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2005年の8月。大型ハリケーン「カ

トリーナ」がアメリカのメキシコ湾岸

を襲ったとき、この地域に密集して

いた石油関連施設は大打撃を受け

ました。そのため一時原油価格は高

騰し、世界のエネルギー市場は大き

な影響を受けました。

このような自然災害以外にも、エネ

ルギー資源の価格高騰の背景には、

世界のエネルギー需給の構造的な

ひっ迫があります。その一つの要因

には、近年の新興諸国の急速な経済

成長によるエネルギー需要の拡大

があります。一方、産油国側では、資

源価格の高騰を背景に、自国資源の

国家管理や外資参入規制を強化

していくなど、エネルギー市場への

円滑な供給が難しい状況になって

います。

こうしたエネルギー需給構造の中

で、世界の資源獲得競争は一層激し

さを増し、我が国にとっても石油･天

然ガスの安定的な確保がますます

厳しくなっています。

石油･天然ガスは、日本の一次エネ

ルギー※1供給の過半（2005年60.4

％）を占め、そのほぼすべてを海外

からの輸入に依存しています。石油･

天然ガスの安定供給の確保は、我が

国のエネルギーセキュリティ上、不

可欠なテーマで、実現のためには

日本の企業が自ら油・ガス田の権益

を取得し、事業を行う自主開発によ

り、原油等の確保を促進することが

非常に重要になってきています。

2006年5月に公表された、国とし

ての施策「新･国家エネルギー戦略」

にも、2006年に約15％であった

石油自主開発比率※2を、2030年ま

でに引取量ベースで40％程度を目

標とする内容が盛り込まれました。

石油･天然ガス資源の自主開発を促

進するに当たって、JOGMECの使

命は、石油や天然ガスの資源開発

を担う日本の企業をサポートし、資

源の安定供給を実現することです。

サポートの内容は多岐にわたります

が、「資金面での支援」「技術面での

支援」「情報面での支援」に大別され、

権益取得から探鉱、開発、生産に至

るまで、石油･天然ガスプロジェクトの

ビジネスプロセス全体について、様々

な角度から支援を行っています。

JOGMECは、旧石油公団から引き

継いだ石油･天然ガスプロジェクトに

ついての知見とノウハウを基に、専

門家集団としてプロジェクトの評価･

審査を行い、柔軟かつ適切な支援活

動を推進しています。

世界と日本──エネルギー資源の今
世界の石油･天然ガス資源を
取り巻く現況

■ 石油･天然ガス開発プロジェクトにおけるJOGMECの役割

専門家集団JOGMECの使命

石油･天然ガス探鉱・開発事業は非常にリスクが高く、必要資金も膨大で、

投資開始から生産開始までに長い時間が必要です。そのためJOGMECは

出資･債務保証機能を通じて、日本の企業が優良な油･ガス田の権益を獲得

し、事業の収益化が円滑に進められるよう、国のエネルギー政策とマッチ

した資源開発事業に、資金面での支援を実施しています。

●出資事業／リスクマネー調達支援の一つとして、石油･天然ガスの探鉱･

 資産買収、及び天然ガスの液化プロジェクトへの出資事業があります。

 様々な観点からリスク評価と審査を行い、対象案件を選定します。

●債務保証事業／石油･天然ガスの探鉱･開発、及び天然ガス液化プロジェ

 クトにかかわる借り入れ資金に対して、JOGMECが債務保証を行います。

JOGMECの技術センター（TRC）が中心となり、探鉱･開発･掘削･生産･

天然ガス利用など幅広い分野にわたり企業への技術支援を行っていま

す。また、我が国全体の技術開発力を高めるための外部組織とのコラボ

レーションや、産油･産ガス国との関係強化を目的とした技術協力、教育訓練

事業にも取り組んでいます。

JOGMECは、石油･天然ガス供給サイドに関する情報を収集･分析する我が

国有数の機関として、企業への情報提供だけではなく、ホームページや公開

セミナー、定期刊行誌などを通じて幅広く情報提供を行っています。 

資金面での支援 技術面での支援

情報面での支援

ー日本のエネルギーセキュリティ確保に向けてー 石油・天然ガス開発の推進

ー日本のエネルギーセキュリティ確保に向けてー 石油・天然ガス開発の推進

我が国の「自主開発石油」
促進の必要性

※1  一次エネルギー ： 私たちが暮らしの中で利
用する熱や電気などのエネルギー（最終エネル
ギー）の源となる石炭や石油、天然ガス、また水力
や原子力などのエネルギーを指します。
※2  石油自主開発比率 ： 我が国企業権益下に
ある石油 取引 量の我が国への石油総輸入量に占
める割合。

