
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 2007.9

vol.

10

未来の資源とエネルギーを支える

オピニオン ＞
ダニエル･カール 氏 ───
省エネの最先端技術や「もったいない精神」を
日本は世界に向けてもっと自慢すべきだ

世界的な争奪戦が激化

特 集 ＞＞＞

トピックス＞＞＞

Q&A ＞
天然ガスの輸送は
将来どうなるの？

J.LETTER ＞
JOGMECからの
お知らせ

国家石油備蓄基地の取り組み

ウランが眠る場所は？

共存共栄を目指す
地域との交流



2 JOGMEC NEWS vol.10 3 vol.10  JOGMEC NEWS

日本は、アメリカ、中国、ロシアに次

ぐ、世界第4位の一次エネルギー※1

全国10カ所の国家石油

備蓄基地では、安全な操

業が最重要課題です。日

夜万全な管理の下、安全

対策、防災対策、環境保

全対策に努めるとともに、

万が一の事故や災害を

想定した訓練を 行って

います。

加えて備蓄事業の推進

に当たっては、備蓄基地

周辺の住民や地域社会

の理解が欠かせません。

備蓄基地では、私たち国

民の共通財産である石油

備蓄の必要性とその重要

性を訴えながら、地方公共

団体をはじめとする地域の

関係各機関との連携を強

化しています。また地域経

済の発展の一助となり、周

辺環境の整備向上にも努

めるなど、地域との交流活

動を積極的に行っていま

す。操業開始以来、これら

各備蓄基地での不断の努

力によって、住民の理解と

特 集

■ 地下備蓄の構造と特長

久慈、菊間、串木野の3つの備蓄基地に採用されている「地下岩盤タンク方式」は、

水と油の関係を利用して、地下水面下の岩盤内に原油を貯蔵します。岩盤内に

大空洞を掘り、地下水圧を利用して原油を封じ込める貯蔵システムです。岩盤タンク

内は、常に地下水が空洞内部へ浸み出てきますが、水と油の混じり合わない性質から、

浸み出た地下水はタンクの底部に溜まり、原油は水に浮いた状態で貯蔵されます。

底部に溜まった地下水は、ポンプで排水することによって一定の水量が保たれていま

す。地下石油備蓄の特長は、岩盤タンクを素掘りのまま使用でき、貯槽に老化や腐食

がなく、また漏油や拡散の危険性が低く、地震、落雷などの自然災害に強いことが

挙げられます。さらに、貯蔵施設に要する土地面積が少なくてすみ、景観への影響が

少ないことも大きな利点となっています。
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※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。

上：日本地下石油備蓄（株）久慈事業所 中央計器室　
下：危険物保安技術協会視察（久慈基地）

共存共栄を目指す
地域との交流

日本の産業を支え、私たちの生活になくてはならない石油。

そのほぼ全量を輸入に頼る日本では、

産油国からの供給不足の恐れがある緊急事態に備え備蓄を行っています。

石油の備蓄には、民間備蓄と国家備蓄があり、JOGMECは国の委託を受けて

現在10カ所ある国家石油備蓄基地を管理しています。

本号では、高い安全性と優れた環境面が実証されている、

地下岩盤タンク方式を採用した「久慈」と「菊間」、

それぞれの国家石油備蓄基地を取り上げ、地域との共生をテーマに

操業を続ける基地の取り組みを紹介します。

■ 国家石油備蓄基地

消費国（2005年）です。消費エネル

ギーの構成比を見ると、石油の占め

る割合が高く、そのほとんどを海外

からの輸入に依存しています。

1970年代はじめ、日本では石油は

消費エネルギーの約80%を占めて

おり、その8割を中東の産油国から

輸入していました。しかし、原油価格

久慈・菊間国家石油備蓄基地の
夏まつりを訪ねて

石油備蓄の必要性

地域との共存を目指す
国家石油備蓄基地の取り組み

岩盤が支える水と油の関係

防災訓練（菊間基地）《写真提供：日本地下石油備蓄株式会社》

が急騰した第一次オイルショックを

機に、日本では石油の輸入先の分散

化や、他エネルギーの利用促進など

に努めています。将来、再び起こり得

る様々な不測の事態に備えて石油

を国内に備蓄することは、日本の産

業や私たちの生活に著しい混乱が

生じないようにすることを目的とし

ています。その国家的対策として、

石油備蓄法により石油を取り扱う

民間企業の備蓄量が定められ、また

国家備蓄事業も実施されることに

なりました。2007年5月末時点で

は、民間備蓄は国内消費量の81日

分、国家備蓄は97日分の量を備蓄

しています。

今号の取材では、備蓄基地と地域住

民との交流活動の具体的な取り組み

として、久慈国家石油備蓄基地（岩手

県）と、菊間国家石油備蓄基地（愛媛

県）の夏まつりを訪ねました。

これらのイベントは、備蓄基地と地域

住民が身近な存在になっていく触れ

合いの場です。それぞれの夏まつり

を次ページよりご紹介していきます。

支持を得ながら、地域社会との共存

共栄を実現しています。

秋田

福井
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上五島

Kikuma

菊間国家石油備蓄基地

Kuji

久慈国家石油備蓄基地

取材協力：日本地下石油備蓄株式会社
　　　　 久慈事業所･菊間事業所
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「久慈みなと・夏まつり」は、メイン会場が備蓄基地に移り、

