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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。

ジェイ・レター

本誌に関するご質問は、ホームページの「お問い合せ」まで　 https://www.jogmec.go.jp/contact/

表紙：FTリアクターの内部流体を可視化した水模型実験装置（コールドモデル）

理事長に河野博文、
副理事長に藤田文萌が就任

2008年4月1日

2008年4月1日付でJOGMECの理

事長に河野博文、また副理事長に藤田

文萌が就任しました（前理事長・掛札

勲、前副理事長・落合俊雄は、3月31日

付で退任）。

間協力強化に関するイニシアチブ」

で、エネルギー安全保障のため、極東・

東シベリア地域における日露両国企

業の協力を促進する方針に沿うもの

です。今後は鉱業権ライセンスに基づ

き、地震探鉱や坑井掘削による調査

作業を実施していく予定です。

ロシアのイルクーツク石油と
共同地質構造調査を開始

2008年4月26日

JOGMECは、ロシアの民間石油会社

であるイルクーツク石油と共同会社

I N K - S e v e r（ I r k u t s k  O i l  

Company-Sever）を設立し、イル

クーツク州北部の鉱区の鉱業権ライ

センスを取得。原油・天然ガス探鉱の

第一歩として、地質構造調査事業を開

始することになりました。本事業は、日

本に近く、大量の原油・天然ガスの埋

蔵が期待されるものの、十分な調査が

なされていないロシア・東シベリア地

域において、原油・天然ガスの埋蔵に

ついての調査を行うものです。将来、

同地域から生産される原油は、現在建

設中の太平洋パイプラインでロシア

の日本海側まで輸送可能となる予定

であり、「新・国家エネルギー戦略」で

提唱されている日本のエネルギー供

給源の多様化、調達力の強化に貢献

することとなります。また本事業は、

2007年6月に日露首脳間で提唱さ

れた「極東・東シベリア地域での日露

ており、ボツワナ共和国において鉱

物資源分野におけるリモートセンシ

ングプロジェクトの実施を検討して

います。同プロジェクトにヴァーレ社

が関心を示したことから、今後、リ

モートセンシング及び地球物理学等

の探査技術に関する情報を交換する

ため、定期的に協議していく覚書を締

結しました。

（左より）JOGMEC 河野理事長、甘利経済産業大臣、
ヴァーレ社 ホジェール・アネェリ社長兼CEO

（左）JOGMEC 河野理事長
（右）東京海洋大学 髙井学長

東京海洋大学と
連携・協力協定を締結

2008年5月26日

5月26日、JOGMECと東京海洋大

学は、資源エネルギー分野での包括

的連携・協力の推進に関する基本協

定を締結しました。本協定の締結によ

り、資源エネルギー分野での研究協

力の推進をはじめ、人材交流、人材育

成、設備相互利用、情報交換などを実

施する予定となっており、当面は、海

洋物理探査に資するための船舶運航

支援技術の高度化を目指して共同研

究を行います。

ブラジルのヴァーレ社と
関係強化に向けた覚書を締結

2008年5月14日

5月14日、JOGMECはブラジルの総

合資源企業であるヴァーレ社と天然

資源探査における技術開発に向けて

戦略的パートナーとして相互協力を促

進すること、及びボツワナ共和国で実

施する計画のリモートセンシングプロ

ジェクトへのヴァーレ社の関与など

を概要とした覚書を締結しました。

JOGMECはボツワナ共和国鉱物

資源分野での相互協力とSADC

（Southern African Development 

Community：南部アフリカ共同体）

加盟国との連携を目指し、昨年11月に

ボツワナ地膣調査所と覚書を締結し
我が国のエネルギー・資源の
安全保障の確保に向けて

いくつかあるサハリンプロジェクト、どう違うの?

