
第6話

用途や状態で使い分けられる
天然ガスの量を示す単位

　天然ガスに関するニュースを見ていて、単位
がまちまちだと思ったことはありませんか？　
　たとえば、天然ガスの単位に㎥（立米、リュ
ウベイ、立方メートル）があります。これは天
然ガスが気体で存在する場合の体積を示して
います。英国や米国などヤード・ポンド単位系
を採用する国々では、代わりにcf（立方フィー
ト）が使われます。一方、日本が輸入する液化
天然ガスは液体なので、体積以外にも重さの

単位 t（トン）なども使われます。さらに、ガス
は成分により燃焼時に発生する熱量が変わり
ます。熱量を基準にするときは、英国熱量単位
のBtu（ブリティッシュサーマルユニット）
や J（ジュール）を使います。中でも、ガス産業
が最初に発展した英国や米国で使われてきた
Btuは業界標準的存在で、今でも多くの場面
で使われています。
　つまり、単位はいろいろですが、どれも天然
ガスの量を示し、用途や状態で使い分けてい
るのです。天然ガスの単位はほかにもあるの
で、ぜひニュースなどで探してみてください。
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資源は遠い存在、なんて思っていませんか？　観光で
訪れた名建築や初めて買った自慢のマイカー……。
実は、暮らしの中にも資源はたくさん隠れています。
見落としがちな暮らしと資源の関わり、ご覧あれ。
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2006年京都大学大学院情報学研
究科修士修了、同年日本 IBM東京
基礎研究所に入社、データ解析技
術の研究開発に従事。2012年4月
にPreferred Infrastructureに 入
社。2015年Preferred Networks
米国子会社へ転籍。2018年本社
へ帰任、同年12月に執行役員に就
任。2020年11月より現職

1999年静岡大学理工学研究
科（修士）修了。2000年石油
公団入団。2019年5月、デジタ
ル推進グループ担当調査役、
2020年より現職。技術部探査
技術課長を兼務しながら、日
本の石油・天然ガス開発業界や
JOGMEC内への、デジタル技
術の普及・促進に取り組む
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資源の安定供給を使命とするJOGMECでは、現在、人工知能（AI）など最先端のデジタル技術を積極的に活
用することで、資源探査の効率化や資源開発における安全性のさらなる向上を目指している。今回は、AIの
産業への応用事業を数多く手掛けるベンチャー企業株式会社Preferred Networks（PFN）の執行役員であ
る比戸将平氏を迎え、JOGMECの小西祐作と資源エネルギー業界におけるAI活用について話し合った。



小西　私は地質学が専門で、野山に分
け入って岩石を叩いたり地層の傾きを
調べたりして、地質構造の成り立ちを
探ることを専門にしてきました。そのた
め、AIというものも、インターネットの
サーチエンジンとか、呼びかけると照
明をつけてくれるような製品に入って
いるプログラム、くらいの認識でした。
比戸　機械学習やディープラーニング
（深層学習）などのAI、すなわち人工知
能というと難しく聞こえるかもしれませ
んが、基本的には今のお話にも出たプ
ログラムのひとつです。コンピューター
を扱う方法には2種類あり、ひとつは
「この場合はこうしなさい」と命令する
方法です。それに対し、データをたくさ
ん見せて、その中から「こういうときは
こうしたらいい」と例を示してコン
ピューターに動いてもらうのがAIと呼
ばれる手法です。
小西　比戸さんは IBM基礎研究所
を経て2012年にPFNの前身となる
Preferred Infrastructure（PFI）に入社
されました。当時、AIへの期待が大き
かったということですか？
比戸　PFNの前身の会社にいた2012
年頃、ディープラーニングが急速に発
展するのを目の当たりにしました。様々
な分野で、たくさんのデータをうまく用
いることでイノベーションを起こし始め
ていたのです。社内でもその可能性が
注目され、ディープラーニングに注力す

るPFNがスピンオフしたため、私もAI
の大きな波を感じて転籍しました。現
在はAIの第3次ブームと呼ばれ、盛り
上がっていますが、その背景にはビッ
グデータの蓄積と、それを処理する
ディープラーニングの登場があります。
小西　読み通り、今では多くの分野で
AIが活用されています。最近はどのよ
うな分野に注目されていますか？
比戸　最近は材料探索がすごくおもし
ろいと思っています。たとえば創薬の
分野でいうと、ある病気の治療薬を作
るとき、どういう組成の化学物質が効
くかをAIで探るというものです。これ
までは人間が経験に基づいて化学式を
作り、実験を繰り返してきました。その
プロセスの多くをAI化すれば、実験を
減らしたりコストを削減できます。これ
は創薬の話ですが、すでにさまざまな
産業で取り入れられています。弊社で
もENEOSさんと合弁会社を設立し、7
月からMatlantisという化学品や新素
材開発向けシミュレータの提供を開始
しました。材料探索に要していた計算
時間を数万から数千万倍高速化して、
数秒単位で実施できるようになりました。
小西　数千万倍とはすごいですね。人
が追いすがることもできない速さで研
究が進むと思うと、とても大きな可能
性を感じます。

小西　資源エネルギー分野でのAIの

活用という点では、異常・予兆検知の用
途で資源開発企業が取り組み始めてい
ます。たとえば油ガス田を開発する際、
井戸を掘る掘削機や原油をくみ上げる
ポンプ等の機器にセンサーを設置し、
異常や予兆を検知することで、掘削や
生産における障害を未然に防ぐ、と
いったものです。まだ開発中ですが、
ビッグデータを蓄積できれば、AIで解
析し、「このような障害が発生する可能
性が高い」「すぐにメンテナンスが必
要」などの予測ができると期待されて
います。
比戸　AIの活用を異常検知から始め
るのは非常に賢明だと思います。資源
エネルギー開発では、一度の事故で数
十億、数百億が一気に吹き飛ぶことも
あると聞いています。経済的な効果は
非常に大きく、取り組む価値は高いと
思います。
小西　ほかにも、原油・天然ガスの生
産施設では、これまでパイプラインの
腐食の有無などを人の目で直接点検し
ていましたが、最近はドローンで撮影
した画像を使った保守点検が始まって
います。今後、AIの画像認識技術を使
えば、AIが異常の有無を判断してくれ
るようになるかもしれません。最近は
赤外線カメラで撮影した画像を基に、
漏洩したメタンガスを自動検知できる
センサーシステムも市販されています。
そういったものをドローンに搭載でき
れば、作業の大幅な効率化が図られる
とともに、人では発見できない微量の
漏洩も防げるようになるでしょう。省力
化、人員の安全確保という点で非常に
期待されている取り組みです。
比戸　それは素晴らしいですね。セン
サー技術の発達はAIにとって非常に
重要で、高性能なセンサーを安価に導
入できることは大きなアドバンテージ
になります。弊社では自動車部品の点
検や食品製造現場における異物混入
の監視などに、AIによる外観検査案件