 サハリン1プロジェクト･一点係留式原油積込装置
（SPM）《写真提供：エクソン･ネフテガス》
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特 集

石油・天然ガス開発の推進
石油･天然ガスのほぼ全量を海外から輸入している我が国。

中東地域への依存度が高く、また近年の国際的な資源獲得競争の激化などにより、

資源･エネルギーの安定供給が、非常に重要な課題となってきています。

一方、昨今の原油価格の高騰などを背景に、資源の探鉱・開発事業にかかるコストが

年 上々昇しているため、日本の企業は効率良い事業展開を行うとともに、

公的支援を通じた国際競争力強化の必要性が高まっています。

本号では、石油･天然ガスの自主開発※促進とJOGMECの支援強化について、

現在進行中のプロジェクトとともに紹介します。

ー日本のエネルギーセキュリティ確保に向けてー 石油・天然ガス開発の推進

─日本のエネルギーセキュリティ確保に向けて─

※自主開発 ： 日本企業が海外で石油･天然ガスの探鉱･開発･生産事業を自ら行うこと。

サハリン1プロジェクト･チャイウォ陸上掘削基地《写真提供：エクソン･ネフテガス》
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特 集 ー日本のエネルギーセキュリティ確保に向けてー 石油・天然ガス開発の推進

■ 石油･天然ガス開発事業の流れ

石油･天然ガス自主開発プロジェクトへの期待
サハリンとタングー
JOGMECが現在支援を行っている、我が国の2つの自主開発プロジェクト、
サハリンの石油･天然ガス開発プロジェクト（ロシア）と、
タングーでのLNG開発プロジェクト（インドネシア）を紹介します。
いずれも日本へのエネルギー資源の安定供給の一翼を担う重要なプロジェクトとして注目されています。

