルギーは、
日本の一次エネルギーの7%を占めるよ

うになると考えられています。また、他の
国産資源の開発にも注力していく必要が
あります。日本の近海には、メタン分子が
水の分子に囲まれて氷のような状態に
なったメタンハイドレートが存在してお
り、現在、その賦存状態の調査や、開発に
向けての技術開発が進められています。
　通常、新たなエネルギー源は、その存
在が確認されてから、商業的な生産まで
に長い時間がかかります。シェールガス
も、米国のエネルギー省が研究開発プロ
グラムを実施した1970～80年代から、
2010年前後に商業的に大規模生産さ
れるまでに、数十年という長い年月がか
かっています。また、シェールガスや
シェールオイルも、数十年後には減退期
に入っている可能性も否定できません。
そういった事態も想定しながら、再生可

能エネルギーやメタンハイドレートと
いった国産の新エネルギー資源の研究・
開発を実施していく必要があります。

　シェールガス、シェールオイルについて
は、今後、米国だけでなく、様々な国で産
出されるようになるでしょう。現在、世界
各国で開発が進められており、日本企業
も鉱区権益の獲得に取り組んでいます。
この点においては、海外で権益を取得し
ようとする企業の目利き能力が問われ
ることになります。
　さらに、日本企業が海外で自らシェー
ル資源の開発・生産を行うことによって、
世界の石油や天然ガスの供給を増大さ

せ、価格の上昇抑制に寄与することも重
要な施策になります。そのためには、採掘
のための技術を自主開発することが前
提条件になります。2012年10月に、秋
田県由利本荘市でシェールオイルが採取
され、開発が進められていますが、これに
は2つの側面があります。一つは、これま
で国内において存在が確認されなかっ
た資源が賦存することが分かったことで
す。もう一つは、ここをフィールドとして日
本企業のシェール資源開発・生産技術を
磨き、海外の産出国に対する貢献を行う
ことが可能になるという側面です。シェー
ル資源開発のための資金提供だけでな
く、自ら開発した技術を提供できるよう
になることで、産出国との信頼関係を構
築し、安定的かつ安価なエネルギーの調
達につなげることが重要です。

の正体

シェール
　ガス革命

特集
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いかにすれば
エネルギーを
確保できるのか

出所：EIAデータよりJOGMEC作成

世界10大シェールガス・オイル資源国（2013年5月時点の主な国の技術的に回収可能な資産量）

　このままでいくと、シェールガス革命
は、日本にとって逆風となる恐れが出て
きました。しかしながら米国からのLNG
輸入は、それ以外の地域に対する価格交
渉に利用できる可能性があります。これ
までの原油価格連動型のLNG調達に加
え、米国天然ガス価格連動型LNGの調達
を行うことにより、どちらか一方の価格

天然ガスとほぼ同水準であり、しかも環
境に与える負荷は天然ガスよりも大きい
ため、天然ガスを代替できるとは考えに
くい面があります。しかし、石炭の価格は
天然ガスの約3分の1程度であり、さらに
石炭ガス化複合発電（IGCC）※の導入な
どにより、日本の石炭火力発電の効率は、
環境面においても世界の最先端水準に
あります。石炭の活用を拡大し、日本のエ
ネルギー価格の低減を追求するととも
に、さらなる効率化によって発電コスト

うになると考えられています。また、他の
国産資源の開発にも注力していく必要が
あります。日本の近海には、メタン分子が

能エネルギーやメタンハイドレートと
いった国産の新エネルギー資源の研究・
開発を実施していく必要があります。

せ、価格の上昇抑制に寄与することも重
要な施策になります。そのためには、採掘
のための技術を自主開発することが前
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Project1

モントニー地域
Project3

コルドバ地域

Project 4

ノース・モントニー地域

※1ナノメートル（nm）は、10億分の1メートル。

　JOGMECは、日本国内初となる秋田・女川層のシェールオイル開
発に向け、JAPEXと共同スタディを実施してきました。2014年4月
には、由利本荘市の鮎川油ガス田で酸処理による商業生産に成功。
これに続き、2014年5月には、男鹿市の福米沢油田で、国内初とな
る「水平掘り＋水圧破砕」の実証実験を開始しました。JOGMECは、
日本特有の複雑な岩石層における最適な水圧破砕のデザイン等の
提案を通して、同プロジェクトの支援と開発技術の蓄積に努めます。

