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ハイテク材料にも使われ、産業の発展に欠くことのできないコバルトやニッ
ケルなどのレアメタル（希少金属）。これらの資源は日本周辺を含めた深海底
に膨大に存在することが分かっており、JOGMECではその賦存状況を把握
するための調査を進めています。
アジア諸国では活発な資源外交が進められており、金属価格の上昇など需
給構造が複雑化する中で、金属資源の将来の供給源として、深海底鉱物資源
への関心が世界的に高まっています。JOGMECは深海底鉱物資源の積極的
な探鉱・開発を進めるために、所有する探査専用船「第2白嶺丸」を駆使して、
精力的に活動しています。

マンガン団塊などで具体的成果
JOGMECが実施している海洋調

査事業は現在、「深海底鉱物資源調

査」と「大水深基礎調査」の二つが柱

になっています。

1975年から始まった深海底鉱

物資源調査（下図参照）では、「マン

ガン団塊」、「海底熱水鉱床」など、

各鉱物資源の賦存状況を明らかにし

てきました。現在は、1987年から

始まった「コバルト・リッチ・クラ

スト」の調査が行われています。（各

鉱床の分布や特徴については6～7

ページ参照）

その間、1982年に当時の金属

鉱業事業団（現 JOGMEC）を中心と

して官民一体による調査専門の深海

資源開発株式会社（DORD）を設立。

DORDは1987年12月、ハワイ南

東沖（公海）にあるマンガン団塊密集

地域“マンガン銀座”に、国連海洋法

条約の下で、75,000平方キロメー

トルの鉱区（北海道とほぼ同じ面積）

を取得しました。

一方、海底熱水鉱床の調査では、

複数の場所で鉱床を発見しています。

深海をボーリング探査
日本から離れた海洋上で、これら

調査の任務に当たっているのが深海

底鉱物資源探査専用船です。「白嶺

丸」は1975年に就航し、2000年

まで活動していました。「第2白嶺

丸」は1980年に就航し、現在まで

活動しています。

基盤岩を採取する大水深基礎調

査では、第2白嶺丸に搭載された

「深海用ボーリングマシンシステム

（BMS）」が活躍しています。BMS

は、海底面にマシン本体を着座させ、

船上からの操作で海底を掘削して岩

石などを採取します。2006年8月

には、吊り下げ式掘削装置として、

水深5,815メートルの世界最深記

録を達成するなど、その優れた性能

を発揮しています。

積極的な探鉱を推進
現在、我が国では海洋政策を一元

的に進めるための法律制定に向けた

取り組みが活発になるなど、さらな

る探鉱活動や生産技術開発の推進が

求められています。

四方を海に囲まれた日本にとって、

深海底鉱物資源を有効活用できるこ

とは大きな意義があるといえます。

第2白嶺丸に代表される日本の技

術力が、深海底鉱物資源のさらなる

探鉱・開発にとって欠かせない存在

になっています。

持続可能な
海洋資源開発を目指す

白嶺丸は1975年～2000年、第2白嶺丸は1980年以降使用。

深海底鉱物資源調査

大水深基礎調査

SOPAC調査※

1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年

マンガン団塊

海底熱水鉱床

コバルト・リッチ・クラスト

1975年～ 1996年終了

1985年～ 2003年終了

1985年～ 2005年終了

1987年～

（ODA事業）

1998年～

マンガン団塊、海底熱水鉱床、コバルト・リッチ・クラスト
（南太平洋諸国海域）

■海洋資源調査の変遷

※SOPACとは the South Pacific Applied Geoscience Commission の略で、南太平洋
の発展途上国12か国が加盟。本調査は SOPAC からの要請に基づき、JOGMEC が1985
年度から南太平洋のSOPAC加盟国の排他的経済水域（EEZ）において深海底鉱物資源の賦存
状況調査を行い、2005年度をもって終了しました。
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東京湾の船橋基地に帰航している第2白嶺丸の船内を、船長さんに案内してもら
いました。詳細な海底地形図を作成するための測位システムや音響探査機器、カ
メラなどの観察装置、海底資源を採取するサンプリング機器、採取した鉱石を分析・
解析する研究室、海洋上で定点を保つためのプロペラなど、深海鉱物資源探査専
用船ならではの装備に驚きです。