■ 主要な国際石油会社の探鉱･開発投資額（2005年）

探 鉱企業名

Exxon-Mobil

R.D.Shell

開 発

単位：億円

BP

TOTAL

Devon

125
INPEXグループ
（統合後）

（JOGMEC石油･天然ガス調査グループ資料）

4,371

1,866

世界的な資源価格の高騰をはじ

め、投資条件の悪化、また新規

探鉱・開発プロジェクトの難地域

化（大水深、氷海等、自然条件の

厳しい地域）など、世界の資源開

発企業は多くの課題に直面して

います。これらの厳しい状況に対

応していくために、国際的な石

油･ガス企業は、M&A等を通

じた企業再編により、巨大化し

つつあります。

現在では、強固な財務基盤と技

術力を持つ大手の国際石油･ガ

ス開発企業（メジャー）や、国家

の強力な支援を受ける国営企業

が世界的な資源獲得競争の主

役となり、シェアを大きく拡大し

ています。

このような世界の資源トレンドの

中で、日本の企業が高い競争力

を持った国際企業と伍して事業

を展開し、石油･天然ガスの安定

供給に貢献していくためには、企

業の育成と支援を強化していく

必要があります。

日本でも、2005年11月に発表

された国際石油開発（株）と帝国

石油（株）の経営統合のような企

業再編が進みつつありますが、現

在のところ欧米などの大手企業

と比べ、全体として企業規模は小

さく、独力で資金ポートフォリオを

構築することが困難な状況です。

日本の石油･天然ガス開発企業

が、探鉱事業に効率的に投資す

るためには、公的機関による支援

強化が不可欠です。これまで

JOGMECでは、石油及び天然

ガスの探鉱に必要な資金の50％

を限度とする出資、及び債務保証

を企業に対して行ってきました

 が、2007年4月1日より、一定の

 要件を満たした案件に対し、この

 出資及び保証比率を75％まで

 引き上げることが可能になりま

 した。

 これは、2030年までに石油自

 主開発比率を40％程度とする

「新･国家エネルギー戦略」にお

 ける目標達成のための支援強

 化策の一環であり、これにより企

 業の資金調達にかかわる財務負

 担を軽減し、探鉱の実施機会が

 拡大することを目指しています。

 また、JOGMECでは、こうした

 資金面での支援だけではなく、

 合わせて技術面、経済性面、契約

 面、HSE※面、カントリーリスク等

 の情報収集･分析面でのノウハウ

 を有機的に連係し、事業の効率

 的な実施に向けてサポートして

 いきます。

探鉱･開発活動への支援強化

我が国の業界再編と現状

探鉱出資及び
債務保証機能の強化

JOGMEC NEWS vol.9 vol.9  JOGMEC NEWSー日本のエネルギーセキュリティ確保に向けてー 石油・天然ガス開発の推進 ー日本のエネルギーセキュリティ確保に向けてー 石油・天然ガス開発の推進

※ HSE ： Health, Safety and Environ-
 ment（労働安全衛生･環境）

世界の石油･天然ガス開発企業

1,661 12,356

1,658 10,716

1,481 8,983

808 7,136

1,089 3,282

1,741

14,018

12,374

10,464

7,944

油･ガス田の開発
●生産井等掘削／少ない場合は数坑、多い場合は数百坑以上の生産
井を掘削。このほか、水等の圧入井等を掘削する場合がある。

●生産施設等の建設／原油･ガス処理施設、送油･ガス施設、貯蔵タン
ク、出荷設備等を建設。海上油田の場合は、洋上プラットフォーム等も
必要となる。

1. 対象地域の事前評価
●技術資料等の取得／過去の探鉱データ等を取得し、石油･天然ガスが賦存する可能性が高い地域を選定
●事業実施国の法制･税制等の調査／有望地域の鉱区条件等を調査し、リスクや経済性等を評価
●対象地域の技術評価／地質的ポテンシャルが高いと考えられる地域の地質評価
●鉱区情報等の調査／地質的に有望と評価された鉱区の取得可能性についての調査

3. 石油･天然ガスの探査
●地質調査／地表地質調査や航空写真により、集油･ガス構造の位置を推定
●物理探査／重磁力探査、地震探査等により、集油･ガス構造の位置を推定
●試掘／坑井掘削により、石油･天然ガスの存在を確認

4. 油･ガス田の評価（経済性検討）
●評価井掘削／集油･ガス構造の広がりや油･ガス層の性状の評価
●油･ガス層評価スタディ／可採埋蔵量、生産性の評価
●開発計画検討／環境等にも配慮し、経済的･効率的な開発計画を策定
●フィージビリティ･スタディ
●最終投資判断（FID）

2. 鉱区取得

探
鉱
段
階

開
発
段
階

石油･天然ガスの生産･販売
●生産･操業／生産された原油･天然ガスは、不純物や水分を処理した後、タンカーやパイプラインで輸出。生産設備、送油･ガスパイプ
ライン等は定期的に更新が行われている。

生
産
段
階

サハリン1プロジェクト･デカストリィ原油出荷ターミナル《写真提供：エクソン･ネフテガス》 LNGタンカー桟橋建設現場《写真提供：日石ベラウ石油開発株式会社》

※資産買収は油･ガス田発見後の
　評価段階、もしくは開発段階に
　おいて行われるケースが多い。



サハリン1
プロジェクト（ロシア）
サハリンには、大規模な石油･天然ガスの
埋蔵量が確認されており、
日本にも地理的に近いことから、
有望な供給源として期待されています。
《写真提供：エクソン･ネフテガス》

タングーLNG
プロジェクト（インドネシア）
「強靱な、タフな」という意味の
 インドネシア語に由来するtangguhは、
 その名前にふさわしい
 大規模なLNG開発プロジェクトです。
《写真提供：日石ベラウ石油開発株式会社》