国内初のシェールオイル開発を支援

　三菱商事株式会社は、子会社を通じて
コルドバ地域のシェールガス開発事業に
50％の鉱区権益を有し、事業を推進中
です。JOGMECは、本事業に対し資産買収
出資及び債務保証の支援を行っています。
このプロジェクトには、東京ガス、中部電
力、大阪ガスの他、韓国ガス公社も参入
し、共同で開発に取り組んでいます。

Project2

ホーンリバー、コルドバ、
リアード地域
　国際石油開発帝石株式会社と日揮株式
会社が共同で設立したカナダ法人INPEX 
Gas British Columbia Ltd.（IGBC社）
は、石油・天然ガス開発会社Nexenから、
同社がホーンリバー、コルドバ、リアード
の各地域に保有するシェールガス鉱区の
各40%の権益を取得しました。その後
JOGMECは、2012年9月、当開発事業を
資産買収出資対象として採択しました。
　今後、本格的な開発作業を進め、地域全
体で日量12.5億立方フィート規模の生産
を目標にしています。

　ノース・モントニー地域では、マレーシア
国営石油ガス会社Petroliam Nasional 
Berhad（PETRONAS）の子会社Progress 
Energy Canada Ltd.などが、シェールガ
ス開発事業およびLNGプロジェクトを
推進しています。石油資源開発株式会社
（JAPEX）は、子会社JAPEX Montney 
Ltd.を通じて、この開発事業に参画し、

　JOGMECとカナダBC州政府
は、「JOGMECとBC州政府間の相
互協力に関する合意書」に調印し、
JOGMECらが開発した日本独自
のJAPAN-GTL技術によるBC州に
豊富に存在する天然ガスを液体燃
料化（GTL）する技術の実用化に向
けた現地調査を開始しました。
GTL技術は、天然ガスの分子構造
を組み替えて液体燃料などを作る
技術で、シェールガスを燃料として
利用する以外に、その付加価値を
高めるための有力なオプションと
認識されています。

JAPAN－GTL技術
実用化検討で
BC州政府との相互協力
による現地調査をスタート

シェールガス開発は、岩石性状が良好な生産
性の高いエリア選定と、開発時に実施する水
圧破砕の効果の高い「スイートスポット」の場
所の特定が重要となります。JOGMECは、地
震波の解析データを、岩石性状や岩石の強度
等と関連づけることで、スイートスポットの特
定につなげていきます。

スイートスポットの特定

シェールガス層の掘削に伴って地中から採取
された岩石サンプルなどの力学特性を測定
することで、各深度における岩石の割れやす
さを特定することができます。この評価結果
を応用して、より緻密な水圧破砕デザインの
最適化を提案します。

シェールガスが貯留されている空隙の大きさは、直径約数十～数百ナノメー
トル※と言われています。その微細構造を持つ岩石のガス層としての特性を各
種機器を駆使して測定するとともに、最新の電子顕微鏡データをもとに3次元
の空隙モデルを作成し、ナノレベルの空隙内でのガスの流れを解明することで、
スイートスポットの特定につなげていきます。

研究1

水圧破砕の最適デザイン化研究2

ガスの貯留状態をナノレベルで特定研究3

国内初のシェールオイル開発を支援
T O P I C
日本での取り組み

JOGMECのシェールガス開発支援事業

JOGMECは、天然ガス供給源の多様化、ひいては日本のエネルギーセキュリティの向上を図るため、
日本企業が参画している世界各地の天然ガス開発プロジェクトを支援しています。
シェールガス資源の豊富なカナダBC州においては、
効率的な採掘に向けた共同研究や、出資・債務保証によって、4件のプロジェクトを支援しています。

カナダ ブリティッシュ・
コロンビア州（BC州）での取り組み
カナダ ブリティッシュ・
コロンビア州（BC州）での取り組み

　シェールガスは、在来型のガスとは異なり、ナノレベルの微細な岩石の隙間（空
隙）に溜まっています。 JOGMECは、岩石物性の測定技術や基盤岩貯留岩のフ
ラクチャー解析などで培った地震探鉱データの利用技術を応用し、CDGR社お
よびEncana社がモントニー地域での開発作業を通して得たデータや岩石サン
プルを分析することで、同地域でのシェールガス開発の最適化、効率化を目指し
ています。