を多く手掛けていますが、ドローンを
使って撮影した画像から異常を検出す
るというソリューションも、技術的には
非常に似ていると思います。
小西　一方、資源開発の上流では、地
下構造を調べることも重要なテーマで
す。これまで、人力や専用機器で情報
を集め、専門の技術者がその地域の歴
史を数億年前までさかのぼり、「ここに
原油が多くたまっているのではないか」
といったことを、長年の経験と知識の
蓄積に基づき判断してきました。人間
の持つ知識の蓄積や経験をAIで再現
するのは難しいのではないかと思いま
すが、どう思われますか？
比戸　おっしゃる通り、そのハードルは
とても高いと思っています。今の技術
では、AIが学習できるのはデータだけ
なので、人間だけが持つ知識や経験を
どうAIに反映させるかは大きな課題で
す。伝統の技のようなものがあったとし
て、すべてヒアリングから導き出し、AI
で再現することは困難です。とはいえ、
人間は百発百中ではないにしろ当てて
いる。そこにはなにかがあるはずで、
それを解明するにはデータの量がひと
つの問題になってきます。
小西　データの量ですか？
比戸　そもそも資源エネルギー分野
は、AIを活用するのが難しい分野のひ
とつです。その理由は、データの集め
づらさにあります。AIは、教師データと
呼ばれる膨大なデータを学習させるこ
とで予測精度を高めていきます。逆に
データが少ないと、偶発的なデータの
比率が上がり、判断の精度が下がりま
す。そのため、学習させるデータが多
ければ多いほどAIは優秀になるのです
が、資源エネルギー開発の場合、実際
の地下の構造を見ることはできず、地
下構造に関するデータも限られていま
す。世界中で探査を行う技術者の知識
もデータとしてまとまっているわけでは
ありません。情報を集めるために掘削

するにしても巨額の資金が必要です。
ほかの分野よりも圧倒的にデータの収
集が難しい点が、AI活用のハードルの
高さです。これは先ほど話に出た、AI
を活用した異常検知でも同様です。異
常検知はあらゆる産業分野で不可欠
な機能ですが、ほとんどの分野でAIに
学習させるデータが足りません。異常
は本来発生してはならないものなの
で、サンプル数に対し、その中に含まれ
る異常データの割合が決して高くあり
ません。
小西　ということは、現在、AI活用が
進んでいる分野は比較的容易にデータ
を蓄積できるということでしょうか。
比戸　おっしゃる通りです。たとえば、
2015年頃からAIが威力を発揮し始め
たのは、画像認識や音声認識の分野で

す。現在、インターネットで、猫の画像
を検索するとさまざまな猫の画像が表
示されるのは、AIに大量の猫の画像を
学習させたおかげです。スマートフォン
に「明日の朝7時に起こして」と話しか
けるだけでアラームをセットしてくれる
のは、AIに大量の音声データを学習さ
せたおかげです。画像データや音声
データは簡単に集まるため、AIの認識
性能は日々向上し続けています。

小西　AIの活用における課題のひとつ
にビッグデータの収集を挙げられまし
たが、比戸さんはどのようなアプロー
チがあると考えていますか？
比戸　資源エネルギー分野でビッグ
データを収集するには、主に2つの方
法があると考えています。ひとつはコ
ンピューターシミュレーションの活用。
そしてもうひとつが、業界全体での課
題解決です。ひとつ目のコンピューター
シミュレーションの活用とは、ターゲッ
トとなる地域の地下構造の3次元モデ
ルを使ってシミュレーションすること
で、その地下構造に関するいろいろな
評価データを蓄積する方法です。十分
なデータが集まれば、逆に評価データ
から地下構造を類推することもできる
ようになります。これがAIとシミュレー
ションを組み合わせる強みです。
小西　御社は三井物産さんと協働で
探査プロジェクトを行っていますよね。

シミュレーションを活用した技術はそ
こでも生かされているのですか？
比戸　三井物産さんと弊社が共同で
創設したMit-PFN Energyは、ディー
プラーニングを用いた地下構造解析AI
システムの開発および事業化が目的で
す。資源エネルギー開発における地下
構造に関するデータをAIで解析するほ
か、PFNが所有するスーパーコン
ピューターを使って大規模シミュレー
ションを行うことで、複雑な地下構造
をより正確に推定し、石油・天然ガスを
はじめとした地下資源の探査、二酸化
炭素の地下貯留（CCS：Carbon Capture 
and Storage）等の低炭素化事業、地
熱発電等の再生可能エネルギー分野
への応用を目指しています。
小西　探査にAIが活用されるとは、夢
のような話ですね。地下構造の評価に
AIが活用されれば、コスト削減だけで
なく、油ガス田発見の新たな可能性に
つながるのではと本当にわくわくします。
比戸　そして、もうひとつの業界全体
での課題解決は、たとえば異常検知に
よる安全性の確保や開発コストの削減
が、企業同士の競争領域ではなく、協
調領域であるならば、資源エネルギー
分野全体のデータを活用できることを
意味します。1社だけでなく、日本中の
資源開発企業のデータが集まれば、未
知の異常検知や探査に対する予測精
度の向上につながります。資源エネル
ギー分野は、国の施策と密接に結びつ
いています。まさに国の資源エネル
ギー分野を担うJOGMECが旗振り役
を担えば、今後大きな進展があるので

はないでしょうか。
小西  おっしゃる通り、協調領域となれ
ばその意義は非常に大きいでしょう。
その第一歩になるかわかりませんが、
2021年3月、JOGMECが加盟してい
る、ベンダー中立のグローバル標準を
推進する団体「オープン・グループ」の
下に、「OSDU」というエネルギー業界
を対象としたフォーラムがあり、このグ
ループがオープンソースのデータ・プ
ラットフォームを発表しました。石油・
天然ガスを起点にエネルギー業界に共
通のデータ・プラットフォームを普及さ
せることで、今後、資源エネルギー業
界全体のデータが共通のフォーマット
で蓄積されていくことになります。
比戸　それは極めて大きな一歩です
ね。たとえデータが提供されても、デー
タ・フォーマットがバラバラではAIに学
習させることができません。データ整
備の手間がなくなるだけでも、ハードル
は大きく下がるのではないでしょうか。

小西　新興国では当面、安価な化石燃
料の需要がなくなることはありません。
油ガス田開発における省力化、省人化、
安全化は必須であり、その点でAIやシ
ミュレーション技術は今後、大きく貢献
していくと、比戸さんのお話を伺いな
がら感じました。
比戸　最近はあまり言われなくなりま
したが、一時期、「AIが人の仕事を奪

う」といった議論もありました。我々の
考え方は、人がやらなくてよい仕事や
危険な仕事の省人化や安全化であり、
その点で、資源エネルギー分野はまさ
に最適です。苦役から人間を解放する
ことがAIやロボットを活用する最大の目
的です。今後はますますAIやAIを搭載
したロボットの活用が進むと思います。
小西　火力発電においては、化石燃料
に代わり、燃焼時にCO₂を排出しない
水素を燃料として利用する取り組みが
進んでいます。しかしそのためには、当
面、水素を製造する際に発生するCO₂
を分離して、地下に貯留する「CCS」や
「CCUS（Carbon Capture, Utilization 
and Storage）」が不可欠です。地下構
造に関するシミュレーションやAIによ
る解析は、CCSにも役立つでしょう。
そういう意味では、地下探査用のAIは
エネルギー問題と環境問題という、世
界が乗り越えなくてはならない2つの
問題を同時に解決してくれる存在なの
かもしれません。
比戸　シミュレーションの精度が高ま
れば、CCSの計画も立てやすくなるは
ずです。貯留層を探し出し、そこに
CO₂を毎年どれくらい貯留していけば
よいのかがわかれば、当面は化石燃料
を使いながら、カーボンニュートラルを
実現することも可能になるでしょう。実
際、Mit-PFN Energyでは、CCSによる
低炭素化事業への応用も視野に入れ
て、事業化を進めています。
小西　産油国なら油ガス田に関する豊
富なデータを保有しています。産油国
にAIを導入することで、生産効率の大