Q & A
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我が国のエネルギー・資源の
安全保障の確保に向けて

新理事長就任のごあいさつ

　去る平成20年4月1日に独立行政法人石油天然ガス・金属
鉱物資源機構（JOGMEC）の理事長に就任いたしました。　
　JOGMECは、石油、天然ガス及び金属鉱物の安定的かつ
低廉な供給に資することなどを目的とし、平成16年2月の設立
以来、エネルギー関連分野では、企業の行う石油、天然ガスの
探鉱・開発プロジェクトへの支援、この為に必要な技術の開発、
さらには、天然ガスの液体化技術（GTL）、メタンハイドレート
等の新しいエネルギーの技術開発を推し進めています。　　
　鉱物資源分野では、民間企業による鉱物資源の探鉱活動の
道筋を拓く地質構造調査の実施、ベースメタルはもとよりウラン
やレアメタルの探鉱・開発への支援を行っております。また、過去
に閉山された国内鉱山の鉱害防止にも力を注いでいます。備蓄
関連分野においては、石油、石油ガス、あるいはレアメタルにつ
いては国家備蓄を行い、供給不安に備えています。
　さて、『JOGMEC NEWS』をお読みの皆様もご存知のとおり、
この数年間、エネルギー、資源を巡る環境は国際的な価格の
高騰、エネルギー、資源の獲得を巡る競争の激化、資源保有国
における資源ナショナリズムの高まりなど、大きく変化しています。
　エネルギー、鉱物資源供給の大宗を輸入に頼っている我が
国では、これらの環境変化は国民生活及び経済活動に広く
影響を与える恐れがあります。このような状況の下、資源、

エネルギーの安全保障の確保に向けて、JOGMECの果たす
べき役割の重要性を改めて認識し、その使命を着実に果たして
いく所存です。
　このため、これまでの事業を継続していくとともに、国の
資源外交方針に沿い、産油国や資源国の国営石油企業、国営
鉱山会社等との関係強化などを通じ、資源外交の一翼を担い、
我が国の民間企業による資源の権益取得の円滑化に貢献する
考えです。また、民間企業への支援の拡大、知識・情報センター
としての機能充実、技術開発と人材育成機能の強化を推進し
ます。特に、昨今のように資源保有国がより豊かになってくる
と我が国が発揮すべき強みとしては技術が一層、重要になって
いることから、技術開発には大いに力を入れたいと考えて
います。さらに、資源備蓄についても一層の管理の効率化を
図るとともにアジア全体のセキュリティ強化を目指し国際
協力を進めます。
　『JOGMEC NEWS』では、これからもJOGMECの活動状況や
資源、エネルギーに関連するニュースなどを分かりやすく紹介
してまいります。皆様のご意見を賜りながら誌面をより充実
させてまいりますので、ご愛読いただけますよう、お願い申し
上げます。

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
理事長

Kawano Hirobumi

1969 年、通商産業省入省。資源エネルギー庁長官、ソニー株式会社取締役、JFEスチール株式会社専務執行役員などを経て、平成20年4月1日付けで就任。
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石油代替燃料として
脚光を浴びるGTLとは?

原油価格の高騰や、地球温暖化現
象の顕著化を背景に、今、世界的に
新たな資源開発手段の研究・開発
への意欲が高まっています。こうした
状況下、脚光を浴びているのがGTL
です。我が国でも、2006年5月に経済
産業省から発表された「新・国家
エネルギー戦略」において、バイオ
マス由来燃料などとともに、石油
代替燃料の有力候補として、GTL
の名が挙げられています。
では、世界の注目を集めるGTLと
は、いったいどのようなものなのか、
概要を説明しましょう。GTLとは
「Gas To Liquids」を略した名前
で、天然ガスを原料として、化学反
応によりナフサ、灯油、軽油などの石
油製品を製造する技術、および製品
の総称のことです。その製造プロセ
スは、①天然ガスから合成ガス（H2
とCOの混合ガス）を作り、②この合
成ガスをFT合成技術※1によりFT合
成油とし、③さらにこのFT合成油を
水素化分解・精製（アップグレーディ
ング）します。こうして、天然ガスか
ら石油製品が作られるのです。