チャイウォ海洋プラットフォーム「オーラン」チャイウォ海洋プラットフォーム「オーラン」

チャイウォ陸上掘削基地：世界最長･最多の
大偏距掘削（ERD）坑井群を有する

サハリン１プロジェクトは、ロシア連

邦サハリン島北東沖海上のチャイ

ウォ、オドプト、アルクトン･ダギの

3鉱床を対象として進められている

石油・天然ガス開発プロジェクトで

す。1996年6月、これら3鉱床を

対象とする契約が発効して以降、探

鉱事業が進められ、2001年12月に

はロシア政府により「商業性宣言」の

承認がなされ、まずチャイウォ油ガ

ス田の開発作業が進められました。

このプロジェクトは米国のメジャー

企業であるエクソンモービルの子

会社「エクソン･ネフテガス」がオペ

レーターとして参画しており、その

タングーLNGプロジェクトは、イン

ドネシア共和国東部の西パプア州

で現在開発が進められている大規

模なLNG（液化天然ガス）プロジェ

クトです。

タングーは、1996年に当時の大統

領スハルトにより命名されたもので、

インドネシア政府からも大きな期待

が寄せられています。

英国の石油メジャー企業であるBP

がオペレーターを務めるこのプロ

ジェクトには、多数の日本企業が

パートナーとして参画し、その権益

比率の合計は45.8％に上ります。

JOGMECはこのうち、日石ベラウ

石油開発（株）、ケージーベラウ石油

開発（株）、ケージーウィリアガール

石油開発（株）（権益比率22.2％：

3社合計）に対して、出資並びに各社

の開発事業の借り入れ資金に対す

る債務保証を行い、プロジェクトの

支援を行っています。

タングーLNGプロジェクトでは、

現在、2008年末の生産開始を

多国籍企業による共同事業 出資及び債務保証支援

年間生産量は
日本の年間消費量の約1/8

ほかインド国営石油会社ONGCの

子会社の「ONGCヴィデッシュ」、

ロシア国営石油会社ロスネフテの

子会社である「サハリンモルネフテ

ガス・シェルフ」及び「RNアストラ」、

そして日本の「サハリン石油ガス開

発（株）：SODECO」という多国籍

の国際コンソーシアムによって実施

されています。

我が国としても、中東地域に過度に

依存しているエネルギー供給源を

多様化させる必要があり、この日本

の近隣に位置し、かつ可採埋蔵量は

原油約23億バレル、天然ガス約17

兆立方フィートという巨大な石油･

天然ガスの埋蔵が期待されるサハ

リン１プロジェクトに対し、SODECO

の開発事業資金借り入れに際して

の債務保証により、支援を行ってい

ます。

開発作業が進められた結果、2005

年10月には原油及び天然ガスの暫

定的生産により、ロシア国内向け販

売を開始しました。翌2006年には

本格的な生産に移行し、10月には

好立地かつ大規模な埋蔵量

生産目標値を達成

原油輸出を開始しています。

これら原油の多くは日本の石油会社

によって輸入され、日本の原油安定

供給に大きく貢献しています。生産

は順調に進み、2007年2月には、

原油生産の目標値である日量25万

バレルを達成しました。

今後、オドプト、アルクトン･ダギの開

発やチャイウォの輸出向け天然ガス

開発作業等、さらなる事業拡大が計

画される中、JOGMECとしても自

主開発の一層の促進のため、このプ

ロジェクトを支援していきます。

目指し、2基のプラントからなる天然

ガス液化設備の建設が順調に進め

られており、フル稼働時には年間

760万トンのLNG生産が予定され

ています。これは、日本の年間天然

ガス消費量の約1/8に相当します。

タングーLNGプロジェクトは、環境

負荷の小さい天然ガスプロジェクト

であると同時に、中東以外の地域に

おける大規模な案件であることから、

供給源の分散化を通じた、我が国

へのエネルギー資源の安定供給

に大きく貢献することが期待されて

います。

JOGMECは旧石油公団時代を含

め、プロジェクトの初期段階から探鉱

資金に対する出資などを通じて、プ

ロジェクトにおける日本企業の積極

的なサポートを行ってきました。また、

2006年6月には、ガス生産設備及

び液化プラント建設費にかかわる

借入金に対する50％を債務保証

対象事業として採択するなど、継続

的な支援を行っています。

エネルギーの安定供給と自主開発

の一層の促進を目指し、JOGMEC

が続けてきた息の長い支援が今、

結実しようとしています。

プロジェクトへの大きな期待

天然ガス液化プラント建設現場 天然ガス生産施設建設現場

 LNG貯蔵タンク建設現場
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金属はどこに消えた!?
横行する盗難事件