シェールガスの効率的な
採掘に向けて
共同研究を推進

JOGMEC
技術センター
（TRC）

10%の権益を獲得し、JOGMECは、
2013年3月に本事業を資産買収出資対
象として採択しました。
　さらにJAPEXは、LNGプロジェクトか
ら年間120万トンのLNGを引き取る権
利も取得する予定です。

　モントニー地域では、JOGMECと三菱商
事株式会社が出資するS h a l e  G a s  
Investment Canada Ltd.（SGIC社）がその
子会社Cutbank Dawson Gas Resources 
Ltd.（CDGR社）を通じてシェールガス開発プ
ロジェクトに参画しています。合計可採埋蔵
量が、日本の天然ガス年間需要の約9年分相
当と推定される本事業は、カナダ最大の天
然ガス事業者Encana Corporationが主体
となり推進中です。
　JOGMECは、本プロジェクトを2012年2
月にCDGR社の借入金を対象とする債務保
証事業として採択し、2013年1月には、
SGIC社に対して資産買収出資対象事業と
して採択しました。2013年からはCDGR社
やEncana社とともに、効率的な採掘に向
けて共同研究を開始しました。
　また、三菱商事は、Shell Canada、韓国ガ
ス公社、中国石油天然気とともに、BC州キ
ティマット港周辺に、年間1,200万トンの
液化能力を持つLNG輸出基地を建設する
計画です。当該プロジェクトから産出される
シェールガスを、同輸出基地でLNG化し、日
本に輸出することが期待されます。

ブリティッシュ・
コロンビア州

プリンス・ルパート

キティマット

バンクーバーバンクーバー

アメリカ合衆国

アルバータ州

モントニー

リアード
ホーンリバーホーンリバー

コルドバ

ポンピングユニットを配備したポンプ車により、高い水圧
でシェール層に水を送り込み亀裂を生じさせる（水圧破
砕）

試料表面をイオンビームにより切削加工
しながら、電子顕微鏡により連続的に断
面観察を行う(FIB/SEM)

水圧破砕により生じた亀裂内に細かい砂粒（プロパン
ト：写真）を送り込み亀裂を保持する。

FIB/SEMにより得られたシェールの空隙
構造（左：シェールの３次元可視化データ、
右：赤色は有機物を、青色は空隙を示す）

ホーンリバーにおける
フラクチャリング作業現場

（写真提供：国際石油開発帝石㈱）

鮎川油ガス田における酸処理テストの様子（左）、実証実験によって回収され
た原油（右）（写真提供：JAPEX）

連動した動画を
［JOGMEC channel］にて
配信中です
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地熱開発の促進のために、
開発事業者のリスク負担を低減。
国産のクリーンなエネルギーとして、大きなポテンシャルを秘めている地熱。地熱開発の促進に向けて、JOGMECは、
地質構造調査や技術開発以外にも、さまざまな支援を行っています。 2014年3月には、地熱発電所の建設を進める事業者の
リスク負担の低減に向けて、地熱事業として初めて2件の債務保証案件を採択しました。

　日本における地熱開発は、1970年代
以降に加速し、旧地質調査所や新エネル
ギー・産業技術総合開発機構により全国
的な地熱資源調査が行われ、1990年代
までに全国で17カ所の地熱発電所が建
設されました。しかし、発電開始までに長
い期間と多額の費用がかかること、さら
に日本の地熱資源の大部分は開発に制
限等のある自然公園内にあることから、
1999年の八丈島地熱発電所を最後に、
新規の地熱発電所の建設は滞っていまし
た。
　地熱開発に再び拍車がかかったのは、
2011年3月の東日本大震災以降、再生
可能エネルギーに対する期待が高まっ
たためです。地熱発電による電力の固
定価格買取制度の導入や、自然公園内
での開発に対する規制緩和が行われる
とともに、2012年9月にはNEDOから