幅な向上と、環境負荷の低減が図られ
るでしょう。
比戸　小西さんはAIの発展で、資源
エネルギー分野が今後どのように変わ
ると思われていますか？
小西　JOGMECは、日本企業の資源
エネルギー開発を支援することで、日
本に安定的かつ安価に資源エネル
ギーを供給することを使命としている
組織です。やはりAIに対しては、「デー
タを入れただけで、どこにどのくらいの
資源が眠っているかがわかるようにな
る」「見つけた資源をより短い時間で、
より低いコストで、より低い環境負荷
で開発できるようになる」ことを通じ
て、資源が安定的に日本に入ってくるこ
とを期待しています。たとえばAIとシ
ミュレーションを活用すれば、地球に
ある資源の総量が今よりも高い精度で
推定できるようになるかもしれません。
そうなれば、油ガス田をストレージとと
らえ、必要なときに必要な分だけ生産
するというような、計画的な化石燃料
との付き合い方も見つかるかもしれま
せん。CCSについても同様に、CO₂を
計画的に貯留していくことで、これまで
の暮らしを大きく変えずにカーボン
ニュートラル達成を目指すという道筋
もありえるでしょう。夢物語かもしれま
せんが、せっかくなら大きな夢を持ちた
いと思います。
比戸　ぜひAIを通して夢の実現に協
力したいと思います。本日はどうもあり
がとうございました。
小西　こちらこそ、貴重なお話をあり
がとうございました。

A I は 人 間の 仕事を奪うのではなく

苦 役 から解 放 する存 在だと考えています

AIがもたらす
技術革新

JOGMECのデジタルへの
取り組みを特設サイト
｢資源ミライ開発」で発信

JOGMECのデジタルへの取り組みは特設サイ
ト「資源ミライ開発」でさらに詳しく発信中。
「CCS推進事業」をはじめとした新たな技術開
発への取り組みもイラストとともに紹介してい
ます。

資源開発のAI活用は
始まったばかり

資源ミライ開発URL：
https://mirai.jogmec.go.jp/



小西　私は地質学が専門で、野山に分
け入って岩石を叩いたり地層の傾きを
調べたりして、地質構造の成り立ちを
探ることを専門にしてきました。そのた
め、AIというものも、インターネットの
サーチエンジンとか、呼びかけると照
明をつけてくれるような製品に入って
いるプログラム、くらいの認識でした。
比戸　機械学習やディープラーニング
（深層学習）などのAI、すなわち人工知
能というと難しく聞こえるかもしれませ
んが、基本的には今のお話にも出たプ
ログラムのひとつです。コンピューター
を扱う方法には2種類あり、ひとつは
「この場合はこうしなさい」と命令する
方法です。それに対し、データをたくさ
ん見せて、その中から「こういうときは
こうしたらいい」と例を示してコン
ピューターに動いてもらうのがAIと呼
ばれる手法です。
小西　比戸さんは IBM基礎研究所
を経て2012年にPFNの前身となる
Preferred Infrastructure（PFI）に入社
されました。当時、AIへの期待が大き
かったということですか？
比戸　PFNの前身の会社にいた2012
年頃、ディープラーニングが急速に発
展するのを目の当たりにしました。様々
な分野で、たくさんのデータをうまく用
いることでイノベーションを起こし始め
ていたのです。社内でもその可能性が
注目され、ディープラーニングに注力す

るPFNがスピンオフしたため、私もAI
の大きな波を感じて転籍しました。現
在はAIの第3次ブームと呼ばれ、盛り
上がっていますが、その背景にはビッ
グデータの蓄積と、それを処理する
ディープラーニングの登場があります。
小西　読み通り、今では多くの分野で
AIが活用されています。最近はどのよ
うな分野に注目されていますか？
比戸　最近は材料探索がすごくおもし
ろいと思っています。たとえば創薬の
分野でいうと、ある病気の治療薬を作
るとき、どういう組成の化学物質が効
くかをAIで探るというものです。これ
までは人間が経験に基づいて化学式を
作り、実験を繰り返してきました。その
プロセスの多くをAI化すれば、実験を
減らしたりコストを削減できます。これ
は創薬の話ですが、すでにさまざまな
産業で取り入れられています。弊社で
もENEOSさんと合弁会社を設立し、7
月からMatlantisという化学品や新素
材開発向けシミュレータの提供を開始
しました。材料探索に要していた計算
時間を数万から数千万倍高速化して、
数秒単位で実施できるようになりました。
小西　数千万倍とはすごいですね。人
が追いすがることもできない速さで研
究が進むと思うと、とても大きな可能
性を感じます。

小西　資源エネルギー分野でのAIの

活用という点では、異常・予兆検知の用
途で資源開発企業が取り組み始めてい
ます。たとえば油ガス田を開発する際、
井戸を掘る掘削機や原油をくみ上げる
ポンプ等の機器にセンサーを設置し、
異常や予兆を検知することで、掘削や
生産における障害を未然に防ぐ、と
いったものです。まだ開発中ですが、
ビッグデータを蓄積できれば、AIで解
析し、「このような障害が発生する可能
性が高い」「すぐにメンテナンスが必
要」などの予測ができると期待されて
います。
比戸　AIの活用を異常検知から始め
るのは非常に賢明だと思います。資源
エネルギー開発では、一度の事故で数
十億、数百億が一気に吹き飛ぶことも
あると聞いています。経済的な効果は
非常に大きく、取り組む価値は高いと
思います。
小西　ほかにも、原油・天然ガスの生
産施設では、これまでパイプラインの
腐食の有無などを人の目で直接点検し
ていましたが、最近はドローンで撮影
した画像を使った保守点検が始まって
います。今後、AIの画像認識技術を使
えば、AIが異常の有無を判断してくれ
るようになるかもしれません。最近は
赤外線カメラで撮影した画像を基に、
漏洩したメタンガスを自動検知できる
センサーシステムも市販されています。
そういったものをドローンに搭載でき
れば、作業の大幅な効率化が図られる
とともに、人では発見できない微量の
漏洩も防げるようになるでしょう。省力
化、人員の安全確保という点で非常に
期待されている取り組みです。
比戸　それは素晴らしいですね。セン
サー技術の発達はAIにとって非常に
重要で、高性能なセンサーを安価に導
入できることは大きなアドバンテージ
になります。弊社では自動車部品の点
検や食品製造現場における異物混入
の監視などに、AIによる外観検査案件