深海底資源探査に欠かせない存在

マルチビーム音響測深器
船底から音波ビームを海底に向けて扇状に
放射し、帯状の海底地形図を高速で作成

トランスポンダー・システム
海底に設置した音波発信器で、三角測量の方
法で船や測定機器の相対位置を高精度に計測

ファインダー付パワーグラブ
6本の爪を油圧で開け閉めし、海
底の試料を採取する。テレビカメ
ラが搭載され、船上で観察しなが
ら採取

アームド・ドレッジ（AD）
採集物が広範囲に広がっている場
合に、ワイヤーの先端に取り付け
たバケットを海底に降ろし、バケッ
トを曳航してサンプルを採取

フリー・フォール・グラブ
取り付けられたオモリによって海
底まで沈み、海底の試料を採取す
るとオモリを切り放して浮上する

ファインダー付深海カメラ
海底面の写真を最大800枚連続して撮影。
テレビカメラを搭載し、ビデオ撮影も行う

水深6,000メートルまでの海底面にマシン
本体を着座させ、船上からの操作で掘削。
最深20メートルまでの
ボーリングが実施できる

深海用ボーリングマシンシステム
（BMS）

研究室
研究室は目的別に全部で五
つ。そのほか、ウィンチ制御
室、サンプル処理室がある

探査機器

サンプリング機器

分析・解析

グローバル・ポジショニング・
システム（GPS）
人工衛星からの電波を受信し、リアル
タイムで船の現在位置を測定

航法機器

第2白嶺丸
第2白嶺丸データ

就　　航： 1980年
全　　長：88.837メートル
　 幅　　：13.8メートル
総トン数：2,145.4トン
航海速力：15.15ノット
定　　員：61人
　乗組員：37人 ／ 研究員：24人
年間総探査日数：290日
年間総航海距離：47,000海里