面から低減し、開発を促進するために、
JOGMECでは、「助成」、「出資」および「債
務保証」という3つのスキームを用意して
います。「助成」は、地熱資源の存在が有望
な地域で行う地表調査及び坑井掘削調
査等の初期調査に対して助成金を交付す
るもので、2013年度は20件の事業を採
択しました。「出資」は、地熱開発を行うプ
ロジェクト会社に、探査に必要な資金を
最大50%まで出資するスキームです。
　「債務保証」は、地熱開発を行うプロ
ジェクト会社が、発電所の建設に必要な
資金の融資を民間金融機関から受ける
場合、対象となる地熱開発のリスクを
JOGMECが評価したうえで、融資金額の
80%を上限に債務を保証するスキーム
です。これまでは、金融機関が地熱プロ
ジェクトの評価基準を持たないために、
融資が受けられなかった案件に対して
も、資金を呼び込むことができるように
なり、地熱発電所の建設を促進すること
ができます。
　今回、JOGMECが債務保証を採択した
2案件の概要は次ページ上の通りです。

地熱開発支援機能が地下資源に関し知
見を有するJOGMECに移管され、地熱
開発を進める環境が整いました。

　地熱発電は安定して発電ができる再
生可能エネルギーであるものの、その開
発には、さまざまなリスクが伴います。ま
ず、太陽光や風力とは異なり、地下資源特
有の「掘ってみないと分からない」という
リスクがあります。また、通常の火力発電
所では、石油・天然ガス・石炭等のエネル
ギー資源を世界中から経済性を考慮し
て調達し発電しますが、地熱発電を行う
ための蒸気は長距離輸送ができないた
め、発電に十分な蒸気が長期的に得られ
ることを確認したうえで、その場所に発
電所を建設する必要があります。さらに、
発電所の稼働までには、調査開始から
10年以上の長い歳月を必要とします。
　このような事業者のリスク負担を財務

小規模地熱発電のうち「温泉発
電」導入のためのマニュアルを用
意しました。
　今回の債務保証案件の一つ、土湯温
泉のプロジェクトは、入浴用には熱す
ぎる温泉の熱を50℃程度に下げる際
の余剰エネルギーを利用して発電を行
う「温泉発電」です。 JOGMECは、温泉
発電に必要な湯量・温度から、発電機
の選定、ファイナンスに至るまで、温泉
発電の実施に向けたスキームを掲載し
たマニュアルを用意し、こういった地
元の温泉事業者や自治体等が取り組
む小規模の温泉発電の開発も支援し
ています。ぜひ、ご利用ください。

お問い合わせ・マニュアル請求は
→ JOGMEC地熱部
　 03-6758-8001まで

事 業 者：
発 電 規 模：
貸 金 調 達：
債務保証額：

つちゆ温泉エナジー株式会社
発電端400kW、送電端：350kW
福島信用金庫から長期借入557百万円を調達
長期借入557百万円に対し、JOGMECは80%の債務保証を実施

福島県「土湯温泉バイナリー地熱発電事業」

事 業 者：
発 電 規 模：
貸 金 調 達：

債務保証額：

西日本環境エネルギー株式会社
発電端5,000kW、送電端：4,000kW
株式会社みずほ銀行および日本生命保険相互会社から長期借入
4,000百万円を調達
長期借入4,000百万円に対し、JOGMECは80%の債務保証を実施

大分県「菅原バイナリー地熱発電事業」

東日本大震災以降、
地熱開発の促進が
重要課題に。 地熱開発特有の

リスクと、JOGMECの
支援制度。

お知らせ

国内で初めて営業運転した松川地熱発電所（1966年、岩手県）松尾八幡平地点の地熱井掘削（助成案件）

地熱開発の債務保証を行うために、
新たなリスク評価・制度運用手法を開発。

　今回の債務保証採択は、JOGMECとして初の案件で
あり、先例もなかったため、地熱開発特有の技術評価手
法を組み上げながら評価をしていきました。JOGMEC内
で横断的に「地熱プロジェクト技術検討会」を組織し、こ
れまでにJOGMECが扱ってきた石油や金属鉱山開発の
債務保証案件とリスクの類似点、相違点を技術面から洗い出し、一つひと
つ確認を進めていきました。さらに、これらのリスクに基づき、適切な契約
条項をどのように規定していくか、事業者の要望と照らし合わせ、制度運
用ができるのかについて試行錯誤を繰り返しました。
　事業者の要望を勘案し、年度内で採択の可否を決定するとしていたた
め、事業者、金融機関、エンジニアリング会社など多くのプロジェクト当事
者やJOGMEC内の関係者と頻繁に協議を繰り返し、急ピッチで評価資料
を作成する必要がありました。このため、採択決定後、融資実行の報告を
受けた時には、心から安堵感を覚えました。関係者一同のこれまでの努力
に敬意を表します。