を多く手掛けていますが、ドローンを
使って撮影した画像から異常を検出す
るというソリューションも、技術的には
非常に似ていると思います。
小西　一方、資源開発の上流では、地
下構造を調べることも重要なテーマで
す。これまで、人力や専用機器で情報
を集め、専門の技術者がその地域の歴
史を数億年前までさかのぼり、「ここに
原油が多くたまっているのではないか」
といったことを、長年の経験と知識の
蓄積に基づき判断してきました。人間
の持つ知識の蓄積や経験をAIで再現
するのは難しいのではないかと思いま
すが、どう思われますか？
比戸　おっしゃる通り、そのハードルは
とても高いと思っています。今の技術
では、AIが学習できるのはデータだけ
なので、人間だけが持つ知識や経験を
どうAIに反映させるかは大きな課題で
す。伝統の技のようなものがあったとし
て、すべてヒアリングから導き出し、AI
で再現することは困難です。とはいえ、
人間は百発百中ではないにしろ当てて
いる。そこにはなにかがあるはずで、
それを解明するにはデータの量がひと
つの問題になってきます。
小西　データの量ですか？
比戸　そもそも資源エネルギー分野
は、AIを活用するのが難しい分野のひ
とつです。その理由は、データの集め
づらさにあります。AIは、教師データと
呼ばれる膨大なデータを学習させるこ
とで予測精度を高めていきます。逆に
データが少ないと、偶発的なデータの
比率が上がり、判断の精度が下がりま
す。そのため、学習させるデータが多
ければ多いほどAIは優秀になるのです
が、資源エネルギー開発の場合、実際
の地下の構造を見ることはできず、地
下構造に関するデータも限られていま
す。世界中で探査を行う技術者の知識
もデータとしてまとまっているわけでは
ありません。情報を集めるために掘削

するにしても巨額の資金が必要です。
ほかの分野よりも圧倒的にデータの収
集が難しい点が、AI活用のハードルの
高さです。これは先ほど話に出た、AI
を活用した異常検知でも同様です。異
常検知はあらゆる産業分野で不可欠
な機能ですが、ほとんどの分野でAIに
学習させるデータが足りません。異常
は本来発生してはならないものなの
で、サンプル数に対し、その中に含まれ
る異常データの割合が決して高くあり
ません。
小西　ということは、現在、AI活用が
進んでいる分野は比較的容易にデータ
を蓄積できるということでしょうか。
比戸　おっしゃる通りです。たとえば、
2015年頃からAIが威力を発揮し始め
たのは、画像認識や音声認識の分野で

す。現在、インターネットで、猫の画像
を検索するとさまざまな猫の画像が表
示されるのは、AIに大量の猫の画像を
学習させたおかげです。スマートフォン
に「明日の朝7時に起こして」と話しか
けるだけでアラームをセットしてくれる
のは、AIに大量の音声データを学習さ
せたおかげです。画像データや音声
データは簡単に集まるため、AIの認識
性能は日々向上し続けています。

小西　AIの活用における課題のひとつ
にビッグデータの収集を挙げられまし
たが、比戸さんはどのようなアプロー
チがあると考えていますか？
比戸　資源エネルギー分野でビッグ
データを収集するには、主に2つの方
法があると考えています。ひとつはコ
ンピューターシミュレーションの活用。
そしてもうひとつが、業界全体での課
題解決です。ひとつ目のコンピューター
シミュレーションの活用とは、ターゲッ
トとなる地域の地下構造の3次元モデ
ルを使ってシミュレーションすること
で、その地下構造に関するいろいろな
評価データを蓄積する方法です。十分
なデータが集まれば、逆に評価データ
から地下構造を類推することもできる
ようになります。これがAIとシミュレー
ションを組み合わせる強みです。
小西　御社は三井物産さんと協働で
探査プロジェクトを行っていますよね。

シミュレーションを活用した技術はそ
こでも生かされているのですか？
比戸　三井物産さんと弊社が共同で
創設したMit-PFN Energyは、ディー
プラーニングを用いた地下構造解析AI
システムの開発および事業化が目的で
す。資源エネルギー開発における地下
構造に関するデータをAIで解析するほ
か、PFNが所有するスーパーコン
ピューターを使って大規模シミュレー
ションを行うことで、複雑な地下構造
をより正確に推定し、石油・天然ガスを
はじめとした地下資源の探査、二酸化
炭素の地下貯留（CCS：Carbon Capture 
and Storage）等の低炭素化事業、地
熱発電等の再生可能エネルギー分野
への応用を目指しています。
小西　探査にAIが活用されるとは、夢
のような話ですね。地下構造の評価に
AIが活用されれば、コスト削減だけで
なく、油ガス田発見の新たな可能性に
つながるのではと本当にわくわくします。
比戸　そして、もうひとつの業界全体
での課題解決は、たとえば異常検知に
よる安全性の確保や開発コストの削減
が、企業同士の競争領域ではなく、協
調領域であるならば、資源エネルギー
分野全体のデータを活用できることを
意味します。1社だけでなく、日本中の
資源開発企業のデータが集まれば、未
知の異常検知や探査に対する予測精
度の向上につながります。資源エネル
ギー分野は、国の施策と密接に結びつ
いています。まさに国の資源エネル
ギー分野を担うJOGMECが旗振り役
を担えば、今後大きな進展があるので

はないでしょうか。
小西  おっしゃる通り、協調領域となれ
ばその意義は非常に大きいでしょう。
その第一歩になるかわかりませんが、
2021年3月、JOGMECが加盟してい
る、ベンダー中立のグローバル標準を
推進する団体「オープン・グループ」の
下に、「OSDU」というエネルギー業界
を対象としたフォーラムがあり、このグ
ループがオープンソースのデータ・プ
ラットフォームを発表しました。石油・
天然ガスを起点にエネルギー業界に共
通のデータ・プラットフォームを普及さ
せることで、今後、資源エネルギー業
界全体のデータが共通のフォーマット
で蓄積されていくことになります。
比戸　それは極めて大きな一歩です
ね。たとえデータが提供されても、デー
タ・フォーマットがバラバラではAIに学
習させることができません。データ整
備の手間がなくなるだけでも、ハードル
は大きく下がるのではないでしょうか。

小西　新興国では当面、安価な化石燃
料の需要がなくなることはありません。
油ガス田開発における省力化、省人化、
安全化は必須であり、その点でAIやシ
ミュレーション技術は今後、大きく貢献
していくと、比戸さんのお話を伺いな
がら感じました。
比戸　最近はあまり言われなくなりま
したが、一時期、「AIが人の仕事を奪

う」といった議論もありました。我々の
考え方は、人がやらなくてよい仕事や
危険な仕事の省人化や安全化であり、
その点で、資源エネルギー分野はまさ
に最適です。苦役から人間を解放する
ことがAIやロボットを活用する最大の目
的です。今後はますますAIやAIを搭載
したロボットの活用が進むと思います。
小西　火力発電においては、化石燃料
に代わり、燃焼時にCO₂を排出しない
水素を燃料として利用する取り組みが
進んでいます。しかしそのためには、当
面、水素を製造する際に発生するCO₂
を分離して、地下に貯留する「CCS」や
「CCUS（Carbon Capture, Utilization 
and Storage）」が不可欠です。地下構
造に関するシミュレーションやAIによ
る解析は、CCSにも役立つでしょう。
そういう意味では、地下探査用のAIは
エネルギー問題と環境問題という、世
界が乗り越えなくてはならない2つの
問題を同時に解決してくれる存在なの
かもしれません。
比戸　シミュレーションの精度が高ま
れば、CCSの計画も立てやすくなるは
ずです。貯留層を探し出し、そこに
CO₂を毎年どれくらい貯留していけば
よいのかがわかれば、当面は化石燃料
を使いながら、カーボンニュートラルを
実現することも可能になるでしょう。実
際、Mit-PFN Energyでは、CCSによる
低炭素化事業への応用も視野に入れ
て、事業化を進めています。
小西　産油国なら油ガス田に関する豊
富なデータを保有しています。産油国
にAIを導入することで、生産効率の大