昨年から新聞紙面をにぎわしている、日本国内の「金属盗難事件」。半鐘や車止め、側溝の蓋、蛇口

など、全国各地で起きる窃盗の目的は、転売といわれています。そこには、経済発展が著しい諸外国

における金属需要の急増によって、世界市場で価格が高騰し、高値で取り引きされる背景があるよ

うです。また、価格高騰の一方で多くの金属資源が、すでに発見されている鉱山の埋蔵量では、近い

将来賄いきれなくなると予想されています。金属リサイクルなどによる限りある資源の有効活用や、

技術支援による産出国との連携を強化し、新たな鉱山開発が不可欠となっています。

Topics

金属の値段は、いくら？

読売新聞朝刊2007年2月21日付、同朝刊2007年3月22日付
朝日新聞夕刊2007年2月9日付、同朝刊2007年3月3日付

■多発する金属盗難事件

「火の見やぐらの半鐘が無くなって

いる」2007年2月、茨城県と栃木

県に相次いだ銅の窃盗事件。盗ま

れた39個の半鐘のほとんどが青銅

製で、重さ4～80キロ、被害額は各々

10～50万円でした。

また、岐阜県では金属業者が被害に

遭い、倉庫から盗まれた銅線9束は、

重さ550キロ、被害額は33万円。

こうした被害は銅だけでなく金属全

般に広がり、昨年より「金属盗難事件」

が全国各地で多発しています。

これら一連の盗難事件は、世界の金

属市場における価格の高騰から、転

売目的の犯行として手当たり次第に

盗まれるという、社会問題にまで発

展しました。警察庁のまとめによると、

2006年の被害総額は20億円に上

り、車止め、蛇口、鉄板、側溝の蓋、線

香皿、滑り台に至るまで、身の回りの

あらゆる金属製品が狙われました。

2007年に入ってからは、ステンレ

ス製品の窃盗事件が目立っていま

すが、銅と同様に、原料であるニッケ

ル相場が上昇しているため、という

見方が強まっています。

■金属需要の拡大

金属市場における相場の上昇は、経

済発展が著しい諸外国の金属需要

が高まっていることに因ります。人

口増加に伴う交通網の整備や施設

の建設など、都市整備を進めるに当

たり、膨大な量の金属資源を必要と

しているためです。

当然のことながら、リサイクルも含

めた金属資源は高値で取り引きさ

れる国々へと流れます。銅や鉛、亜

鉛などベースメタルと呼ばれる金属

は、電線や伸銅等のほか、メッキ用、

合金用として利用されることが一般

的であり、生活の様々な分野で重要

な役割を果たしています。

日本は、金属資源の輸入・消費大国

といわれ、特にニッケルの消費は世

界第2位です。このニッケルやクロム、

コバルトのような希少価値の高いレ

アメタルと呼ばれる金属は、半導体

や液晶テレビの透明電極、パソコン

等のバッテリーなどに使用され、世

界のIT産業を支えています。

■技術と資金の支援

独立行政法人 物質・材料研究機構が

行った将来の金属使用量の予測によ

ると、銅、ニッケルなど12種類の金属

は、2050年までの累積で、現有埋

蔵量の数倍の使用量が予想される

としています。金属資源の供給量が

減っていく恐れのある中、消費大国

である日本にとって、安定供給確保

は重要な課題です。

これら金属資源の日本への安定供給

を維持していくために、JOGMECは、

金属資源の探鉱から開発、生産まで

の間、産出国に対する技術支援や、

日本の民間企業への技術・資金支援

などを行っています。

そのため、衛星画像を用いた鉱床探

査データから鉱山を選出する探査

技術、地中から鉱石を掘り出す採鉱

技術、不純物を分離する選鉱技術、

また、産出国への環境改善技術など、

絶えず新しい技術の開発に取り組み、

より安全で効率良く、日本への金属

資源の安定供給に貢献しています。

衛星画像解析技術による資源の有望地の抽出

気象と航空管制の二つのミッションを持つ衛星、
ひまわり6号 《写真提供：気象庁》

金属の重量を市場価格に換算すると、いくらくらいになるでしょう。銅や鉛、亜鉛な

どのベースメタルは、その意外な価格に驚きます。銅は1キロおよそ800円（2007

年2～4月間の平均価格）。ちなみに、ブランド米と呼ばれているお米1キロの価格と

ほぼ同じです。一方、金や銀などの貴金属は高額です。金は1キロおよそ260万円

（2007年2～4月間の平均価格）で、先端技術を駆使した気象衛星「ひまわり6号」

は1キロおよそ1,200万円。金は人工衛星の約5分の1です。宇宙を飛ぶ気象衛星

の高さには届きませんが、それでもかなり高いといえそうですね。

■銅とニッケルの地金価格推移
単位：USドル／トン
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しかしながら、日本のバイオ燃料を有効