JOGMECが採択した債務保証2案件

地熱部 地熱開発課
萓場俊明

東日本大震災によって大きな被害
を受け賑わいの消えた福島市土湯
温泉町は、復興再生を懸けて温泉資
源の活用を調査・検討した結果、地
熱発電導入を決定しました。
※湧出する熱水で、水よりも沸点の低い媒体を沸騰させ、
　蒸気を発生させて発電を行う方式。

土湯温泉バイナリー※

地熱発電所

助成対象者区分
地熱資源開発事業者

地元の地熱関係法人等

債務保証案件事業者

菅原バイナリー地熱発電事業
（西日本環境エネルギー）

石松農園（小国地域）
（石松農園）

野矢地域（タカフジ）

凡 例
新規

新規

新規

新規

新規

新規新規
新規

新規

新規

新規

新規

は2013年度採択分新規

JOGMEC NEWS  vol.371122 1133

2013年度 採択案件位置図
（助成及び債務保証）

宇奈月温泉地域
（ジオエナジー、大高建設）

網張地域
（地熱エンジニアリング、雫石町）

岩木山嶽地域（弘前市）

洞爺湖温泉地域（洞爺湖温泉利用協同組合）

小平谷地域
（浦安電設、水分のさと）

木地山・下の岱地域
（東北水力地熱）

土湯温泉バイナリー地熱発電事業
（つちゆ温泉エナジー）

足寄町地域（エスエスコンサル）

上川地域（丸紅）

下風呂地域（オリックス）

松尾八幡平地域（岩手地熱、日本重化学工業）

磐梯地域（出光興産、他９社）

八甲田北西地域
（川崎重工業、東日本旅客鉄道、大林組）

小安地域
（出光興産、国際石油開発帝石、三井石油開発）

豊羽地域
（JX日鉱日石金属、豊羽鉱山）

武佐岳地域
（石油資源開発、三菱マテリアル、三菱ガス化学）

阿女鱒岳地域
（出光興産、国際石油開発帝石、三井石油開発）

立山山麓地域
（大山観光開発）

平治岳北部地域
（九州電力）



　JOGMECバンクーバー事務所は、設立以来、マイニングビ
ジネスを中心とした日系企業向けの情報収集・発信をメイン
に取り組んできました。他にも地の利を活かしたジュニアカン
パニーとのJV分野での連携やカナダ企業等へのプレゼンス向
上を目指した展示会への参加、事務所で開催するテーマ別の
ミニ講演会等にも力を入れています。毎年、トロントで開催さ
れる世界最大級のマイニング展示会『PDAC』には2004年以
来、継続的にブース参加、2014年3月には北米最大級の環境
見本市『Globe2014』に初めてブースを出展しました。さらに
企業のみならず、連邦／州政府関係者とのミーティングも数多
く行うなど、資源分野での両国間の関係強化に努めてきまし
た。

対米から対日本、アジアへ。
遅れてきた資源大国、カナダから目が離せない。

　2011年、マイニングがビジネスの中心であった当事務所の
役割が大きく変わり始めました。変化の原因は大きくふたつ。
まずカナダ側の原因は米国発のシェールガス革命です。世界第
3位の天然ガス生産量を誇るカナダに『膨大なシェールガス埋
蔵量』という更なるポテンシャルを与えると同時に、唯一の輸
出先である米国市場を失いかねないという、光と影の両面をも
たらしました。日本側の変化は言うまでもなく東日本大震災で
す。エネルギー事情の劇的な変化に伴う天然ガス需要への対
応、すなわち安定的かつ安価な天然ガス輸入元の確保という
新たな課題が生まれました。2011年、両国の思惑が期せずし
て一致。ブリティッシュ・コロンビア（BC）州のクラーク首相が、
LNG産業育成を州政府最大の政治課題として強力に推進する
のに伴い、日本をはじめとするアジア各国からのシェールガス
開発やLNGビジネスを見越した投資が活発化しました。その結
果、当事務所としてもこれまで馴染みが薄かった石油・天然ガ
ス分野での業務が急速に拡大しています。
　カナダ西岸からのLNG輸出は、良好な投資環境や輸送距離、
液化時の気候など、メリットは多数あるものの、先住民問題や
BC州が導入予定のLNG税及び今後の労働力不足への懸念と
いったカナダ固有の課題にも直面しています。常に比較対象と
なる米国のLNG案件との関係など、短期・中期・長期のどの視
点で見るのかによっても、カナダ案件の評価は変わってくるか
もしれません。