幅な向上と、環境負荷の低減が図られ
るでしょう。
比戸　小西さんはAIの発展で、資源
エネルギー分野が今後どのように変わ
ると思われていますか？
小西　JOGMECは、日本企業の資源
エネルギー開発を支援することで、日
本に安定的かつ安価に資源エネル
ギーを供給することを使命としている
組織です。やはりAIに対しては、「デー
タを入れただけで、どこにどのくらいの
資源が眠っているかがわかるようにな
る」「見つけた資源をより短い時間で、
より低いコストで、より低い環境負荷
で開発できるようになる」ことを通じ
て、資源が安定的に日本に入ってくるこ
とを期待しています。たとえばAIとシ
ミュレーションを活用すれば、地球に
ある資源の総量が今よりも高い精度で
推定できるようになるかもしれません。
そうなれば、油ガス田をストレージとと
らえ、必要なときに必要な分だけ生産
するというような、計画的な化石燃料
との付き合い方も見つかるかもしれま
せん。CCSについても同様に、CO₂を
計画的に貯留していくことで、これまで
の暮らしを大きく変えずにカーボン
ニュートラル達成を目指すという道筋
もありえるでしょう。夢物語かもしれま
せんが、せっかくなら大きな夢を持ちた
いと思います。
比戸　ぜひAIを通して夢の実現に協
力したいと思います。本日はどうもあり
がとうございました。
小西　こちらこそ、貴重なお話をあり
がとうございました。

A I の 導 入 が 進 めば 資 源を計 画 的に生 産 する

未 来もあるかもしれません
TRCウィーク2021
2021年10月25日（月）～29日（金）

砂層型メタンハイドレート
フォーラム2021 2021年12月1日（水）

JOGMEC Digital Online
Session 2021 2021年12月17日（金）

　JOGMECが掲げる技術戦略テーマ「『資源ミラ
イ開発』脱炭素社会を支える資源開発技術を拓
く」に沿った講演内容を配信します。デジタル事業
は、PoCだけでなく現場実証の成果報告をします。

　砂層型メタンハイドレート研究開発の様々な取
り組み経過や今後の現場作業予定について、オン
ラインでご報告します。詳しくはMH21-S研究開
発コンソーシアムのホームページまで。

　資源開発に対するデジタル技術の活用事例や
昨今のトレンド、各石油企業の皆様の取り組みを
広く発信すると同時に、活発な意見交換の場とす
る予定です。

■EVENT情報 JOGMECでは石油天然ガス開発に関する各種イベントを予定しています。ぜひご参加ください。

データ収集を
実現させる2つの方法

AIの活用で
見えてくる未来の姿
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資源エネルギーにまつわる
ニュースの読み解き方

需要と供給のバランスに加えて
金融緩和政策が
価格上昇の主要因

　2020年4月、新型コロナウイルスの
影響で原油価格が急落。しかしその後
回復し始め、特に2020年12月頃以降
はより顕著になりました。日本では昨
年以上に感染が拡大する中、なぜ原油
価格は上昇を続けるのでしょうか。
　原油価格は需要と供給のバランスで

決まるのが基本的な考え方です。消費
に必要な原油（需要）より生産される
原油（供給）が少ないと価格は上がり、
需要よりも供給が多ければ原油価格が
下がります。
　その観点に立って需要と供給の動き
を見てみると、原油価格の上昇が顕著
になり始めた12月頃といえば、欧米諸
国等でワクチン接種が始まったタイミ
ングです。それにより個人の外出や経
済活動の回復に伴う需要の増加への

期待が高まり、原油価格の上昇につな
がりました。
　一方、供給面では、新型コロナウイ
ルスの感染拡大に伴う世界経済減速お
よび石油需要の減少時にOPECプラス
産油国が原油生産を削減し、供給量が
減少しました。原油価格の変動は、世
界の原油生産量の4割超を占める
OPEC プラス産油国、特に、OPECの
事実上の盟主であるサウジアラビアの
動向が大きく左右します。同国では石

油産業の国家収入に占める割合が大き
いため、原油価格を上昇させたいとの
思惑があります。そのため2020年の
原油価格急落以降、OPECは減産し、
原油価格の底上げを図ってきました。
　需要と供給に加え、景気刺激策とし
て、世界中で金融緩和が行われたこと
も原油価格上昇に関わっています。超
低金利で借りられる資金が市場に流入
し、世界中の株価が上昇しました。日
経平均も2021年2月、約30年ぶりに3
万円台を記録し、大きく話題になりまし
たが、原油市場にも同様に資金が流入
し、相場を押し上げたのです。これら
複数の要因が重なり合うことで、原油

価格が上昇を続けてきました。
　では、今後、価格が下落する要因が
ないかと言えば、そうでもありません。
たとえばイランの動向です。2021年に
米国でバイデン政権が誕生したこと
で、イランとの核合意正常化への期待
が高まっています。イランへの制裁解
除は同国の原油の増産につながり、原
油価格の下落要因となります。また、
OPECの中でもアラブ首長国連邦
（UAE）は原油生産抑制に消極的な姿
勢を示す場面も見られます。UAEで
は、近年のカーボンニュートラル推進
の動きに対し、需要消滅の前に国内に
埋蔵される原油を売り切りたいという

資源エネルギーの大半を輸入
に頼っている日本にとって、
海外で起こるさまざまな出来
事が私たちの生活に直接影響
を及ぼします。ここでは、最
近の資源エネルギーにまつわ
るニュースとその背景を読み
解いていきましょう。

原油価格が高止まりしているという
ニュースを見ました。
コロナ禍だというのに
なぜ価格が上がるのですか？

特に影響が大きいのは
OPECプラス産油国の動向です。
中でも盟主サウジアラビアの思惑が
原油価格を下支えしています。

原油価格が高いと
日本人の生活にどんな影響がありますか？

ガソリン価格やプラスチック価格などが上昇し
ほかの物品やサービスの購入が抑制されることで
経済にマイナスの影響を与えます。

日々の生活にも関係しています

石
油
の

ニ
ュ
ー
ス
を
読
む

思いがあります。秩序だった生産方針
を重視するサウジアラビアとの思惑の
違いが、今後OPECプラス産油国全体
の原油生産調整をめぐる足並みの乱れ
につながるかもしれません。そうなれ
ば供給量が増加し、原油価格下降の要
因となるでしょう。
　原油価格の変動は、ガソリンや軽油
および発電用燃料といった石油製品価
格の変動につながります。石油製品価
格が上昇すれば、トラックや船舶など
運輸部門の収益が悪化し、自家用車が
生活の足になっている地域では、生活
費における燃料費の割合が高まること
でほかの物品やサービスの消費の減少
につながります。日本の場合、発電燃料
の中心を担う天然ガスの調達価格は、
相当部分が原油価格に連動しているた
め、電気料金が値上がりする可能性も
あります。ただ、反対に、原油価格が低
すぎれば、石油産業の収益悪化ととも
に、油田開発投資の削減と供給減少に
つながり、将来的な石油需給の引き締
まりと原油価格の高騰リスクをもたら
します。大切なのは、原油価格を安定
させることです。今回挙げた以外にも、
原油価格を左右する要因はたくさんあ
ります。いつどんな要因で原油価格が
高騰・急落しないとも限りません。今後
も、原油価格の動向に注意が必要です。
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プロが解説！ WTI
（だぶりゅー・てぃー・あい）