現在、可採年数が約40年と考えられ、

■ドイツから始まったGTLの歴史

※3 サソール社：1982年には民営化され、サソール鉱山社、サソール合成燃料社など
　　から構成される企業グループとなった。

■GTLの製造プロセスと用途
埋蔵地域が偏っている原油に対し
て、GTLの原料となる天然ガスの可
採年数は約63年といわれています。
また、中東、ロシア、インドネシア、マレー
シア、オーストラリアなど、原油と比べ
て幅広い地域に埋蔵されています。

環境影響の面からも、燃焼させても
大気汚染の原因となるSOx（硫黄酸
化物）が発生せず、また、NOx（窒素
酸化物）、PM（粒子状物質）などが
既存油と比較して少なく、非常に
クリーンなエネルギーといえます。
さらに輸送の際、マイナス162度で
冷却するLNG※2と異なり、常温での
流通や使用が可能なため取り扱いが
容易で、輸送費などのコスト削減に
つながると考えられています。
このように、様々なメリットを持つ
GTL。現在、石油メジャーや産油国
の国営会社を中心に世界で研究開発
が進められています。次ページでは、
世界と我が国のGTLプロジェクトを
紹介します。

※1 FT合成技術：ページ下の「ドイツから始まったGTL
　　の歴史」をご参照ください。
※2 LNG：液化天然ガス（Liquefied Natural Gas）の略。
　　船で輸送するために、冷却することで液化して体積
　　を小さくした天然ガス。

①合成ガス製造工程

②FT合成工程

③アップグレーディング工程
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天然ガス

FT合成油

COH2

天然ガスを分解して、
合成ガス（H2とCOの混合ガス）を

製造

合成ガスを合体させ、FT合成油に

FT合成油を分解・精製し、石油製品を製造

GTLは安心、
そしてクリーン

GTLのキーテクノロジーはFT（Fischer-Tropsch）合成技術です。
その歴史は古く、1923年にドイツのフランス・フィッシャー
（Frans Fischer）とハンス・トロプシュ（Hans Tropsch）が、合成
ガスから炭化水素が生成されることを発見したことから始まりま
した。当時は石炭が原料として用いられ、ドイツ、そしてライセン
スを受けた日本でも、石炭から液体燃料が開発された記録が
残っています。そのGTL技術を向上させたのは、1950年に南ア

フリカの国営企業として設立されたサソール社※3です。自国の
豊富な石炭資源を生かしたGTL事業が続けられ、第一次石油
ショック時には、世界各国の注目を集めました。その後、欧米の
石油メジャーなどでも天然ガスを原料とするGTLプロジェクトも
スタートし、現在、エネルギー問題（資源の安定的確保）への危惧
から、GTLは世界から脚光を浴びるようになったのです。

ナ
フ
サ

灯
油

軽
油

天然ガスを液体燃料に変換する
GTLに注目が集まっています。
欧米の石油メジャーを中心に
世界で開発・研究が行われる中、
日本でもJOGMECと
民間企業による共同体制で、
国産GTLの研究開発が
推し進められています。
今号は、GTLの特長や
世界的な開発状況に触れながら、
我が国のGTL開発の現状、
そしてその将来性などについて
特集します。

JAPAN-GTL実証試験プラントの主要な装置となる
FTリアクターを舞鶴港から出荷する様子
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石油メジャーを中心に
大型プロジェクトが進行中
海外でのGTLプロジェクトに目を向
けると、古くからGTLの研究開発を
行ってきた南アフリカのサソール社
や、その兄弟企業のペトロSA社、さ
らに石油メジャーであるロイヤル・
ダッチ・シェル社が、すでにGTL
の商業化を実現しています。また、
この3社を追う形で、同じく石油
メジャーのエクソンモービル社、コノコ
フィリップス社、ビーピー・ピーエルシー
社などが、実証規模の研究を終えて
いますが、現在、世界的なプラント高
であり、商業プロジェクト検討を停止
しています。しかし、やがては商業
プロジェクトの段階へ移行するもの