利用するための土壌作りは着々と進め

られています。自動車メーカー各社で

はバイオ燃料を利用できるエンジン

の開発が進められ、バイオ燃料の海外

生産を計画・検討する企業も増えて

きました。

■大幅な生産量アップを目指して

※バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議
2002年12月に閣議決定されたバイオマスを
有効活用していくための国家戦略を推進する
会議。内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省・環境省の1府6省で
構成されています。
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みんなが協力し合えば、

一つしかない地球も守れる

私はもともと絵が好きで、日本画を習って

いましたし、将来は芸術関連の仕事をした

いと思っていました。そんな私が写真家を

目指すきっかけとなったのは、ミス･ユニ

バースに選ばれ、その撮影を通して出会っ

た大竹省二先生の「写真をやってみたら。

写真も立派な芸術だよ。それに、これから

は女性が活躍していく時代だ」という言葉

でした。それまで、写真の世界というのは

男の世界であり、女性が入っていける世界

ではないと思い込んでいた私は、その言葉

を聞いて、「じゃ、写真家になろう」ときっぱ

りと方向転換することにしたのです。

写真の世界は、もちろん私にとってはまっ

たくの未知の世界でした。けれど、撮ること

がとにかく面白くて、無我夢中で頑張り通し、

5年後には写真家として独立することがで

きました。「写真家は写真だけ撮っていて

はだめ。いろいろ人生勉強しろ」という大竹

先生の教えから、以来20年、動き回ること

が大好きな私は、国内は言うに及ばず世界

各地を訪れ、いろいろな国の人々や自然と

の出会いを重ねてきました。そこから様々

なつながりが生まれ、今では毎日のように、

多くの方々から新しい仕事の話や企画、ア

イディアなどが持ち込まれるようになって

います。ですから、これからは海外での写真

展の開催なども含めて、もっと素晴らしい

そうした問題を解決するために、一つには

環境にあまり負荷をかけない新しいエネル

ギーなどの開発に力を入れることが大切に

なってくるのだと思います。その点では、

JOGMECでもかなり研究に力を入れてい

ると伺いました。例えば、次世代資源の開

発や、より環境に優しい燃料の開発研究、

油田から採れる原油量を増やす技術の

開発などが進められているそうです。いず

れも私たちに必要不可欠なエネルギーと

環境とを調和させる研究開発ですから、

大いに期待しています。

もう一つは、省エネに対する意識を徹底的

に浸透させることも必要です。できれば

一国だけではなく、世界中でやるべきです。

そのための一つの手段として、環境破壊の

脅威的な映像を、様々なメディアを通して

多くの人に伝えていくようなことも考えて

いいのではないでしょうか。とにかく地球

環境が壊れたら、人類を含めすべての生き

物がその影響を受けます。だからこそ、エネ

ルギーは無駄なく有効に使うことをみんな

が心掛ける必要があるのです。無駄な

電気を消すというようなささやかなこと

でも、みんなが日常生活の中で積み重ねて

いけば、大きな力になります。まずはそう

いうところから始めることが必要ではない

かと思います。

独立して20年

写真がますます面白くなってきた

織作 峰子
写真家／大阪芸術大学写真学科教授
 おりさく・みねこ　1960年、石川県生まれ。81年、ミス・ユニバース日本代表に選出され、その

 任期中に写真家・大竹省二氏と出会う。翌82年、大竹省二写真スタジオに入門。85・86年、