　WTIはWest Texas Intermediateの
略で、アメリカテキサス州とニューメキシ
コ州を中心に産出される高品質な原油の
ことを指す。その価格は欧州産の北海ブ
レント、中東産のドバイと並び世界の代
表的な原油価格の指標の1つとなってい
る。また、ニューヨーク商業取引所で原
油先物取引対象として上場されている。

　OPECとは石油輸出国機構のことで、産油国の利益を守るために1960年に設立。
2021年9月現在、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラ、UAEな
ど13カ国が加盟。世界の石油需給バランスの均衡と原油価格の安定を図るべく、加
盟国の原油生産量の調整を行っている。2016年12月以降はロシア、カザフスタンお
よびオマーン等の非OPEC産油国10カ国もOPEC産油国の原油生産調整措置に協
力。OPEC産油国に加えOPEC産油国に協力する非OPEC産油国を合わせて
「OPECプラス」産油国と呼ぶようになった。最近では、OPECプラス産油国の原油
生産調整が原油価格に大きな影響を与えている。

OPECプラス
（おぺっくぷらす）

野神隆之

石油天然ガス
開発推進本部
首席エコノミスト

1987年石油公団入団。
1995～1997年通商産業
省 資源エネルギー庁。
2001～2003年国際エネ
ルギー機関（IEA）に勤
務後、石油公団企画調
査部調査第一課長など
を経て2018年より現職

グラフは2020年1月から2021年9月の原
油価格の推移を表したもの。世界的な新型
コロナウイルスの感染拡大による経済活動
の抑制に伴い需要が落ち込んだことから
2020年4月に原油価格は急落。しかしその
後は上昇に転じ、2021年7月13日には
WTIで1バレル当たり75.25ドルの終値と
2018年10月3日以来の高水準に到達した

■2020年1月～ 2021年 9月の原油価格推移 出典：NYMEX、ICE

2020年後半から
原油価格上昇が
続いている

教えてくれる
先生は

1欧米を中心にワクチン接種が始
まったことで、個人の外出規制や経
済活動の制限が緩和。経済活動の回
復に伴い急落していた原油価格の上
昇が顕著になった
2今後、原油価格の上昇傾向が続け
ば、ガソリン価格のほか、スマートフォ
ンなど原油を原料とするプラスチック
製品価格の値上がりが危惧される 1insta_photos / Shutterstock.com Kostenko Maxim / Shutterstock.com 2
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輸出量低下

LNGの購入方法の変化により
地球の裏側のできごとが
日本の電力供給にも影響

　今冬、日本で、「電力供給が逼迫」と
いう報道があったことを覚えています
か？　記録的な大寒波に見舞われたこと
に加え、世界各地で相次いだ液化天然ガ
ス（LNG）生産基地のトラブルやパナ
マ運河の渋滞による国際物流の遅延
によってLNG 価格が高騰しました。さ
らに、日本の電力供給が不足するという
懸念が持ち上がったのです。そしてこ
の懸念は、実は来冬以降も払拭されて
いません。その理由を解説していきます。
　まず、日本では、天然ガスを－162度
に冷やすことで液体にしたLNGを、海
外から輸入しています。日本ではその6割
が火力発電所の燃料として使われます。
　従来LNG市場は、長期契約が主流

でした。この契約では、買い手にとって
は長期的に安定した価格でLNGを購
入できる、売り手にとっては長期的に販
売量を確保できるメリットがあります。
一方、急な需要の増減には対応できま
せん。その弱点を埋めるのが「スポッ
ト契約」と呼ばれる、必要なLNGをそ
の都度調達するという契約方法です。
日本はこれまで、長期契約が多く、ス
ポット契約は少ないという調達方法が
採用されてきました。しかし、電力・ガス
小売全面自由化などの影響で、最近は
需要予測が難しくなっていることから、
臨機応変に購入できるスポット契約の
割合が増えています。これは日本だけで
なく世界的な傾向です。その結果、世界
中でスポットLNGの買い手が増え、ス
ポットLNG価格と世界各地のガス価
格が世界で連動するようになりました。
　「スポットLNG価格が連動している」

というのは、次のようなことを意味しま
す。たとえば欧州で、何かの理由で天然
ガス需要が急増したとします。すると、
欧州のガス価格が上昇します。この価
格上昇はこれまで、日本が輸入するス
ポットLNG 価格にはあまり影響しませ
んでした。しかし現在はそのあおりを
受け、価格が上がってしまうということ
を意味します。そして今まさに、欧州の
天然ガスは需要と供給のバランスが崩
れており、来冬に価格の高騰と世界的
なLNG不足が懸念されているのです。

欧州のガス需要増加が
世界の天然ガス価格を
押し上げる一因に

　欧州では、2021年4月、5月と例年
にない低気温で、暖房用の天然ガス需
要が急増しました。例年欧州では、冬

期の需要増加に備え、天然ガスを地下
の設備に貯蔵しています。ところが今
年は通常、翌年に向けて天然ガスを貯
蔵し始める4月、5月でも需要が衰えま
せんでした。さらに、ロシアからのパイ
プラインによる天然ガスの供給が減少
したため、欧州へのガス供給が1割ほ
ど低下したことも影響し、貯蔵設備の
在庫がとても低くなってしまったので
す。寒波が去った6月以降、ガス貯蔵
を進めているものの、冬までに貯蔵が
間に合わない可能性も出てきました。
　その大きな理由が、上述したロシア
からの天然ガス供給量の減少です。欧
州では現在、天然ガス供給量の4～5
割を欧州域内で生産し、3～4割をロシ
アから、残りの2割をLNGとして輸入
しています。地下に貯蔵している天然
ガスが大きく減少している欧州として
は、一刻も早く貯蔵を進めたいのです
が、ロシアの天然ガス供給量が不十分
で、十分な量を貯蔵できません。その

ため欧州は、これまでと異なる方法で
天然ガスの調達を模索しています。そ
の方法が、LNGでの調達です。そうな
れば、当然、LNGの価格は上昇するで
しょう。上述の通り世界のスポット
LNG 価格は連動しているため、日本が
調達するスポットLNG 価格も上昇し
ます。天然ガスは日本の発電を支える
重要なエネルギー資源です。十分な
LNGを確保できなければ、発電はでき
ません。これが、来冬に日本の電力が
足りなくなるかもしれないという報道の
背景なのです。