 今年で4回目となりました。農林水産振興を目的に開催

 されるこのイベントは、港湾整備の重要性と備蓄基地の

 存在をアピールするなど、海洋に開かれた地域の特色を

 広く周知することが、大切な課題となっています。久慈市

 が主催する「久慈みなと・夏まつり」は、港のお社「諏訪神

 社」の例祭と併せて開かれ、毎年賑わいを見せています。

 操業開始から約15年が経過した久慈基地は、日本地下石

 油備蓄（株）久慈事業所主催の「ちかびウォッチング」を

 はじめ、基地見学会や定期報告会など様々な催しを通し

 て、備蓄基地の役割やその安全操業を伝えてきました。

 一方で私たちも、基地近隣の住民の皆様とともに、地域

の防災訓練や清掃活動へ参加しているほか、日本地下

石油備蓄（株）による新卒者の現地採用など、備蓄基地

が地域振興の一助となるように努めています。

また、久慈基地に併設する「もぐらんぴあ」には、皆様

が頻繁に足を運んでいただけることもあり、私たちは

積極的に、石油備蓄の必要性と備蓄基地の安全性を

訴えています。久慈基地は、地上タンク方 式と違い、

実際に貯蔵風景を見ることができません。ですから、

地下の岩盤タンクで安全に原油が貯蔵されている事実

をしっかりとお伝えすることが、重要な責務であると

考えています。
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見えない地下だからこそ、安全性をきちんと伝えたい

久慈国家石油備蓄基地は、岩手県

久慈市中心部から車で約10分の

場所に位置しています。安全な操業

管理はもちろんのこと環境への配

慮も徹底し、現場の操業を担当して

いる日本地下石油備蓄（株）久慈事業

所は、平成12年4月にISO14001を

取得しました。

一方で久慈基地は「地域社会への参

画・貢献」を基地の方針として掲げて

います。今回は、今年7月28日（土）、

29日（日）に行われた「久慈みなと・

夏まつり」を取材し、地域住民と職員

との交流の様子を紹介します。

 のこもった催し物に、リラックスした

 雰囲気で楽しんでいる様子でした。

 また、施設内の会議室では久慈市と

 岩手大学との連携による公開講座

 が開催され、石油や石油製品、省エ

 ネルギーについて専門家が分かり

 やすく解説し、地元の高校生を中心

 に約40名が受講しました。

 久慈基地では夏まつりのほかにも、

「久慈秋まつり」や「もぐらんぴあ駅

 伝」に協力しています。このように

 地域住民との交流を通じて石油備

 蓄の大切さを広く理解いただくこと

 は、資源の少ない日本にとって大切

 なことでしょう。

会場が沸いた「さかなクン」のパフォーマンス

久慈みなと・夏まつり

「地域社会への参画・貢献」を目指して

特 集

「ちかびウォッチング」へ行こう

楽しく賑わうヨーヨーすくい

乗船見学会でキャプテン気分

夏の思い出のひとこま「ちかびウォッチング」

用地面積
地上施設地区：6ヘクタール
貯油施設地区：26ヘクタール
備蓄容量
175万キロリットル
地下岩盤タンク3ユニット
地下岩盤タンク
常圧貯蔵横穴水封固定水床式
幅　：18m／高さ：22m
長さ：540m×2本（35万キロリットル）×1ユニット
　　：540m×4本（70万キロリットル）×2ユニット
基地施設
操油・用役施設、電気計装施設
公害防止施設、安全防災施設、管理施設等
基地関連港湾施設
10万DWT型浮標式多点係留設備1基
海底原油配管2,200m