 全国二科展入選。87年、写真家として独立。以後、女性の優しい視線で世界各国の美しい風

 景や人物の瞬間を撮り続けている。日本全国で写真展を多数開催するかたわら、テレビや講演

 などにも幅広く活躍中。また、04年には大阪芸術大学写真学科助教授に就任し、06年には教

 授に就任。主な作品集としては、『BOSTON in the time』『Memories of New Zealand』

『DIMENSIONS』『MAGYAR』『MY SWITZERLAND』などがある。

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。

vol.9

ことができるようになるのではないかと、

ワクワクしているところです。

私はドラマティックなテーマを求めて、世界

各地を撮影して回っていますが、最近よく

考えさせられることがあります。経済成長

が著しい地域では、主な交通手段が自転車

からバイク、さらにバイクから自動車へと、

訪れるたびに急激に移り変わっているので

す。そんな変化を目の当たりにすると、経

済成長も、便利で快適な生活も、エネル

ギー資源があってはじめて実現されるの

だ、ということがよく分かります。経済活動

をはじめ、私たちのあらゆる活動を支えて

いるのは、まさにエネルギーなのですね。

ただし、それは無尽蔵ではありません。

その一方で、環境との調和に配慮のない

無計画なエネルギーの大量消費は、地球

温暖化の一因ともなっています。私は

ここ3、4年、スイスに取材に出掛けていま

すが、アルプスの純白の氷河はススで土色

にくすみ、次第に溶けて、今では洪水を引

き起こすようになっています。しかも、行く

たびに氷河が減っていくのが分かります。

そういう姿を見ると、とても残念に思い

ます。と同時に、一刻も早く何らかの手を

打たないと、生物が地球で暮らしていけ

なくなるのではないかと不安になってし

まいます。

開発の推進と

省エネ意識の浸透が必要

なんでも

Q＆A 世界が注目する「バイオ燃料」って何？

A
nswer
　　　　　近年、世界各国で「バイオ

燃料」に熱い視線が注がれています。

バイオ燃料とは、バイオマス（再生可

能な生物由来の有機性資源で化石資

源を除いたもの）を原料とする燃料の

こと。代表的な物には、菜種、ヒマワリ、

パーム等の油糧作物や、廃食用油と

いった油脂を原料とし、ディーゼルエ

ンジン用の燃料として利用されるバイ

オディーゼル。また、サトウキビ、トウ

モロコシ、稲わら、木材等の原料を発

酵・蒸留した輸送用燃料として使わ

れるバイオエタノールがあります。

トウモロコシ 等
幾つかの州で10%を義務化（一部で85%）

サトウキビ 等
20～25%を義務化（一部で100%）

小麦、大麦 等
上限約3%

ライ麦、小麦  等
上限約5%

サトウキビ、木材 等
上限3%

地球温暖化の原因となるCO2の排出量

が少ないことや、資源を有効に活用する

循環型社会の形成につながることから、

バイオ燃料の生産や利用は世界的な

広がりを見せています。アメリカやブラ

ジルでは、バイオエタノールを混合した

自動車用燃料が普及し、欧州ではバイオ

ディーゼル燃料のシェアが急増。また

中国やインドネシア等のアジア諸国で

も、政府が中心となり、利用拡大に向

けた取り組みが行われています。

■世界的に利用拡大が図られる

■各国のバイオエタノール導入に向けた取り組み
国

アメリカ

ブラジル

スペイン

ド  イ  ツ

日     本

原材料／混合率 バイオエタノール生産量（2005年） 

《出典：「第1回国際食料問題研究会」（農林水産省開催）にて配布された資料を基に作成》
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単位：万キロリットル