と思われます。このように、世界では
商業段階およびその目前といった
GTLプロジェクトが進行しており、世界
のGTL生産量は2011年に50万B/D
（バレル/日）、2013年には90万B/Dを
超えるという見通しもあります。
ただ一方で、GTLの技術開発が進ん
でいるサソール社、ロイヤル・ダッチ・
シェル社、エクソンモービル社など
では、GTLを戦略技術と捉え、他社
への技術提供を行わない方針を
取っているといわれています。新た
にGTLプロジェクトを開始するため
には、独自の技術開発が必要となっ
ているのです。

官民一体となり
国産GTLの商業化を目指す
我が国においても、GTLプロジェクト
が推し進められています。これまでの
経緯は、1998年度に実験室レベルの
研究がスタートし、2001～2004年度
には旧石油公団と民間企業5社※

が北海道苫小牧勇払地区でパイロット
スケールの共同研究を実施。2003年
9月にパイロットプラントスケールに
相当する7B/DのGTL生産に成功し
ています。そして、20 0 6年10月に
は、国際石油開発㈱、新日本石油㈱、
石油資源開発㈱、コスモ石油㈱、新
日鉄エンジニアリング㈱、千代田化工
建設㈱の民間企業6社により、日本
GTL技術研究組合が設立され、

JOGMECとともに、JAPAN-GTLの開
発を目指していく体制を固めました。
現在は、新潟県新潟市東港工業地帯
に500B/D規模の実証試験プラント
を建設中で、2009年度～2010年度に
かけて実証運転を行う予定となって
います。

世界のGTL プロジェクト動向

■世界の主なGTL生産量 ■JAPAN-GTLの開発プラント

サソール社
34,000B/D
66,000B/D
130,000B/D

ロイヤル・ダッチ・シェル社
70,000B/D＋70,000B/D
（2プロジェクトの合計）

ロイヤル・ダッチ・シェル社
14,700B/D

エクソンモービル社
154,000B/D

ビーピー・ピーエルシー社
34,000B/D

シントロリウム社
70B/D

コノコフィリップス社
400B/D

サソール社
105,000B/D（原料：石炭も含む）

ペトロSA社
30,200B/D

スタットオイル社／
ペトロSA社
1,000B/D

サソールシェブロン社
34,000B/D

コノコフィリップス社
160,000B/D

マラソン社
120,000B/D

BP社
300B/D

ソナトラック社
 36,000B/D

カタール
アルジェリア

ナイジェリア

南アフリカ

マレーシア コロンビア

米国（オクラホマ州）

米国（アラスカ州）

※ 民間企業5社:石油資源開発(株)、千代田化工建設(株)、
　 コスモ石油(株)、新日本製鐵(株)、国際石油開発(株)。

■実証試験プラント稼動開始へ向けて
JAPAN-GTLの商業化を目指して、新潟県新潟市東港に建設中
の実証試験プラントは、2008年5月、GTL製造のメインプロセス
である「合成ガス製造装置」「FT合成装置」「アップグレーディン
グ装置」の設置を完了しました。今後、各機器が所定の動作を行
うかの確認作業、不活性ガス（窒素）等による耐圧試験を行って
いきます。その後は、試運転へ移行し、2009年4月を予定してい
る本格的なGTL生産開始まで、プラントが設計思想どおり動作
するか徹底した確認作業と、安全にプラントを稼動させるための

マニュアルを作成していきます。
炭酸ガス(CO2)を含む天然ガスをそのまま利用できる、独自の画
期的な技術「JAPAN-GTL」。商業化が実現すれば、エネルギー
の調達方法・開発手法が多様化することになり、日本の将来の
エネルギー安定供給に貢献することができます。現在その大き
な目標に向けて、実証試験成功への着実な取り組みが行われて
いるところです。