久慈国家石油備蓄基地周辺MAP

■地上施設配置図
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久慈国家石油備蓄基地（岩手県久慈市）

基地周辺のエリア情報

 太平洋に面し、白樺林で有名な平庭高原を有す

 る、山と海の自然に恵まれた岩手県久慈市。夏は

 北東風「やませ」の影響を受けて冷涼、冬は比較

 的雪が少なく一年を通じて安定した気候に恵ま

 れています。

 産業としては漁業が盛んで、アワビやウニを素潜

 りで採る漁法を伝承する「北限の海女」の町とし

 ても知られています。陸中海岸国立公園の北に

 位置する小袖海岸では7～9月の漁の時期、実際

 に素潜り漁を見ることができます。

 また、久慈市は国内有数の琥珀の産地でもあり、

 日本で唯一の琥珀博物館があります。SF映画で

 恐竜を現代に甦らせ話題となった樹脂の化石

「琥珀」が展示され、アクセサリーなどへの加工

 にも挑戦することができます。琥珀の魅力は、

 岩手県出身の農業指導者であり童話作家の宮澤

 賢治の作品の中にもしばしば表現されています。

 美しい海岸線と白樺林の高原、そして太古の神秘。

 久慈市はまさに自然の宝庫です。

久慈国家石油備蓄基地事務所
岩手県久慈市夏井町閉伊口第8地割105番地2号
TEL. 0194-52-2215
FAX. 0194-52-2216

■施設概要

※1 ちかび ： 地下備蓄の愛称。
※2 もぐらんぴあ ： 久慈基地の岩盤トンネルの
一部を利用した地下水族科学館と石油文化ホール。

「久慈みなと・夏まつり」は久慈市が

 中心となって行われるイベントで、

 久慈基地に隣接する敷地や道路を

 メイン会場として開催されます。久

 慈基地では、今年も「ちかび※1ウォッ

 チング」と称して様々なイベントを

 開催し、延べ1,790名が訪れました。

 久慈基地周辺では、潮干狩りや特産

 品の展示 即売のほか、「もぐらん

 ぴあ※2」による「さかなクントーク

施設内の道路には特設テントが張ら

れ、金魚すくいやヨーヨーすくいコー

ナーが設けられました。子供たちの

眼差しは真剣そのもので、大人も

一緒に盛り上がり、「今がチャンスだ！

やったー！」と歓声が響き渡りまし

た。また、色とりどりの風船が瞬く

間に動物や花に変わるバ ル ーン

アート大会なども賑わいをみせてい

ました。こうした出店はすべて職員

の手作りによるもので、来場者も心

素潜り漁を伝承する「北限の海女」

太古のロマンを感じる「久慈琥珀」

緑地

JOGMEC
久慈国家石油備蓄基地事務所

所長　佐藤 利美

 ショー」などの企画も

 ありました。消防車を

 使った放水体験コー

 ナーでは、防災を担

 当している職員が手

 を貸しながら、小さな

 消防服を身にまとっ

 た子供たちが海に向

 かって盛んに放水を

 していました。その脇

 では多目的 防 災船

「おやしお」の乗船見

 学会が行われました。来場者は職員

 の話に熱心に耳を傾けたり、操舵室

 からの眺望を楽しんだりと、普段見

 学する機会の少ない特殊船に興味

 津々の様子でした。
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1994年に操業を開始した菊間国

家石油備蓄基地は、愛媛県今治市の

中心部から車で約20分、エネルギー

基地や港湾、漁港、瓦工場などが広

がる臨海地域の一角に位置してい

ます。瀬戸内海式気候が作る海や山

の穏やかな風景と、菊間基地の薄緑

色の陸上シフトタンク※1が自然に調

和しています。

菊間基地では、地域の方々に水封式

地下岩盤タンクの優れた安全性や

環境保全性について伝えるととも

に、備蓄事業の円滑な運営のため、

地域の警察署や消防署、教育委員

JOGMEC
菊間国家石油備蓄基地事務所

所長　増田 照行
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会、商工会議所、近隣の自治会など

と、日ごろより緊密なコミュニケー

ションに努めています。

今年で13回目を迎えるサマーフェス

ティバルも、地域の方々との触れ合

いの場として、年々来場者の数も増

加しています。

晴天に恵まれた7月29日（日）、「サ

マーフェスティバル2007 イン ち

かび」が開催され、1,524名の来場

者を迎えました。会場には、総合管

理事務所前の道路と駐車場が開放

され、テントを張って様々なゲーム

やイベントなどが無料で楽しめる

ようになっています。運営やサービ

ス、ゴミ箱・手荷物置き場に至るま

で職員の手作りによる心くばりの対

応に来場者の方々も気持ちのよい

時間を過ごしている様子でした。

サマーフェスティバルの人気のゲー

ムは「うなぎつかみ」。子供たちは、

 ちらも大人気です。安全のためヘル

 メットをかぶって、暑い中、職員の

 説明にも熱心に耳を傾けていまし