 バイオディーゼル燃料100%で走る京都市のごみ
 収集車《写真提供：京都市環境局》

世界のバイオ燃料先進国と比較すると、

日本のバイオ燃料への取り組みは、まだ

緒に就いたばかりという段階です。バイ

オディーゼルは地方自治体等による取り

組みで年間生産量4,000～5,000キロ

リットル程度（2005年度の推計値）。

バイオエタノールに至っては、現状では

実証レベルの製造が中心ということも

あり、年間生産量は30キロリットル程度

（2005年度）に過ぎません。

また、2007年2月に行われた「バイオ

マス・ニッポン総合戦略推進会議※」で

は、2030年頃までに国産バイオ燃料

の大幅な生産拡大を図るという目標が

掲げられました。エタノールを大量に

生産する技術の開発等がなされれば、

2030年頃には600万キロリットル

程度の国産バイオ燃料の生産が可能

という試算も出されています。これは、

現在国内で年間に消費されている

ガソリンの約1割に相当する量です。

技術開発の推進をはじめ、バイオ燃料

に対する税制優遇、ガソリンへの混合

率引き上げ（現在は3％上限）等、目標

達成のために挙げられた検討課題は

多岐にわたります。しかし、政府、地方

自治体、関係団体、企業、そして国民が

一体となって取り組みを推し進め、それ

らの課題を一つ一つクリアしていく

ことで、バイオ燃料は将来、私たちの

暮らしを支えるエネルギー資源の一端

を担うことになるでしょう。

■国内生産はスタート段階

生物資源から作られる、環境に優しい燃料

エネルギーは不可欠だが

無計画な消費は問題

（実証段階）
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表紙 ： 石油･天然ガス開発を進めるサハリン1プロジェクト。朝日を浴びるチャイウォ海洋プラットフォーム「オーラン」
　　　《写真提供：エクソン･ネフテガス》

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。

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

川崎市幸区大宮町1310番
ミューザ川崎セントラルタワー 〒212-8554
Tel: 044-520-8600  Fax: 044-520-8710
http://www.jogmec.go.jp
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ロシア連邦 フリステンコ
産業エネルギー大臣との懇談会

2007年2月26日

JOGMECと
南米資源国の協力関係発展

2007年3月14日・16日

掛札理事長は、甘利経済産業大臣に

同行しウズベキスタン共和国及びカザ

フスタン共和国を訪問、4月28日に

ウズベキスタン共和国国営石油会社

ウズベキネフテガス及び地質鉱物資

源国家委員会と、同月30日にカザフ

JOGMECと中央アジア
資源国の協力関係発展

2007年4月28日・30日

掛札理事長は2007年3月、チリ共和

国及びブラジル連邦共和国を訪問し、

3月14日にチリ銅委員会及び3月16

日にブラジル国営石油会社ペトロブラ

スとの基本合意書を調印しました。

チリ銅委員会との基本合意書は、世界

最大の銅生産国であるチリと、より緊

密な関係を構築することで銅資源の

安定供給確保を図ることを目的として

います。具体的には、両組織がチリあ

るいは日本で毎年一回共同セミナー

を開催し、情報交換等を通じて両組織

の戦略的関係を発展させる計画です。

また、JOGMECとペトロブラスは、

深海エリアでの浮遊式石油生産・貯

蔵・出荷システムの開発技術を共同で

研究していますが、今回締結した基本

合意書は、この研究を通じて培われた

協力関係を石油・天然ガス探鉱・開発

分野全体に拡大させ、ブラジル国内及

び東南アジア等の海外でペトロブラス

と本邦企業とJOGMECによる共同プ

ロジェクトの組成を目指しています。

スタン共和国エネルギー鉱物資源省

地質･地下資源利用委員会と各々基本

合意書を調印しました。ウズベキネフ

テガスとはウズベキスタン共和国の

石油･天然ガス開発、石油･天然ガス

開発関連の最新技術、人材育成の3分

野における相互協力の可能性を検討

する基本合意書を締結し、地質鉱物資

源国家委員会とは同国の鉱物資源の

共同探査、探鉱・開発における日本企業

参入の検討、鉱物資源及び探査技術の

情報交換、人材育成の4分野における

相互協力に合意しました。また、カザフ

スタン共和国地質･地下資源利用委員

会とは、同国におけるレアメタル等の

鉱物資源に関する共同地質調査の実

施、未開発低品位鉱床の開発における

日本企業の投資機会など、相互協力の

可能性を検討することに合意しました。

訪日したロシア連邦フリステンコ産業

エネルギー大臣一行との懇談会が都内

で開催されました。懇談会はJOGMEC

が主催したもので、ロシア側からは産

業エネルギー大臣をはじめ、ベーリィ

在日ロシア連邦全権大使ほかが出席さ

れ、日本側からは甘利経済産業大臣、

望月資源エネルギー庁長官ほか、日露

エネルギープロジェクトにかかわりの

ある本邦民間企業の首脳が出席しまし

た。エネルギーの生産国と消費国との

協力関係の発展について話し合いが

行われたほか、民間企業からはロシア

連邦における上流事業への参加に強

い関心が表明されました。

ウズベキスタン共和国地質鉱物資源国家委員会と相互
協力の基本合意書を締結

フリステンコ産業エネルギー大臣（中央）一行との懇談会