特 集

稼働中

建設中

検討停止中

実験プラント

実験プラント

■JAPAN-GTL研究体制図

JOGMEC

日本GTL技術研究組合

国際石油開発㈱　新日本石油㈱
石油資源開発㈱　コスモ石油㈱　
新日鉄エンジニアリング㈱　千代田化工建設㈱

基本協定

日本のGTL プロジェクト動向

JAPAN-GTL実証試験プラント（完成予想図）

JAPAN-GTLパイロットプラント

アップグレード部FT合成部合成ガス製造部

設立

共同研究契約

（各種資料をもとに作成）
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独自の技術で石油代替燃料を生産　国産GTLの最前線に迫る

JAPAN-GTLのメリットとは?

特 集

ここでは、JAPAN-GTLのプロジェクトメンバーである
JOGMEC研究員の末廣能史が、JAPAN-GTLの独自性、
そしてその強みを紹介します。
インタビュアーには、エネルギー問題に高い関心を持ち、
JOGMEC NEWS vol.10の「Opinion」にも
登場していただいたダニエル・カールさんをお迎えしました。

ダニエル・カールがプロジェクトメンバーに聞く

末廣能史
　　JOGMEC 石油開発技術本部 R&D推進部
　　天然ガス有効利用研究チーム 兼
　　石油工学研究課
　　サブリーダー（GTL実証研究/技術開発担当）
　　兼 課長代理

　　日本GTL技術研究組合 技術戦略室
　　技術戦略グループマネージャー

■JAPAN-GTL技術の特徴
従来のGTLプロセス（自己熱改質プロセスの例）

 天然ガス
（CO2 20%含有）

 天然ガス
（CO2 20%含有）

CO2
除去

硫黄
除去

酸素
製造

合成ガス
製造

 FT
合成

水酸化
分解

硫黄
除去

合成ガス
製造

 FT
合成

水酸化
分解

JAPAN-GTLプロセス 主な特徴　・天然ガス中のCO2除去不要　・酸素製造プラント不要

ダニエル：JOGMECさんが新しいエネル
ギー技術の開発に取り組んでいるとお聞き
しました。何でも天然ガスから石油を作る技
術とか？
末廣：はい。GTLといいまして、おっしゃる通
り、天然ガスから灯油や軽油などの液体燃
料を作ることができます。
ダニエル：天然ガスを液体にするっていう
と、LNGってのを聞いたことがあります。それ
とはまた違ったものなんですか?
末廣：LNGは、天然ガスを液化することで体
積を小さくし、輸送しやすくしたものです。です
から使用する際は、また気体に戻します。一
方、GTLの場合は製造プロセスで化学変化
を起こさせ、天然ガスをまったく別の物に変
えてしまうのです。簡単にいうと、灯油や軽油
として一般的に利用することができる燃料を
作るのですが、燃焼時にSOxが発生せず、
NOx、PMといった大気汚染物質が既存油
より少ないので、非常にクリーンなんですよ。

ダニエル：すごいですねぇ。そのGTLという
技術はJOGMECさんが開発したんですか？
末廣：一般的にはあまり知られていません
が、石油メジャーなどを中心に海外のエネル
ギー関連企業では、以前からGTLの技術開
発が進められてきました。中には、すでに商
業化を実現した企業もあります。日本では、
1998年からJOGMECと民間企業数社が
提携して、「JAPAN-GTL」という独自の技
術を使った新しいGTL技術の開発を進めて
きました。
ダニエル：JAPAN-GTLですか。先行して
いるGTLとはどう違うのですか?
末廣：通常のGTL製造プロセスは、まず天
然ガスに含まれているCO2を除去しなけれ
ばなりません。さらに、化学変化のために、酸
素を製造して加える必要があります。
ダニエル：そうしねえと、商品にならねえわけ
だな。
末廣：しかし、JAPAN-GTLの場合は、特殊