 た。「石油タンクは地下にあるんだ

 よ」という説明に、子供が「見えんけ

 ん、わからん」と言うと、さらに詳しく

 説明を加えるなど、職員も真剣に対

 応していました。

 お祭りも終わりに近づき、帰り際に

「お世話になりました」と職員に声

 をかけて帰る人も多く、「また来年

 ね」と職員が答える和気あいあいと

 した雰囲気に、基地と地域の人々の

 交流活動の実り多い成果を感じる

 ことができました。

ターゲットダーツで腕だめし

手作りのサマーフェスティバル

地域との緊密なコミュニケーション

「サマーフェスティバル イン ちかび」へようこそ

うなぎつかみに子供たちは大はしゃぎ

陸上シフトタンクが印象的な菊間基地

空気・蒸気・ガス関連施設

電気関連施設

油関連施設

陸上シフトタンク施設

水関連施設

緑地

敷地境界線

陸上シフトタンク 陸上シフトタンク

陸上シフトタンク

陸上シフトタンク

原油受払ポンプ室

坑口前広場

スロップタンク

燃料油タンク

底水排水タンク

正門

屋外タンクポンプ設備

危険物倉庫
ガードベースン

ベントスタック

気象観測設備

排水処理運転室

排水処理設備

圧縮空気設備

排ガス
処理設備

不燃性ガス
供給設備

蒸気
設備

敷
地
境
界

工業用水貯水槽

消火ポンプ室

消火用水貯水槽

倉庫

メンテナンス
エリア

総合管理事務所

駐車場

自家発電設備室
受変電設備室

菊間国家石油備蓄基地周辺MAP

という可燃物を扱う事業であるため、地元の方々に

基地の安心･安全操業の実態を伝えていくことがとても

大切であると実感しています。もちろんお伝えするだけ

ではなく、日ごろの交流を通して意見を聞いたり、また

地元主催のイベントにも参加させていただくなど、積極

的に触れ合いの機会を作っています。

日本地下石油備蓄（株）菊間事業所主催の「サマーフェ

スティバル イン ちかび」もすっかり地元に定着し、菊間

町の方だけではなく、他の町や他県からも大勢の方が

来場されます。菊間基地は国の施設であると同時に、

地域の施設でもあります。地域にしっかりと根づき、地

域とともに発展できるよう力を尽くしたいと思います。

瀬戸内の町とともに発展できることを願って

用地面積
地上施設地区：10ヘクタール
貯油施設地区：15ヘクタール
備蓄容量
150万キロリットル
 ・地下岩盤備蓄タンク3ユニット136.4万キロリットル
 ・陸上シフトタンク13.6万キロリットル
地下岩盤タンク
常圧貯蔵横穴水封固定水床式
幅　：20.5m／高さ：30m
長さ：1,030m（59.4万キロリットル）×1ユニット
　　：1,313m（74.5万キロリットル）×1ユニット
幅　：15m／高さ：20m
長さ：112m（2.5万キロリットル）×1ユニット
陸上シフトタンク（備蓄タンク）
鋼製円筒型浮屋根式貯油槽
3.4万キロリットル×4基（直径46.5m、高さ21.9m）
基地施設
操油・用役施設、電気計装施設
公害防止施設、安全防災施設、管理施設等
基地関連港湾施設
太陽石油株式会社四国事業所の既存施設利用
28万DWT型浮標式多点係留設備及び
8.8万DWT級固定式係留設備 各1基

菊間国家石油備蓄基地事務所
愛媛県今治市菊間町種4642番地1
TEL. 0898-54-2929
FAX. 0898-54-2928

■施設概要

国家石油備蓄基地の取り組み 共存共栄を目指す地域との交流特 集 基地周辺のエリア情報

菊間基地がある愛媛県の今治市は、古くから瀬戸

内海の海上交通の要所であったことから造船業

が栄え、また日本一のタオルの生産地としても知

られています。台風や水害などの自然災害も比較

的少なく、温暖な気候に恵まれた土地柄です。

基地はその今治市の西端、瀬戸内海に面した菊間

町にあります。菊間町では、気候が温暖で雨の少

ないことが瓦の乾燥･焼成に適していることや、

瓦の原料となる粘土や燃料の松材も周辺から豊

富に供給されたことから瓦業が栄え、鎌倉時代か

ら続く伝統ある産業として町を支えています。

また、愛媛県の無形民族文化財に指定されている

加茂神社の「お供馬の走り込み」は、京都賀茂別

雷神社の「競べ馬」の流れを組む伝統行事。正装

した馬に6歳から15歳位までの子供が乗子とな

り、鳥居から境内までを駆け上がります。

このように菊間町には、瀬戸内海に代表される素

晴らしい自然の風景と伝統的な産業や行事が、現

在に至るまで脈々と受け継がれています。

いぶし銀の光沢と堅牢さが特徴の「菊間瓦」

菊間町 加茂神社の「お供馬の走り込み」

菊間国家石油備蓄基地（愛媛県今治市）

■地上施設配置図

※1 陸上シフトタンク ： 原油は地下の岩盤タンク
に移される前に、一旦このタンクで計量します。
※2 トンネル見学 ： 備蓄基地で人が入れる唯一
のトンネル「サービストンネル」を見学します。
※3 タンク見学 ： 基地見学のコースで、陸上シフト
タンクをバスで見学することができます。