第2白嶺丸の装備

BMS

航海では JOGMEC 職員も乗船して

います。JOGMEC職員の役目は第2白

嶺丸での調査が適正かつ安全に行われ

るように監督することです。また、調

査団が JOGMEC 本部と連絡をとると

きに仲介役を担ったり、急な判断を要

する場合に助言を与えたり指示を出し

たりもします。

航海は30日間から40日間ほど続きま

すが、その間に様々な調査や作業を行い

ます。そして、調査を行っている中では、

多くの困難が我々を待ち構えています。

例えば、BMSを使った調査では、海底

で掘削している最中にも、風や潮の流れ

によって船が動いてしまうので、同じ位

置に居続ける操船を行っています。また、

ドレッジ調査では、張力計を睨みながら、

きちんとサンプルが取れているかどうか

確かめて作業を行っています。

調査の合間には、調査機器の整備や

第2白嶺丸のメンテナンスが多く行われ

ています。乗組員の方々が船を大変丁

寧に扱っているので、第2白嶺丸が建造

26年目の船だとは思えないほどです。

第2白嶺丸には、BMSのように他の

調査船ではなかなか見られない優れた設

備・機器が装備されています。しかし、

これらの装備を駆使するためには、高い

技術力が必要となります。我々の調査が

安全・的確に実施できるのは、調査団や

船員の皆さんの長年培ってきた経験や能

力に支えられているからなのです。

第2白嶺丸の探査技術を支える経験や能力

JOGMEC金属資源技術グループ
深海底技術チーム サブリーダー

山本 耕次

ラージ・コアラ
鉄製の筒を海底面に突き刺し、地
層を柱状に採取

船内にあるBMS
の操作ユニット

深海底探査船ならではの装備
船長に案内され、第2白嶺丸のブリッジ（操舵室）へ。深海底鉱物資源探査専用

船ならではの特殊装備について解説してもらった。

海底探査ではまず、自分の位置を正確に把握することが重要である。そのため

のシステムが、グローバル・ポジショニング・システム（GPS）だ。人工衛星から

送られてくる電波を受信し、船の現在位置を計測する。その精度は、「位置が100

メートル以下、速度が秒速0.1メートル、方位が0.2度単位で測定できます」と船長。

第2白嶺丸に乗船した JOGMEC職員のコメント

操舵室

陸上の探査と異なり、深海底資源探査

には様々な制約が伴う。ケーブルを使っ

て海底に機械を降ろし掘削する深海用

ボーリングマシンシステム（BMS）を稼

動するには、船がその海上に長時間とど

まる必要がある。そのため第2白嶺丸に

は、定点保持や、超微速での探査・観測

を行うための装備がある。「操舵室にある

DPS（自動定点保持システム）の制御盤か

ら、メインの推進プロペラや舵、そして

バウスラスターを遠隔操作します」（船長）

荒れることの多い外洋の探査では、こ

れら第2白嶺丸特有の機能が欠かせない。

GPS

バウ

BMS

トランスポンダー

推進
プロペラ

DPS

ジャイロコンパスジャイロコンパス

風

波

潮流

バウスラスター

1万メートルもの複合ケー
ブルを巻きとるウィンチ

推進プロペラ

DPS（自動定点保持
システム）の概念

バウスラスター
船を横方向に動かし、
旋回しやすくするた
めのプロペラ装置
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日本周辺海域の深海底鉱物資源を探る
日本列島周辺の深海底にはどのような鉱物資源が眠っているのでしょうか。現在も
探査が続く「コバルト・リッチ・クラスト鉱床」、開発可能なポテンシャルをもつこと
から調査の再開が検討されている「海底熱水鉱床」、大陸棚の延伸を目指した「大水深
基礎調査」などの概要をご紹介します。