　JOGMECはカナダにおいて、日系企業が関与する有望な
シェールガス鉱区に対する出資・融資を既に複数案件実施してい
ます。さらにカナダに豊富に存在する超重質油（ビチューメン）の
流動性向上のためのSCWC技術（超臨界水による改質技術）や高
効率・高生産のシェールガス井開発技術、ガスのマネタイズオプ
ションのひとつとなるGTL技術等、エンジニアリングチームを持
つJOGMECの強みを活かした研究開発関連活動も展開中です。
　大国と隣り合わせの中で今後の未来像を展望せざるを得な
いという、似たような境遇にある日本とカナダ。天然ガスを
中心とする新たな両国間の関係は、単に経済的な連携を超越
し、今後数十年にわたる新たな礎になるものと考えています。
カナダにお越しの際には、是非、当事務所にお立ち寄りくだ
さい。エキサイティングな状況を共有できることを楽しみにし
ております。なお、雨のバンクーバーもなかなか乙なものです。

カナダ石炭コンサルタ
ントDoug Smith氏を迎
えてのミニ講演会の様
子（2014.5.6）

PDAC2014での
JOGMECブース

JOGMECとBC州の協定サイン時

連邦政府、州政府との天然ガスを
中心とした協定を次々締結

　日本とカナダの政府間レベルでの関係
は、近年、急速に深まっています。2012年に
はJOGMEC河野理事長とBC州クラーク首
相が天然ガス分野の相互協力協定に調印、
その後さらに、連邦政府やアルバータ州と
の連携も深めています 。また、2013年９月

には安倍総理とハーパー首相との首脳会談
が行われ、その後の茂木経産大臣と連邦天
然資源省オリバー大臣、同じく茂木経産大
臣とBC州クラーク首相との天然ガスを主眼
とする協力文書への締結とつながりました。

風光明媚な鉱業の町、
バンクーバーで20余年。
北海道より緯度が高いにもかかわらず、暖流のおかげで年
間を通じて温暖なバンクーバー。冬は雨が多いものの、春
は暖かく、夏はカラッと気持ちのいい日が続き、世界一暮
らしやすい都市ランキングでは常に上位に選ばれていま
す。この地に1992年、カナダ唯一の海外事務所として設立
されたのが当事務所。バンクーバーは初期段階の開発探
鉱を担うジュニアカンパニーの聖地であり、カナダのみな
らず世界のマイニングビジネスの拠点としても有名です。

世界のJOGMECから
世界各地のJOGMEC事務所の駐在員が現地の今をレポートします。

Report 01

カナダ・バンクーバー事務所FROM

それはマイニングビジネスから始まった

シェールガス革命と東日本大震災が変えた両国の関係

カナダの資源と日本の技術をJOGMECが結ぶ

　日本とカナダの政府間レベルでの関係

NEWS
資源外交

大自然を残しながらも都会
としての魅力を併せ持つ

バンクーバーの内陸部には豊かな自然が残っている BC州北西部Kitimat港エリア

Destination BC/JF Bergeron

JOGMEC
バンクーバー
事務所

プリンス・ルパート
ブリティッシュ・
コロンビア州

バンクーバー

ロサンゼルス横浜
釜山

上海

チェンナイ
プリンス・
ルパート

ロサンゼルス

上海 横浜 釜山

9.9 7.92 9.5

11.9 10.08 11

チェンナイ

17.1

19.3

船で20ノット（時速約37キロ）で進んだ場合の推測日数

出典：B.C.,Canada Prospects in Mining and Natural Gas

左から
副所長・山路法宏（2013年11月より現職）
／副所長・昆野充登（2013年7月より現職）
／所長・辻本圭助（2011年7月より現職）／
Dr. Kuang Ine Lu：アドバイザー（2003年
より現職）／室井エリサ：現地スタッフ
（2003年8月より現職）
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Member

輸送距離上の
メリット