※ LPG ： 液化石油ガス

そのために水着

持参でやって来

るほどです。メイ

ンイベントはトン

ネル見学 ※2とタ

ンク見学※3。基地

の存在は知ってい

ても、どんな施設

なのかは初めて

見る人も多く、ま

た実際に地下の

トンネルを見学で

きるとあって、こ

みんな真剣なトンネル見学

菊間基地は、日本で初めての水封式地下岩盤タンクの

実証プラントとして建設され、安全性、機能性、経済性、ま

た環境保全などについての確証を得た、言わば日本の

地下備蓄基地発祥の地です。基地周辺の地層は、堅固な

花崗岩の岩盤で、瀬戸内海を横断して広島県まで達して

います。この岩盤を利用し、隣接する波方地区にもLPG※

の地下備蓄基地を建設中です。　

菊間基地は操業を開始した当初より、運営方針として「地

域との共生」を掲げています。基地のことを知っていた

だくために、これまで地域の方々と様々な交流活動を

行ってきました。現場の操業を担当している日本地下

石油備蓄（株）菊間事業所の役職員とともに安全操業

と環境保全への取り組みに力を注いでいますが、石油

11
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ウランが眠る場所は？
世界的な争奪戦が激化

Topics

（注）U3O8 : 八酸化三ウラン。ウラン鉱石を精錬したもので、一般的にウランの取引単位とされている。

《出典 ： The Ux Consulting Company, LLCのスポット価格》

原子力発電の燃料となるウランの価格が高騰しています。ウランの指標価格を公表しているア

メリカの調査機関によると、現在ウランの国際スポット価格は1ポンド（約454グラム）当たり

105.0ドル（2007年8月13日現在）。底値だった2000年11～12月の7.1ドルと比較すると、

約14.8倍の価格です。その原因として、石油を中心とした化石燃料の価格高騰や地球温暖化など

の問題により、再び原子力発電への注目が高まっていることが挙げられています。世界各国の熱い

視線を集めるウランはいったいどこに眠っているのでしょうか。ウランの“今”をお伝えします。

■脚光を浴びるウラン資源

1789年、ドイツの科学者に発見され、

天王星（Uranus）にちなんで名付け

られたウラン。組織的な探鉱・開発は

1940年代から始まっていますが、

当初は軍事的な利用が中心でした。

原子力発電などの平和利用について

は1950年代に入り、ようやく研究開

発が行われます。

1960年代に各国で本格的に導入さ

れた原子力発電は、1970年代に入

ると急速な伸びを示し、それに伴い、

ウランの市場価格も加速度的に上昇

しました。しかしその後、安全・環境

論争の高まりとともに原子力発電所

の新設は滞り、ウラン価格の上昇も

ストップ。1979年のスリーマイル島

原子力発電所事故なども影響し、

1980年以降、ウラン市場は買い手

市場となり、価格は長らく軟化してい

ました。

近年、化石燃料の価格高騰や地球温

暖化への配慮から、各国で原子力発

電が再評価されるようになり、その燃

料となるウランの市場価格もここ数

年の間に急激な上昇を見せています。

■ウランを巡る各国の思惑

では、各国が注目するウランは、どこ

に存在するのでしょうか？現在、世界

で最も多くのウラン埋蔵量が確認さ

れているのはオーストラリアです。

1983年から続く「3ウラン鉱山政

策※」が今年廃止されたことで新規

ウラン鉱山の開発が可能になり、今

後の動向に注目が集まっています。

そのオーストラリアを抑え、世界第１

位のウラン生産量を誇るカナダも、さ

らなる生産量の拡大のため鉱山の開

発計画を進行中です。そのほか、カ

ザフスタンでは、国営原子力企業

Kazatomprom社が2010年まで

にウランの年間生産量を18,000t

に増産する目標を掲げ、積極的な鉱

山開発を進めるほか、日本からウラ

ン加工技術の導入を図るなど、付加

価値の高いウランの生産を目指して

います。

また、国内に豊富な天然資源を保有

するロシアでは、原子力関連企業を

統合し、石油･天然ガスと同様に、原

子力もエネルギー資源外交の柱に

据えようという動きが見られます。

また解体核兵器から出る高濃縮ウラ

ン（HEU：High Enriched Uranium）

を2014年以降は国外に供給しな

いと表明しています。

一方、これから大幅な原子力発電所

の増設を予定している中国や韓国な

どでも、安定的なウラン確保に狙い

を定めた資源外交や自国企業による

海外ウラン探鉱の積極的な支援が図

られており、世界を舞台に国対国の

ウランを巡る駆け引きが繰り広げら

れています。

このように、ウランの価格高騰を背

景として、世界中でウラン鉱山開発

が活発化しています。

■日本がウランを安定確保するために

世界的なウラン争奪戦が激化する中、

日本でもJOGMECによる海外ウラ

ン探鉱支援事業がスタートしました。

海外においてウラン探鉱事業を行う

日本企業への助成金交付を中心に、

技術的な支援や海外でのウラン探鉱

に関する調査、情報収集も実施して

いきます。日本は現在、国内電力量

の約3分の1を原子力発電でまかなっ

ており、安定的･長期的なウラン確保

は、必要不可欠なのです。
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■天然ウランのスポット価格の推移
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135.0米ドル／ポンド U3O8