な技術を採用しているため、酸素の代わり
にCO2を利用できます。そのため、CO2除去
装置と酸素製造プラントが不要になるので
す。これが、大きな特徴です。
ダニエル：つまり、その分コストを削減できる
わけだ。
末廣：その通りです。また、先行している海
外企業では、中東などのガス田から採取さ
れるCO2の含有率の低い天然ガスをGTL
の原料に用いています。しかし世界中に、
特に東南アジアには、CO2を大量に含むガ
ス田が未開発のまま残っているのです。
ダニエル：いい天然ガスが採れねえから、
放って置かれていたわけですね。
末廣：しかし、JAPAN-GTLの場合は、CO2

をそのまま利用できるため、このようなガス田
で採れる天然ガスを使えるのです。実は、
こうした未開発のガス田を何とかエネルギー
開発に利用できないかという思いから、
JAPAN-GTLプロジェクトが始まったとも
いえます。現在、JAPAN-GTLの技術開発
と並行して、天然ガスの確保に向けて、東南
アジアを中心に世界各国のガス田開発の
提案・交渉も行っています。
ダニエル：そうですか。日本はなかなか資源
が採れねえ国だけど、やっぱり、すっばらし
い技術力を持っているんですね。ところで
JAPAN-GTLの開発プロジェクトはどこまで
進んでいるのですか?
末廣：最終的には、１日あたり15,000バレ
ル程度のGTLを生産できる商業用プラント
の稼働を目指していますが、現在はそのミ
ニチュア版といった、500バレル/日規模の
実証試験プラントを新潟市に建設中で、
2009年の4月頃からの運転開始を目指し
ています。
ダニエル：このプラントではどういった試験
が行われるのですか?
末廣：今まで開発してきた製造プロセスを
実際に形にして、どれほどのパフォーマンス
を発揮できるか試験します。また商業用プラ

ントの設計図の作成や、建設コストの試算、
さらにオペレーションマニュアルも作る予定
です。
ダニエル：商業化に向けて着 と々プロジェ
クトが進んでいるわけですね。最近は、原油
価格が高騰したり、それに伴ってガソリンや
食品の値段が高くなったり、エネルギー資源
を原因に様々な問題が起きていますよね。
そうした中で、JAPAN-GTLという新しい
技術の芽が育まれているとは知りません
でした。いやあ、頼もしいですな。
末廣：実は今、日本の石油輸入量のうち、
日本企業が開発に携わっているのは、全体の
15%程度といわれています。それを2030年
までに40%程度に引き上げようという国の
目標があるんですよ。それにJAPAN-GTLも
貢献できればと考えています。まずは、現在
建設中の実証試験プラントでの試験を
成功させ、将来的には日本のエネルギー
セキュリティの一端を担う技術にしていき
たいですね。
ダニエル：一般消費者を代表して、JAPAN-
GTLには、エネルギー資源の安定供給と
安定価格というのを期待したいですね。そ
のためにも、JOGMECさんをはじめ、プロ
ジェクトに携わっている方々には、ぜひ
頑張っていただかないと（笑）今日はありが
てえお話をどうもありがとうございました。
末廣：こちらこそ、ありがとうございました。

（上）JAPAN-GTL実証試験プラント建設現場の全景
（下）FTリアクターの設置作業風景

＜＜
＜＜
＜＜
＜＜
＜＜
＜＜
＜＜

ダニエル・カール 
タレント、翻訳家、山形弁研究家。
1960年、米国カリフォルニア州生まれ。
81年、文部省英語指導主事助手として山形県に赴任し、
3年間英語教育に従事。
その後、翻訳・通訳会社の経営を経て、タレントに。
流暢な山形弁を話すアメリカ人として人気を集めている。