液化設備の問題で
供給量を増やせないという
LNG の大きな弱点

　ここまでの話を聞いて、ロシアから
欧州への天然ガス供給量が減ったなら、
その分、別の生産国が生産量を増やせ
ばいいと思う人もいるかもしれません。

来年の冬、
日本の電力が足りなくなりそう
というニュースを見ました。
本当にそんなことが起こるんですか？

可能性はゼロではありません。
ポイントは欧州のガス需給です。

欧州の動きが
日本にまで影響するんですか？

今冬も電力供給に不安がでましたが、
今や地球の裏側のできごとが
日本にも影響を及ぼしているんです。

しかしLNGには、生産量を簡単に増や
せないという弱点があるのです。
　LNGの場合、需要の急増に備えて生
産量を現在の2倍にしようとすると、天
然ガスの液化設備も2倍必要です。し
かし、液化設備の建設にはどんなに急
いでも5年間は必要で、上流ガス田や
LNG売買契約の締結まで含めると10
年かかることもめずらしくありません。
　このように、欧州の寒波やロシアから
欧州への天然ガス供給量の減少という、
一見日本に住む私たちにとって無関係と
思われるできごとが、実は私たちの生
活に大きな影響を及ぼしつつあります。
来冬、欧州と、さらに日本や中国などを
再度、猛烈な寒波が襲えば、日本を含
め世界中でLNGの争奪戦が始まり、
価格の高騰だけでなく、電力需給が再
度逼迫する可能性が考えられます。今
後もロシアから欧州への天然ガス供給
量や、寒波の影響による天然ガスの需要
量を注視していく必要があるでしょう。

※Rystad Energyに JOGMEC加筆

■欧州向けロシア産ガスパイプラン

■経路別欧州向けロシアパイプラインガス輸出量（第 1四半期）

※Rystad Energyに JOGMEC加筆

左）ロシアから需要の多い欧州北西部へのガスは、主
に、ロシア・ドイツ間を直接結ぶノルドストリーム、ベラ
ルーシ・ポーランドを経由するヤマルヨーロッパ、ウクラ
イナ経由パイプラインの3系統のパイプラインで輸出さ
れている。ウクライナ経由パイプラインガスは、2000
年初めに減少して以降、輸出量が回復していない。
下）ロシアから欧州北西部向けの天然ガスのパイプライ
ンは3系統。そのうち、ウクライナを経由するパイプラ
インによる天然ガスの供給量が大きく減っている
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プロが解説！ 長期契約
（ちょうきけいやく）

スポット契約
（すぽっとけいやく）

　毎年ほぼ一定量のLNGを売主と買主間で長期に
わたって売買する契約のこと。従来20年間の契約
もめずらしくなかったが、最近では10年間程度が標
準となってきている。安定的に供給されるメリットが
ある反面、需要が変動した際に余剰なら転売、不足
なら追加調達しなければならないデメリットもある。

　スポット契約とは必要なときに1隻ずつ売り買いする契約のこと。こ
れまでLNG市場は長期契約が中心だったが、スポット契約の方が長期
契約に比べて契約期間が短く、仕向け地が自由で柔軟性が高いことか
ら、スポット契約の占める割合が年々増えている。2004年の割合は世
界全体の1割だったのに対し、2020年には4割に到達している。日本
では輸入LNGの7割を長期契約、3割をスポット契約が占めている。

教えてくれる
先生は

白川裕
調査部

調査課　担当調査役

東京ガス入社後、工場
操 業 管 理、LNG調 達
（配船・契約）、技術開
発、国際会議、海外事
業に従事。 2019年4月
より現職
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LME在庫 銅の価格 ニューキャッスル港からの輸出価格

中国の需要増加、
EV普及による需要増加見通しと
供給国の政情不安で
史上最高値を更新

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴
う世界経済の停滞で、2020年に銅の
価格は急落しました。ところが、同年3 
月23 日の底値を境に、世界に先駆け
ていち早くコロナ不況から脱した中国
の景気が回復すると、銅需要が拡大し、
価格は上昇傾向に転じました。銅は送
電線や半導体などのほか、地球温暖化
対策として普及が進む電気自動車
（EV）のモーターやワイヤーハーネスにも
多く使われます。脱炭素化に向けた動
きが加速化する中で、今後のこれら分
野での需要拡大が見込まれたことが、
価格上昇の大きな要因となりました。
　2021年に入ると、供給国における政
情不安も価格上昇に拍車をかけまし
た。世界最大の銅生産国であるチリで
の鉱山ストライキなどによる供給懸念
のほか、5月に新鉱業ロイヤルティ導入
に伴う税率の引き上げ法案が下院を通
過したことなどが影響し、ロンドン金属
取引所（LME）の銅価格は10,000ドル／
トンを突破し、5月10日には史上最高
値を記録しました。さらに、主要な銅
生産国であるペルーでは、7月に急進

左派のペドロ・カスティージョ大統領が
誕生しました。同氏は選挙戦で「鉱山
会社が富を独占している」と述べ、貧
困層への所得の再分配を訴え支持を
集めました。こうした「自国の資源は自
国で管理すべき」という政治思想は、
資源価格が高くなってくると起こりがち
ですが、鉱山会社では、増税などの国
による管理強化によって減益に対する
懸念が高まることで生産が停滞し、供
給量の減少につながります。
　銅価格の上昇はEVやデジタル機器
の値上がりだけでなく、需給バランス
の乱れから世界経済全体に混乱をもた
らすかもしれません。今後の銅価格に
影響を与えるこれらの動きに注目です。

コロナ禍でも銅の価格が上がっていると
新聞やTVで報道されていますが、なぜですか？

最大の要因は中国の景気回復と脱炭素化による
需要増加が見込まれるためです。加えて主要供給国である
ペルーやチリの政情不安も大きく関係しています。

銅の価格は2020年3月を境に上昇傾向に転じ、2021年5月にはLME史上最高値を記録。その直前となる2021年5
月にはチリの新鉱業ロイヤルティ法案の下院可決などがあり、連日最高値を更新した

ニュースを
読み解くための
キーワード

プロが解説！

LME
　LME（London Metal Exchange）とはロ
ンドン金属取引所のこと。世界最大規模の非
鉄金属専門の先物取引所で銅、鉛、スズ、亜
鉛、アルミニウム、ニッケル、アルミ合金などが
上場されている。LMEにおける取引価格は国
際的な指標価格ともなっている。

EV
　EV（Electric vehicle）とは電気自動車のこ
と。地球温暖化防止の観点から走行中にCO₂
を排出しないEVの普及が世界的に加速して
いる。EVには銅のほかモーターや蓄電池、半
導体などに多くのレアメタルが使われている。

世界の需要は短期的には増加が予想されているんです。
それにカーボンニュートラルも価格上昇の理由です。

過去5年半の石炭価格の推移。2018年頃から石炭価格が低下を続け、新型コロナウイルスの感染拡大により急落した
が、その後急反発。2021年7月、13年ぶりの高値を記録した

IEA

燃料費調整制度

石炭価格が上がっていると聞きました。
カーボンニュートラルに向けて需要は減りますよね？
なぜ今、価格が上がるのですか？

（える・えむ・いー） （あい・いー・えい）

（いー・ぶい）

　国際エネルギー機関のこと。加盟国が各国
民に信頼できる安価でクリーンなエネルギー
を提供するための諮問機関。2021年5月に
は、「IEAロードマップ」を公表。2050年まで
の脱炭素化達成のためのアクションを示した。

　原油・LNG・石炭の価格変動を電気料金に
迅速に反映させるため、変動に応じ自動的に
電気料金を調整する制度のこと。３カ月間の貿
易統計価格に基づき毎月平均燃料価格を算定。