（2007年6月）

■世界のウラン埋蔵量の分布

単位：1,000tU（2003年1月1日現在）

《出典：「原子力ポケットブック2006年版」社団法人日本電気協会新聞部 発行》
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■海外ウラン探鉱支援事業のスキーム図

経済産業省

本邦法人等 外国法人

補助金交付

共同探鉱契約※

調　査

探鉱・開発

生　産

公 募

JOGMEC

助成金申請

助成金交付

指導監督

ウラン探鉱に関する調査
（
審
査
・
採
択
）

（
納
付
金
）

（
納
付
金
）

※出融資契約による場合は、償還金・
　配当等の収益も納付金の納付対象。

第1次オイルショック
（1973年10月）

スリーマイル島原子力発電所事故
（1979年3月）

7.1米ドル／ポンド U3O8

（2000年11月～12月）

 一次ウラン鉱石
（閃ウラン鉱／カナダ サスカチワン州 クリスティーレイク）
《写真提供：独立行政法人日本原子力研究開発機構》

 ※3ウラン鉱山政策 ： 1983年、オーストラリア

 連邦政府が、ウラン輸出を制限することによって

 新しいウラン鉱山開発を事実上禁止した政策。

 オーストラリアは国内でウランを消費しないた

 め、輸出を制限することは実質的にウラン生産

 の制限を意味していた。また、当時国内のウラン

 鉱山が3つ存在したことから｢3ウラン鉱山政策

（Three Mine Policy）｣と呼ばれていた。

支援対象

企業活動



ドバイスをしてやろうと思ってるんですよ。

ワタシが初めて日本に来たのは、オイル

ショック直後のことだったですが、みんな

電気をこまめに消したり、風呂のお湯を大

事に使うとか、省エネに徹した生活をして

ましたよ。それを見て、「日本人って我慢強

いし、もったいないという感覚が非常に強

い国民なんだなあ」と感心した。だもんで、

ワタシは今でも当時の生活習慣をなるべ

く守るようにしてるんですよ。冷・暖房はほ

とんど使わねえし、移動にはなるべく電車

やバスを使うようにしてますよ。

アメリカ人には元 「々もったいない」という

感覚がないしね、エネルギーの使い方が

ヘタですねぇ。ただ最近は、特に若い人たち

を中心に環境問題に対する関心が高まって

るし、原油価格が高騰してることもあって、

よく考えてエネルギーを使うようになって

いる。その点は心強く思ってるけども、日本

人の省エネに対する意識はバブル期を境に

して、逆に薄くなってきてるんじゃねえかな。

その意味で、日本人の皆さんには一昔前の

省エネの心を思い出して、世界中の人たち

にもっと自慢して、教えてあげて欲しいと

思ってますね。

ワタシが山形で暮らし始めた頃、翻訳の

仕事もしていて、石油公団からよく仕事を

頼まれたりしてたんですよ。その関係で、

JOGMECさんが日本にとって大 事な

石油分野において、非常に重要な役割を

果たしていると感じてました。

それだけに日本やJOGMECさんが果た

すべき役割は非常に大きいんじゃねえか、

とワタシは思うんです。日本は資源小国だけ

ども、豊かな国を実現しているわけなん

だから、その点を自信を持ってアピール

すればいい。「もったいない精神」をもっと

大事にすべきなんですよ。
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小学2年生の時の初恋の相手が、日系アメ

リカ人だったんですよ。それと、中学生の

頃にカンフーの映画を観て、日本の武道に

も興味を持ったことが、きっかけかな。

実は「山形弁研究家」というのは、他の外国

人タレントとの違いを強調するために使

い始めたんですよ。ワタシは山形で英語

のセンセイを始めたんだけども、県内の

いろんな地域の山形弁を話すことができ

るし、地元の人にも「そこまで勉強してい

る人はあまりいねえ」と言われるくらい。

ですから、肩書きに偽りはねえんです。ワ

タシとしては、山形との縁をいつまでも大

事にしたいし、その肩書きをずっと使い続

けたいですねぇ。

仕事を別にすると、ワタシが今、一番力を

入れているのは子育てですね。15歳の１人

息子と、毎日3時間くらいはキチンと向き

合うようにしてる。例えば一緒にウォーキ

ングに出かけたり、将来のことを話し合っ

たり、彼が自立して1人前になるためのア

── 日本に興味を持つようになった
　　きっかけは何ですか？

──「山形弁研究家」として、どのような
　　活動をなさっていますか？

── 現在、関心を持って取り組んで
      いらっしゃることは何ですか？

ダニエル・カール
タレント、翻訳家、山形弁研究家

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.10 ── JOGMECの活動について、 
      メッセージをお聞かせください。