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞

＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
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米村傳治郎（よねむらでんじろう）
1955年、千葉県市原市に生まれる。
東京学芸大学大学院理科教育専攻科終了後、
自由学園講師、都立高校教師を務めた後、
広く科学の楽しさを伝える仕事を目指して、1996年4月に独立。
NHK総合テレビ『オレは日本のガリレオだ!?』に出演し、話題を呼ぶ。
1998年、「米村でんじろうサイエンスプロダクション」を設立。
現在、サイエンスプロデューサーとして、科学実験などの企画・開発、
各地で行われるサイエンスショー・実験教室などの企画・監修・出演、
各種テレビ番組や雑誌の企画・監修・出演など、
様々な分野・媒体で幅広く活躍中。

各界で活躍する著名人に、プロフェッショナルの視点で、ご自身の
生き方論や仕事論を語っていただきます。

米村でんじろう
サイエンスプロデューサー

サイエンスプロデューサーとして、
科学界の土壌を耕していきたい

プロフェッショナル・ハート

私は昭和30年に生まれ、幼少時代を千葉県市原市で過ごしました。

今でこそ都心へのアクセスも便利になりましたが、当時は本当に

田舎で、山菜採りや川魚を捕まえたりして遊んだのを覚えています。

そうやって身近な自然や動物と接することで、科学への興味を培って

いったのかもしれませんね。遊び道具も、自然の草花や木々、古道具

などを加工した手作りのものが多かったです。やっぱり男の子だから

飛び道具が好きで、豆鉄砲、竹とんぼ、吹き矢、弓矢…なんでも自分

たちでこしらえました。コンピュータゲームやラジコンなど、現代の

子供たちの遊び道具とは比較にならない程、原始的で単純なもの

ばかりですね（笑）。でも、子供ながら創意工夫の世界に浸ることが

できたのは良いことだと思っています。

現在行っているサイエンスショーの原点となっているのは、幼少時代

の遊びを通じて感じた  楽しさ”です。当時の感覚は、今も持ち続けて

いて、それを子供たちにどう伝えていくかを工夫してきました。これ

までの経験で分かったことは、単純で分かりやすく、素朴な実験が

喜ばれるということ。以前は、予算を使ってちょっとした装置を用意

自然を遊び場に科学への興味を養った幼少時代。
遊び道具も自ら制作

科学に興味を持つ人々の裾野を広げたい。
海外の子供たちとの交流も目標

科学や歴史、文化の裏付けがある 楽しさ”が、
サイエンスショーの原点

オピニオン---プロフェッショナル・ハート

したり、複雑に作り込んだ実験もあったのですが、意外とウケないん

ですよ（笑）。もちろん、 楽しさ”の背景には、科学の原理や、歴史的・

文化的な裏付けがあって、そのエッセンスも伝えています。それが

なければ、ただのマジックショーになっちゃいますからね。

サイエンスショーをはじめとする私の活動は、広く多くの方に楽し

んでいただくことが目的。決して科学者を育てるためではありません。

ただ、科学に興味を持つ人々の裾野が広がれば、自然と優秀な科学

者の芽が出てくるのだと思います。そう考えると、私の仕事は科学

界の土壌を耕しているようなものかもしれませんね。意外と現在の

日本人には、科学的なものの見方や考え方が根付いていないように

感じます。例えば、科学をテーマにしたテレビ番組は少ないですよね。

私は以前から、ゴールデンタイムに科学実験番組を放送してもらい

たいと思っているのですが…自分が関われればもちろん参加したい

です。また、サイエンスショーを通じて世界中の子供たちと交流したい

という思いもあります。これまでにも何度か外国でサイエンスショー

を行ってきましたが、言葉は通じなくてもちゃんと喜んでもらえたし、

こっちも刺激になるんですよ。なかなか難しいかもしれませんが、