（ねんりょうひちょうせいせいど）

新型コロナウイルスと
カーボンニュートラルが
供給量を大きく制限

　2021年7月、火力発電用の石炭が
13年ぶりの高値を記録しました。その
大きな要因となったのは、新型コロナ
ウイルスです。2020年、中国国内から
世界に感染が拡大し、石炭需要が落ち
込みました。石炭価格は2018年後半
から米中摩擦等の影響で値下がり基
調にありましたが、それに伴い50ドル
以下にまでさらに急激に落ち込みまし
た。ポイントは、価格下落に対し、石炭
の操業会社は人員削減等のコスト削
減で収益を確保したことです。その後、

経済回復に伴い需要が戻ったにもかか
わらず、人員を確保できず、生産量を
戻すことが困難になったのです。さら
に主な産炭国であるインドネシアや
オーストラリアでは、新型コロナウイル
スの感染が再度深刻化し、多くの操業
会社で生産活動に影響が出ています。
そうして供給量が減った結果、2020年
12月頃から価格が上昇し始めたのです。
　そしてもうひとつの要因がカーボン
ニュートラル実現への取り組みです。
多くの国が2050年までの脱炭素化達
成を掲げ、IEAの見通しでも今後、石炭
火力発電所は減少する見込みです。こ
の流れの中、大手鉱山会社や商社等の
石炭事業からの撤退が相次ぐ一方、新

興国の需要は当面増加する見込みで
す。そのため特に良質の石炭市場で特
定の企業への寡占化が進み、石炭価格
を決定する力が生産企業に傾いている
ことも価格上昇に拍車をかけています。
　今後も石炭価格がこのまま上昇ある
いは高止まれば、私たちの生活は、燃
料費調整制度により電気料金の値上げ
という形で影響を受けるでしょう。資
源エネルギーに乏しい日本にとって世
界の動向は生活に直結します。今後も
資源エネルギーに関するニュースに注
意深く耳を傾けていきましょう。

ニュースを
読み解くための
キーワード

プロが解説！

■銅地金の需給バランスと在庫の動き ※LMEデータを基に JOGMEC作成

教えてくれる
先生は

小口朋恵金属企画部
調査課

在ボリビア日本国大使館専門調査員を経て、
2010年 JOGMEC入構。旧金属企画調査部（資
源外交）、技術開発、希少金属備蓄を経験し産休・
育休明けの2019年より現職。主に中南米担当

■高品位一般炭スポット価格推移 出典：Argus Media Limited

教えてくれる
先生は

國吉信行石炭開発部
石炭開発課　専門職

2015年4月からJOGMEC石炭開発部にて石
炭資源の開発、世界の石炭生産および需要動
向、石炭の需給・市況等に関する調査・情報収
集を担当

金属の
ニュースを読む

石炭の
ニュースを読む



　JOGMECでは、企業による国内での地熱発電事業に
対し、地熱資源の初期調査から探査、発電所建設という
一連のプロセスにおいて、金融支援および技術支援等を
行っています。私は金融支援のうち、探査段階の事業に
対する出資および開発段階の事業に対する債務保証業
務を主に担当しています。具体的には、すでに出資・債務
保証を行っている案件の進み具合や資金が適切に使用さ
れているかの確認、また、今後出資・債務保証を行う可能
性のある案件に関する支援実行可否の検討などです。最
近は、政府による2050年カーボンニュートラル実現の宣
言に伴い、企業からの地熱発電事業に関する問い合わせ
が増えており、忙しい毎日を送っています。
　元々私がJOGMECへの入構を希望した最大の理由は、
政策実施機関という唯一無二の立場で地熱発電事業に
携わりたかったからです。学生時代の地熱発電のイメー
ジは、「地熱資源に恵まれた日本に最適な、クリーンな再
生可能エネルギー」。JOGMECでも、「持続可能な開発目
標（SDGs）」で示された17の目標のうち、７番目の「エネ
ルギーをみんなに　そしてクリーンに」、13番目の「気候
変動に具体的な対策を」を満たす事業として推進してい
ます。事業そのものが、気候変動という社会課題の解決
に直結するのです。
　しかし、地熱事業部に配属になったことで、地熱発電は 
それ自体が優れたエネルギーである一方、その利用にあ

たっては留意すべき点が多くあることを知りました。特に、
地域環境の保全および、温泉事業者や地域住民の方々の
理解と合意形成、協力は欠かせません。業務上、私が直
接関わるのは地熱発電を推進する民間企業です。しかし、
企業に出資・債務保証を行う際には、技術的、経済的な
側面に加え、HSEの側面からも審査をします。HSEとは
「健康・安全・環境」の英語の頭文字を取ったもので、地熱
に限らず、すべての資源エネルギー開発を進める上で最
も重要な視点です。そのため、案件採択後も、JOGMEC
が支援している間は、毎年必ず企業のHSE実施状況を確
認します。そういう意味で、SDGsの目標の15番目「陸の
豊かさも守ろう」や、17番目「パートナーシップで目標を
達成しよう」の達成にも間接的にでも貢献していると考え
ると、少し誇らしい気持ちになります。
　地熱発電事業は、調査から発電所運転開始までに通常
10年以上を要する長期間のプロジェクトです。私が担っ
ているのは、その中のごく一部。しかも裏方で、決して華々
しい仕事とは言えません。それでも、地熱発電を推進する
民間企業を支援することでSDGsの達成に寄与し、それ
に関わる地域とそこに住む人々の生活も守ることができる
この仕事に、大きなやりがいを感じています。特に、企業
の方々に、対象案件が直面している課題についてよい提
案ができ、「JOGMECさんに有意義なアドバイスをもらえ
てよかった」とおっしゃっていただけたときは、JOGMECの
存在意義や価値を認めてもらえたような気分になる、う
れしくなる瞬間です。今後もSDGsが目指す持続可能な社
会の実現に向け、地熱発電事業を推進していく考えです。

華々しい仕事ではありませんが

地道な企業の課題解決を通して

地熱発電の普及に貢献します。

現在、地熱事業部で企業に対する金融支援業務を担当している杉浦実保さん。

JOGMECに入構したのも、クリーンな再生可能エネルギーである

地熱発電を推進したいと強く思ったからでした。

そんな学生時代からの希望を叶えた杉浦さんに、

地熱資源開発支援事業を通したSDGsへの思いを聞きました。

JOGMECの持続可能な開発目標（SDGs）への取組方針はこちら
URL: http://www.jogmec.go.jp/about/about_jogmec_01_000018.html

2018年入構。総務部で機構全体の
事業計画立案や業務実績評価、法
律改正業務などに携わった後、
2020年より現職。地熱資源開発の
一層の促進に向けて、政策動向等
の大局的な見地を踏まえつつ、民間
企業を金融面から支援する

杉浦実保
地熱統括部

地熱事業部　開発課

サステナブルな世界を創る
JOGMECのお仕事。

第 2回

企業も環境も地域の方々も。
すべてを支援できる仕事に誇りを感じています

1JOGMECの債務保証制度を
活用して運転開始に至った、大
分県九重町にある九電みらいエ
ナジー株式会社の菅原バイナ
リー発電所
2杉浦が出張で訪れた熊本県小
国町のわいた地熱発電所。新産
業導入による街の活性化を目的
に、地元住民が運営を行う。年
間数億円規模の売電収入を得る
など街にとって欠かせない産業
となった 1 2