── 資源やエネルギーについての
      エピソードをお聞かせください。

── エネルギーや資源または省エネなど
      について、日本人とアメリカ人の
　　考え方はどのように違いますか？

※1 ストランディッド（stranded）：取り残された、立ち往生した
※2 ハイドレート（hydrate）：水和物（=水がほかの物質と結合してできる化合物）。NGHは、低温高圧の条件
　　で、天然ガスと水から人工的に生成する氷状の固体物質。水分子が作るカゴ構造の中に、メタンなどの
　　ガス分子が取り込まれている状態。
※3 標準状態：25℃・1気圧の状態。

なんでも

Q＆A 天然ガスの輸送は将来どうなるの？

A
nswer
　　　　　ほかの化石燃料と比べると

環境への負荷が小さく、また石油と比べ

特定の地域に偏らず世界各地で埋蔵が

確認されている天然ガスは、21世紀の

エネルギーの主役として期待されてい

ます。しかし、気体であるため、輸送・

貯蔵効率が悪く、輸送や利用の際の

インフラ整備にコストがかかってしまう

という短所があります。この短所を克

服し、天然ガスの開発可能性を高める

ために、天然ガスの様々な利用技術、

輸送方法の研究・開発が進んでいます。

現在、天然ガスの輸送方法は、パイプライン

とLNGの2通りが主流となっています。しか

し、これらの天然ガス輸送では、近隣に天然

ガスの消費地がない場合、大規模な設備投

資を要する輸送・貯蔵施設等を建設する必

要があります。したがって、プロジェクトの経

済性を保つために、開発の対象が大規模天

然ガス田に限られてしまいます。相当の埋

蔵量と消費地への地理的な条件が満たされ

ない場合、その天然ガス田は開発されず、

ストランディッド（stranded）※1ガス田とし

て放置されることになります。

■ストランディッドガス田って？

今後、エネルギー源の選択に当たり、環境へ

の影響を考慮することはますます重要に

なってくるでしょう。十分な埋蔵量が確認さ

れていて、地球温暖化の原因となるCO2の

排出量が比較的少なく、エネルギー効率が

高いといった優れた特長を持つ天然ガスは、

その利用可能性を広げる研究・開発の努

力がますます重要になっています。

■将来、環境性が重要な選択要因に

《出典:JOGMEC「石油･天然ガスレビュー」Vol.39 No.5》

CNGやNGHなど新しい輸送方法の研究・開発が進んでいます

天然ガスを輸送する大型LNG船

こうした世界各地のストランディッドガス田の

開発可能性を広げるため、現在、様々な輸送

方法の研究・開発が進められ、いくつかは実用

化に近づきつつある段階です。ここで従来型

の天然ガス輸送方法と、ストランディッドガス

田等の開発に有効な新しい天然ガス田開発

技術（輸送方法）の代表例をご紹介します。

■天然ガス輸送方法の新しい流れ

　パイプライン（実用技術）

導管や圧力制御設備等からなる施設で、天然

ガスを輸送する方法です。天然ガスの輸送方

法としては最も一般的で、十分な埋蔵量が

あり、消費地への距離・地形等の条件を満た

す場合、最も効率がよく経済的で、安全な輸送

方法といわれています。現在、世界の天然ガ

ス生産量の約95％がこの方法で輸送されて

います。

天然ガスを液化するプラントで、天然ガスを

－162℃まで冷却し、液体（LNG）にするこ

とで体積を気体状態の約1/600にして、

LNG船により輸送する方法。最終的に、受入

ターミナルにおいて再気化され、消費地にパ

イプライン等で輸送されています。消費地か

ら遠くにある大規模ガス田を中心に世界中

で実施されています。

天然ガスを90～200気圧程度に加圧し、耐

圧容器を搭載したCNG船で輸送する方法。

消費地では減圧して供給されます。LNGの

ような液化、再気化プラントが不要となるコス

トメリットがあります。現在、数社において技術

概念の異なるいくつかの方式が開発されて

います。いずれの方式も技術的には実用化

　LNG（Liquefied Natural Gas）
   　  液化天然ガス（実用技術）

　CNG（Compressed Natural Gas）
　      圧縮天然ガス（開発段階）

　NGH（Natural Gas Hydrate）
　      天然ガスハイドレート（開発段階）

 天然ガスを人工的にハイドレート※2化し、NGH

 船により輸送する方法。最新の製造手法で製

 造された1m3のNGHには、およそ150～160m3

（標準状態※3の約150～160倍）もの天然ガ

 スが含まれることが確認され、天然ガスの

 体積を小さくし、固体化して輸送する新しい

 方法として注目されています。LNGに比べ

 てプラントや輸送船等の設備投資を抑える

 ことが可能です。

《提供:EnerSea Transport LLC社》

《写真提供:東京ガス株式会社》

■天然ガス輸送方法の比較
経済的に開発できる

ガス埋蔵量規模

・固体として運べることから、製造、輸
  送コストの大幅な削減が見込まれる

経済的に適用できる
消費地までの距離 利 点