1981年に米国と旧・西ドイツの共同調査により、中

部太平洋ライン諸島において、マンガン団塊に比べて高品

位のコバルトを有するクラスト鉱床が確認されました。日

本では1987年から、中部太平洋の公海上において第2白

嶺丸を用いて賦存状況調査を開始しています。2001年以

降は、将来開発につながる可能性の大きい有望海山を選定

するため、第2白嶺丸の深海用ボーリングマシンシステム

（BMS）を用いたサンプリング調査を本格化させています。

●鉱床の特徴

海底の岩盤を皮殻状に覆う黒色アスファルト状の酸化

物。深海底の海流が海山に遮られ上昇する過程で海水に

溶けていた金属成分が沈殿固着したとされています。成

分はマンガンと鉄が主成分ですが、陸上の鉱床と比較し

ても特にコバルトの含有率が高いのが特徴です。

1980年代までに海外で巨大鉱床が発見され、第2の深

海底鉱物資源として注目されました。日本は、メキシコ

沖公海のほか、沖縄トラフ海域、伊豆・小笠原海域と、日

本周辺の経済水域内でも調査を実施し、複数の箇所で鉱

徴・鉱床を発見しています。調査は2003年度で終了し

ましたが、開発可能なポテンシャルをもつことから、現在、

調査の再開が検討されています。

●鉱床の特徴

海底面から噴出する熱水から金属成分が沈殿してでき

た多種金属の鉱床で、噴出口には金属が沈殿し、チムニー

（煙突）状になっています。火山活動が激しい海域で発見

されます。近年、伊豆・小笠原弧や沖縄本島沖で発見さ

れたものは、銅や亜鉛、金、銀などを多く含んでいます。

海底拡大軸 海底熱水活動 海山

沈み込み沈み込み 拡張

大洋底
海溝

海底熱水鉱床 マンガン団塊 コバルト・リッチ・クラスト鉱床

水深1,500～ 3,000メートル 水深4,000～ 6,000メートル 水深800～ 2,400メートル

■海底鉱物資源の分布状況

コバルト・リッチ・クラスト鉱床
～有望海山を選定するためBMSによるサンプリング

海底熱水鉱床
～開発可能なポテンシャル

位置・測定

賦存場所を特定した
後、深海用ボーリ
ングマシンシステム
（BMS）やアームド・
ドレッジ（AD）を使っ
てサンプリング。

サンプリング

採取したサンプルを乾燥・粉砕し、分析装置で品位
を測定。クラストの
厚さや分布面積、比
重などから概算資源
量を把握。

分析・解析

マルチビーム音響測深器により、詳細な海底地形図・
音圧図を作成。

国連海洋法条約では、沿岸国の200海里までの海底等

を「大陸棚」とし、さらにそれを超える海底であっても、海

底の地形・地質が一定条件を満たすことを立証すれば、沿

岸国は200海里を超えた一定の海底等まで延長すること

ができます。そこで、海底のどこまでが陸地の延長なのか

という科学的根拠をそろえて国連へ申請するため、海上保

安庁、文部科学省、経済産業省の3省庁が分担して調査を

進めています。

JOGMECは、経済産業省が分担する「基盤岩採取」を担

い、第2白嶺丸を使用して、BMSによる基盤岩採取を実

施しています。

大水深基礎調査
～第2白嶺丸のBMSで基盤岩採取

南鳥島
沖大東島

沖ノ鳥島

中間線
200海里
350海里

●鉱床の特徴

直径2～15センチメートル程度の球形または楕円形の

金属酸化物の塊。ハワイ南東沖に多量に発見されています。

マンガンと鉄が主成分で、ニッケル、銅、コバルト等30

種類以上の有用金属を含みます。成因は諸説ありますが、

岩片やサメの歯が核になり年輪状に長年かけて金属が沈殿

したと考えられます。

マンガン団塊
～ハワイ南東沖に多量に分布

若御子カルデラ

水曜海山

明神海丘

明神礁

スミスリフト

鳩間海丘

南奄西海丘

伊平屋海嶺
伊是名海穴

第4与那国海丘

沖縄トラフ

伊
豆
・
小
笠
原
弧

ベヨネース海丘

■大陸棚調査海域

■日本近海の海底熱水鉱床

＝海底熱水鉱床が発見されている主な場所

BMSの設置作業

サンプル

海底地形図

～コバルト・リッチ・クラスト調査の場合～

＝大陸棚延伸が期待できる範囲

【出所：海上保安庁】
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■金の採掘

～高品位鉱石を日本で産出～

金を生産するためにはまず、金を

含んだ金鉱石を「採掘」しなければな

りません。日本には世界的に有名な

金鉱山「菱刈鉱山」があります。

鹿児島県菱刈町にある菱刈鉱

山は、当時の金属鉱業事業団（現

JOGMEC）により、1981年に金

鉱脈が発見され、鉱山会社の探鉱を

経て開発されました。菱刈鉱山が優

れているのは鉱石中に含まれる金量

です。世界の主要金鉱山における鉱

石1トン中の平均金量が約5グラム

なのに対し、菱刈鉱山では40グラ

ム超という高品位を誇っています。

菱刈鉱山では斜坑で地下に降り、

鉱石を採掘しています。掘り出した

鉱石は、手のひら大の大きさに砕か

れ、機械と手作業により、金鉱石と

それ以外のものに選別されます（「選

鉱」）。選別された金鉱石は製錬所へ

送られて「製錬」されます。

■金の採取（製錬）

～銅の製錬過程で金を回収～

製錬とは、鉱石を様々な方法で

処理して純粋な金属として取り出

すことです。

菱刈鉱山の金鉱石は、石英成分

が多いので、銅鉱石を製錬する際

トピックス「『金』の探鉱から供給までを追う」トピックス「『金』の探鉱から供給までを追う」

「金」の探鉱から供給までを追う

その美しさと希少性から、装飾品として親しまれている「金」。化学的に安定

している金は、貨幣や歯科材料のほか、最近では携帯電話やパソコンなどの電

子機器類にも使用されるなど、先端産業にとっても欠かせない存在になりまし

た。貴重な金の探鉱から生産までを追ってみました。

プール3杯分の貴重な資源

 【写真提供：住友金属鉱山株式会社】

の溶剤（溶解を促進する物質）とし

て銅製錬所に送られます。銅鉱石

を溶かして生成した粗銅（アノー

ド）を電気分解（湿式製錬）すると、

銅地金と金を含んだスライム（沈殿

物）が回収されます。そのスライム

を精製して金を抽出し、「金イン

ゴット（金地金）」などの製品が作

られます。このように、銅製錬の

過程で金を回収する方法が、近年、

主流となっています。

そのほか、金鉱石そのものを製

錬する製錬法として「CIP（カーボ

ン・イン・パルプ）法」があります。

これは、シアン溶液で溶かした金

を活性炭（カーボン）に吸着させて

回収する技術です。活性炭から金

を分離し、濃度の高い金溶液をつ

くり、これを直接電解して金を得

ます。

そのほか、携帯電話やパソコンな

どの、いわゆる「都市鉱山」から金

を回収する方法も盛んに行われるよ

うになりました。例えば、携帯電話

1トン（携帯電話約1万台分）から約

280グラムの金が回収可能とされ

ています。これは、金鉱石に含まれ

る金含有量よりも多い値です。

■金の安定供給

～海外地質構造調査による金鉱山開山～

世界でこれまで生産された金は約

15万トン。容積は、競技用５０メー

トルプールに換算して3杯くらいにし

かならないそうです。地球上に残って

いる金は、4万トンとも9万トンとも

いわれていますが、未開発資源の多く

は、自然環境の厳しいところや地下

深部などにしか残されていません。

そうした状況の中でも開発を進

め、資源の安定供給を図るための

ものとして、JOGMECの「海外地

質構造調査」制度があります。企業

の開発リスクを減らすため、探鉱に

必要なデータや情報を提供していま

す。その成果として、2006年3月、

米国アラスカ州の金鉱山「ポゴ鉱山」

が操業を開始しました。毎年12ト

ンの金を産出する計画で、金の安定

供給に貢献しています。

古代より、製錬法が開発されるまでは、自然金
（砂金、山金）が採取されていました。
砂金は、金鉱床の風化侵食により洗い流され、

砂
されき
礫（砂や小石）とともに堆積した自然金で、微細
で粒状のものがほとんどです。日本では8世紀

ごろから砂金の採掘が始まったとされています。
18～19世紀に米国やカナダで起こったゴールド
ラッシュは、砂金採掘によるものです。
日本や海外において使われてきた金鉱物の採取

や金回収法には次のようなものがあります。

砂金採りから出発！
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■主要国の金鉱石生産量

板で作った樋を傾斜させて、
その中を適量の水とともに鉱
物を流して目的鉱物を濃集さ
せる方法。「ねこ流し」ともい
われる。

樋
といなが
流し

金や銀が水銀と合金をつくりやす
い性質を利用した製錬法。金銀と
水銀との合金「アマルガム」に熱を
加えて水銀を蒸発させ、金銀を得
る。水銀による汚染が問題化。

アマルガメーション
金や銀が薄いシアン溶液に溶けやす
いという性質を利用する。溶かした
液（貴液）に亜鉛粉末を入れて置換反
応を行い、生成した金銀澱物を加熱
溶解して金銀を取り出す。

青化法

従来の金採取法

■金ができるまで（銅製錬の場合）

坑道を掘って鉱石を採掘 選鉱

製錬所へ 銅精鉱と金鉱石を溶かす
加工用金粒

金地金

電
気
分
解 

↓ 
精
製

菱刈鉱山

【出所：World Metal Statistics 】
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各界の著名人に、資源やエネルギーにまつわる思いやエピソードを語っていただくコーナーです。