パイプライン

LNG

CNG

NGH

・実用技術
・様々な規模のガス田で適用可能

広い範囲の
埋蔵量をカバー

短～中距離
・短～中距離に適していて、長距離の
 実例は少ない
・市場（消費）の需要変動リスクがある

中規模～ 中～長距離
・最近のLNGプラント、LNG船規模の
  拡大は、総プロジェクトコストを増加
  させる

小規模～ 短距離 ・技術の占有化（ライセンス不可）の可能性
・商業化への実証が必要

No Data No Data

・実用技術
・LNGプラント、LNG船の大型化によるス
 ケールメリットの追求によるコストダウン

・製造、輸送、再気化技術は研究･開発中
・商業化への実証が必要

・製造技術は確立され、自動車等
  の燃料として使用されている

弱 点

レベルとされているものの、まだ商業化はさ

れていません。

CNG船イメージ図
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表紙 ： 地域との交流を目的に開催された久慈国家石油備蓄基地（岩手県）の夏まつりで、
　　　地元の子供が消防車放水体験に挑戦

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、総務部広報課まで　 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
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非鉄金属の探鉱権益を
民間企業へ譲渡

2007年5月11日・6月22日

韓国石油公社との協定締結

2007年6月18日

JOGMECは、2007年6月26日、伊藤

忠商事（株）の100%子会社である

続く天然ガス探鉱
出資事業採択

2007年6月26日・7月18日 このたびJOGMECは、より円滑な業務

の実施を図るため、2007年7月1日

をもちまして内部組織名称の変更を

行いました。詳しくはJOGMECホーム

ページをご覧ください。

http://www.jogmec.go.jp

JOGMEC内部組織名称変更

2007年7月1日

JOGMECと韓国石油公社KNOCは、

石油備蓄分野における相互協力の促進

にかかわる戦略的協力協定書（SAA）

を調印しました。本SAAは、JOGMEC

とKNOCが2005年1月に締結した石

油備蓄分野の情報交換等に関する協力 

覚書（MOU）の内容を発展させ、より

一層の密接かつ積極的な情報交換及

び意見交換を進め、相互協力を促進す

ることを目的としたものです。 

JOGMECとKNOCは、国家石油備蓄

の実務を担当している機関であり、

備蓄基地の操業に関する技術的課題

について共同で研究を行う等の相互協

力を促進することにより、両機関の国

家石油備蓄に関する業務の適正化を

図るとともに日韓両国のエネルギー

協力の促進に寄与することが期待さ

れています。

シエコナミビアオイルアンドガス（株）が

ナミビア共和国海上で実施する天然ガ

スの探鉱事業について、2007年4月よ

り実施されている新支援制度の75%

出資適用初の案件として採択しました。

本プロジェクトは、成功した際には、供

給源多様化による我が国へのエネル

ギー安定供給に貢献するとともに、日

本の企業が同国における初めての天然

ガス生産に参加するプロジェクトとして、

同国との一層の関係強化に資すると

期待されます。 

7月18日には、三井石油開発（株）が米

国メキシコ湾海域で実施する天然ガス

の探鉱事業についても、75%出資案件

として採択しました。米国メキシコ湾海

域は、近年超大深度（地下8,000メー

トル程度）の層で、大規模な石油や天

然ガスの発見が続いています。また、こ

の案件は日本の企業が超大深度掘削と

いう先進的技術を蓄積することで、石

油等の探鉱の国際的競争力の強化に

資するものと期待されています。 

JOGMECは、戦略的鉱物賦存状況等

調査事業の一環として実施しているオ

ーストラリア連邦のボーダー地域につ

いて、銅・亜鉛等非鉄金属の探鉱権益

の譲渡契約に関する入札を2007年

5月11日に実施し、住友金属鉱山（株）

への譲渡が決まりました。当該地域近

傍には世界的な亜鉛・鉛鉱山であるブ

ロークン･ヒル鉱山や探鉱中のカルカ

ルー銅鉱床があり、これまでの調査から

新鉱床発見の期待が高まっています。

続く6月22日にも、チリ共和国第Ⅲ州

チャナラル地域ラディス・ディエゴトレ

スグラシャス地区における銅・金等非

鉄金属の探鉱権益の譲渡契約に関す

る入札を実施し、住友金属鉱山（株）へ

の譲渡が決定しました。チリ第Ⅲ州は

酸化鉄型銅金鉱床の有望地域で、世界

的な銅鉱山であるカンデラリア鉱山や、

アタカマ鉱山等、日本企業が参加して

いる同タイプの鉱山が複数稼動して

います。

（左）JOGMECの半左憲二理事･資源備蓄本部長（当時）及び
（右）KNOCのKwan-Seop Kim常任理事･備蓄事業本部長

miyakawa-k
画像