大自然とスキーが私の先生
青森の営林局に勤めていた私の父は、国

有林の調査をスキーで行ってしまうような

日本のスキーヤーの草分けでした。そんな

父に連れられて、私は小学校に入る前から

八甲田山で滑っていました。しかしその後、

父の転勤で弘前、東京、仙台、岩手と転校

を繰り返すうちに疎外感と劣等感に悩み、

学校嫌いになってしまったのです。

ところが仙台での小学校4、5年生のと

き、父が東北大学で山岳部のスキーコーチ

を始めました。その関係で、吹雪の蔵王越

えとか樹氷の中のスキーを大学生たちと一

緒に滑ることができたのです。すると、そ

れまで人生のすべてと思えていた学校が急

に小さな存在に見えたのです。大自然の雄

大さに比べたら、勉強ができなくても悩む

必要などないと思えたのでした。

東京に転校してからも、父と一緒に夏は

日本アルプスへ登山に、冬は白馬や八方尾

根へスキーに行きました。その後、弘前高

校から北海道大学に進み、知床、十勝、大

雪山と北海道中を歩き回りました。つまり、

八甲田から始まって蔵王、日本アルプス、

北海道と自分の舞台がどんどん大きくなっ

ていったことが、私の人生の原点なのです。

獣医になってしばらく研究室にいました

が、結局そこを飛び出しました。その後は、

1962年の世界プロスキー選手権出場（米

国）を皮切りに、イタリアのキロメーター・

ランセで世界最高速度記録を樹立したり、

富士山を直滑降したりといった冒険人生を

本格的にスタートさせたのです。

次の目標は75歳でのチョモランマ登頂
現在の私の目標は、2008年に世界最

高年齢でチョモランマに登頂することで

す。前回も世界最高年齢の70歳で登り

ましたが、その5年後の登頂となるとだ

いぶ意味が違ってきます。何しろ体の高

齢化は容赦なく進んでいますし、心臓に

は不安も抱えています。

そこで2006年 12月に心臓の手術を

受け、今は心臓の調子を見ながら、経過

が良ければ春から本格的にトレーニング

を開始しようと思っています。そして5

月ころ、ヒマラヤの6,500メートル級に

登って体がどれだけ高地に順応できるか

をチェックし、その上で2008年に中国

側からチョモランマ登頂を目指したいと

思っています。

ところで、最近は団塊の世代が相次い

で定年を迎える「2007年問題」が話題

です。これまで大自然と向き合いたくて

も時間がなかった、登山もスキーも海外

旅行もできなかったという人たちに、私

はまず体力づくりから始めてタフである

こと、気力があることが基本であるとア

ドバイスしたいと思います。しかし、た

だ健康であればよいということではあり

ません。富士山に登ってみたいとか、海

外に行ってみたいといった具体的な目標

があって初めて、そのためのトレーニン

グや食生活のあり方が見えてくるのです。

結局は、何をするために健康でいたいの

かという夢と目的を持つことが、精神的

にも肉体的にアンチエイジングに作用す

るのだと思います。

エネルギー分野でリードする

厳しい環境の中に身を置くと、資源や

エネルギーのありがたさを強く感じること

ができます。ヒマラヤでもアンデスでも

6,500メートルほど登れば周りは雪と氷

だけの世界。そこでは、灯油などのエネル

ギーなしでは水も食事も作ることができな

いのです。また、現地で調達できる石油製

品には精製技術の低い場合があり、日本か

ら高性能の発電機を持ちこんでも、煙がモ

クモク出てあっという間に使えなくなった

ということもありました。

日本の石油精製技術や省エネ技術は世

界のトップレベルです。生命を維持する

ために必要な資源を有効活用して次の世

代につなぐためにも、また資源を安全に、

安心して使えるようにするためにも、日

本は、エネルギーに関する分野でこれか

らも世界をリードする技術革新を続けて

ほしいものです。

中長期的な世界の石油

供給量を予測する際、しばしば引用

される「石油ピーク論」。「2010年よ

り前に世界の石油生産量はピークを

打ち、それ以降生産量の減少が始ま

る」という予測で、1998年にキャ

ンベル（C.J.Campbell）とラエレール

（J.H.Laherrere）という2人の地質学

者が発表した論文で述べられていま

す。近い将来、石油生産は本当にピー

クを迎えるのでしょうか？

■悲観論には問題点も

世界エネルギー機関（IEA）による

「石油生産のピークに関する見通し」は

下表の通りです。

悲観的な意見の多くは、「ハバート

曲線※」を根拠として、「地球の石油埋

蔵量は固定的な量として把握すること

ができ、過去の生産履歴から生産量の

ピーク時期を求めることが可能であ

る」という考えです。しかしこの考え

は、操業の進捗で、当初開発対象でな

かった油層が開発されるようになると

いう「埋蔵量成長」を考慮していないな

ど問題点も多く、資源問題の専門家か

らは疑問視されています。

一方、悲観論を排する見方もありま

す。「資源量は固定的なものではなく、

埋蔵量成長、技術革新、インフラ整

備、政策的誘導、その時の経済性など

で上乗せされる」という前提に立った

考え方で、多くの実務家や研究機関は

この見方を支持しています。この考え

は、右下図の「資源ピラミッドモデル」

によって表現されています。

■資源量が確認可採埋蔵量へと転化

資源ピラミッドモデルの最上部は

「既生産量」で、人類が既に生産、消費

した量のことです。その下の「確認可

採埋蔵量」は、石油企業が現時点で採

取することが可能な量を示していま

す。最下部の「資源量」は、正確には「既

生産量＋確認可採埋蔵量＋埋蔵量成長

＋未発見資源量」で表されます。資源

量は、①探鉱投資、②インフラ整備、

③価格・財務条件の改善、④技術革新

などによる回収率の増大（4つの稜線

で示される各要素）により、確認可採

埋蔵量へと転化していくので、確認可

採埋蔵量と資源量の境界は徐々に下に

押し下げられていきます。

現在、石油の可採年数は40

年程度といわれています。可採

年数は確認可採埋蔵量を毎年の

生産量で割った値ですが、石油

企業の活動により、確認可採埋

蔵量と資源量の境界が下がっていくの

で、可採年数は急激には変わりません。

資源ピラミッドモデルを基にした需給

見通しでは、近い将来において、石油

の供給危機はないとの予測で一致して

います。

■より積極的な探鉱・開発を

石油はすぐにはなくなりません。し

かし、石油の需要が増え続ける中で、

これに見合った増産ができなくなって

から対応策を考えていたのでは遅すぎ

ます。肝心なのは、エネルギー資源の

大半を占める石油が依然として大量に

消費されるという消費構造のまま、埋

蔵量の限界に行き当たり、生産量が減

退して石油の値段が高騰するという事

態を招かないことです。

石油が安定的に消費できる間に、今

まで以上に石油の探鉱・開発への投資

と技術開発を行うとともに、他のエネ

ルギーへの転換や省エネルギーの普及

を進めていく必要があります。

Q&A

A
nswer

近い将来の供給危機はないとの見方が大勢

「石油ピーク論」は本当なの？
なんでも

Q&A Q
uestion

Opinion
vol.8
三浦 雄一郎

オピニオン

標準的なシナリオ 悲観的なケース 楽観的なケース

1996年1月時点の在来型石油の残存究極可採埋蔵量（10億バレル） 2626 1700 3200

在来型石油生産量のピーク（年） 2028 ～ 2032 2013 ～ 2017 2033 ～ 2037

在来型石油のピーク時の世界的需要（100万バレル／日） 121 96 142

■石油生産のピークに関する見通し

プロスキーヤー／クラーク記念国際高等学校校長
みうら・ゆういちろう　1932年、青森県生まれ。56年北海道大学獣医学部卒業、同大学獣医

学部助手となる。62年アメリカ世界プロスキー協会（IPSRA）会員となり、アメリカのプロス

キーレースで活躍。64年、時速172.084キロの世界新記録を樹立。66年、映画「富士山直滑降」

にて、富士山を直滑降（スキー界初のパラシュートブレーキを使用）。以後、世界の大陸の最高峰

での滑降に挑戦し、85年、南米最高峰のアコンカグア登頂及び滑降の成功によって世界七大陸

最高峰のスキー滑降を完全達成する。2003年5月、世界最高峰のチョモランマ（エベレスト）に

二男とともに登頂。当時のエベレスト登頂最高年齢記録と日本人初の親子同時登頂記録を樹立。

夢と目的を持つことが
アンチエイジングにつながる

技術革新の持続を

【出所：IEA/World Energy Outlook 2004 】

インフラ 回収率

価格／財務条件

探鉱投資

既生産量

確認可採埋蔵量

資源量

■資源ピラミッドモデル

※ハバート曲線：1956年に地質学者ハバート（M. King Hubbert）が発表した「石油の生産
量は、時間の推移にともない左右対称のベル型のカーブを描く。初期の生産履歴が確定す
れば、生産のピーク時期、量を求めることができる。」という考え。ハバートは、米国本土
48州の石油生産量が1970年代前半にもピークを示すと予想し、実際に1970年代前半に
米国本土の石油生産量がピークを迎えたことから注目を集めました。



古紙配合率100%再生紙を使用しています 

J.LETTER
ジェイ・レター

JOGMECからの様々なお知らせです。最新の事業紹介やニュース、イベントなどをご紹介します。

JOGMEC NEWS

Mar.vol.8
2007

本誌に関するお問い合わせは、広報・情報公開チームまで ▶  jnews@jogmec.go.jp 

表紙 探査を終え、船橋基地（千葉県）に入港する「第2白嶺丸」。

JOGMECの掛札勲理事長は、10

月30日～11月2日にモスクワで開催

された「第6回石油・ガスウィーク」に

出席し、「The Role of JOGMEC in 

Oil and Gas Upstream Investment 

and Challenges in Russia」と題する

講演を行いました。本会議は、Global 

Energy Security：Prospection を

テーマに開催され、石油・天然ガス、

電力、石炭、原子力発電事業に関する

国際機関、各国政府及び研究機関、企

業等の関係者が参加しました。出席者

の間では、将来の世界的エネルギー需

要の伸びに対応する供給を確保するた

めに、供給サイドと消費サイドが一体

となって国際的対話と協力を行うこと

の重要性が再認識されました。また、

会議では、ロシアが引き続き石油・天

然ガス事業について、供給者、消費者、

輸出者として重要な役割を担うことが

期待され、ロシア内外の関係者は石油・

天然ガスの安定供給に向け様々な課題

にチャレンジする必要性があることが

確認されました。

JOGMECは11月21日、リビア国

営石油会社National Oil Corporation

（NOC）と石油・天然ガス分野における

相互協力を目的とした基本協定書を締

結しました。この基本協定書には、石

油・天然ガス分野での探鉱・開発に関

連する共同技術研究と技術者研修事業

の実施が盛り込まれています。JOG-

MECと NOC間の協力の促進・拡大

を目的としたものです。JOGMECと

NOCは、今後密接な協調のもとに情

報交換、協議を進め、本基本協定書が

目的とする具体的な協力事業の立ち上

げを目指していきます。

掛札理事長は、12月8日～ 9日に

中国・蘇州市で開催された「東南・東

アジア NOC ラウンドテーブル」に

出席しました。同会議はインドネシ

ア、ベトナム等の ASEAN 諸国のほ

か、中国、韓国のNOC等の CEOが

一堂に会して、各機関が抱える課題

とその解決策、共通利益などについ

て情報・意見交換を行うことを目的

とするもので、今回初めて開催され

ました。会議では、地域協力、ガス・

LNG、海外事業展開等の議題につい

て議論が行われました。掛札理事長

はスピーチで、アジアの NOC と日

本企業がパートナーシップを組み共

同事業を推進することを期待し、今

後も積極的にプロジェクト支援する

ことを表明しました。

JOGMEC は、国家備蓄を行っ

ているフェロニッケル（総重量約

5,378トン、純分重量約1,085トン）

を売却することを決定し、12月15

日に入札を行いました。今回の売却

は、ニッケル価格の上昇や、LME（ロ

ンドン金属取引所）での在庫量の減少

などを勘案して決定し

ました。売却先はニッ

ケルを原料として生産

活動を行っている事業

者を対象とし、一般競

争入札により実施しま

した。ニッケル備蓄の

売却は、2006年では

3回目です。

2006年12月15日
国家備蓄のニッケルを売却

NOC首脳と掛札JOGMEC理事長（左から6人目）

2006年10月30日～11月2日
掛札理事長が石油・ガス
ウィークでスピーチ

2006年11月21日
リビア国営石油会社NOCと
基本協定書を調印

2006年12月8日・9日
掛札理事長が東南・東アジ
ア国営石油会社（NOC）
首脳会議に参加
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