少しずつでも回数を増やしていけたらいいですね。

Q&A
なんでも いくつかあるサハリンプロジェクト、どう違うの？

世界の石油メジャーや日本企業も参加する大規模な石油･天然ガス開発プロ

ジェクトが、ロシア・サハリン島の沖合で進められています。計画中のものも

含めて9つのエリア（海上鉱区）が設定され、開発事業者、埋蔵量、開発の進み

具合など事情はそれぞれ異なります。それでは、操業を始めているサハリン1、

サハリン2を中心に、各プロジェクトについてご紹介しましょう。

この文章はダミーです。自動車のエンジン
は、ガソリンを燃料とするガソリンエンジ
ンと軽油を燃料とするディーゼルエンジン

J O G M E C の
職 員 が 答える！

JOGMECの職員が答える！なんでもQ&A

■サハリン1～サハリン6プロジェクトの概要 ■ディーゼルエンジンの主な次世代燃料

GTL

この文章はダミーです。自動車のエンジン
は、ガソリンを燃料とするガソリンエンジ
ンと軽油を燃料とするディーゼルエンジン

BTL

この文章はダミーです。自動車のエンジン
は、ガソリンを燃料とするガソリンエンジ
ンと軽油を燃料とするディーゼルエンジン

DME

この文章はダミーです。自動車のエンジン
は、ガソリンを燃料とするガソリンエンジ
ンと軽油を燃料とするディーゼルエンジン

BDF

この文章はダミーです。自動車のエンジン
は、ガソリンを燃料とするガソリンエンジ
ンと軽油を燃料とするディーゼルエンジン

BHD

”

”

”

JOGMEC 
石油開発支援本部
調査部

本村眞澄

私がお答えします！

■最先端の技術を駆使して開発
　される「サハリン1」

サハリン1の開発には、世界でも最大規

模のERD（大偏距坑井掘削）※が行われる

など最先端の技術が投入されています。

これらの技術により、周辺海域が氷で覆

われる冬季でも生産操業が可能となり、

海洋環境への影響も最小限に抑えられて

います。

プロジェクトは、サハリン島を横断し

タタール海峡を渡る約260kmのパイプ

ラインで、原油を大陸側デカストリの原

油出荷ターミナルまで運搬し、そこから

タンカーで各地へ輸送するというもので

す。2006年10月から日本をはじめ北東

アジア各国への原油の輸出が始まってい

ます。天然ガスの供給先はまだ決定され

ていませんが、原油の生産は軌道にのり、

プロジェクトに参加している日本のサハ

リン石油ガス開発（株）も2007年12月

期には黒字化しました。

ロシア初のLNGプロジェクトとなるサハ

リン2は、サハリン島を南北に縦断する

延長800kmにおよぶパイプラインを建

設し、サハリン島南端のプリゴロドノエ

のLNGプラント・原油出荷ターミナルか

■ロシア初のLNGプロジェクト
　 となる「サハリン2」

　　　　プロジェクト
項目

開発事業者
（権益比率）

総投資額

鉱区名

推定可採
埋蔵量

サハリン1

エクソンモービル(30%)
サハリン石油ガス開発（30%）　
（JOGMEC／伊藤忠商事／石油
資源開発／丸紅）
SMNG／ロスネフチ（20%）
ONGC（20%）

約170億ドル

チャイウォ　オドプト
アルクトン･ダギ

原油　3.25億トン
天然ガス　4,850億㎥

サハリン2

ガスプロム（50%＋1株）
サハリン･エナジー（50%－1株）
（ロイヤル･ダッチ･シェル／三井
物産／三菱商事）

約200億ドル

ピルトン･アストフスコエ
ルンスコエ

原油　1.5億トン
天然ガス　5,000億㎥

サハリン3

ウェーニン：ヴェニネフチ
（ロスネフチ／サハリン州政府／
シノペック／ONGC）
キリンスキー：ガスプロム

※東オドプト、アヤシは現時点
　でオープン

――

ウェーニン　キリンスキー
東オドプト　アヤシ

ウェーニン：
　原油　1.69億トン
　天然ガス　2,580億㎥
キリンスキー：
　原油　4.53億トン
　天然ガス　9,300億㎥
東オドプト、アヤシ：
　原油　1.67億トン
　天然ガス　670億㎥

サハリン4

ロスネフチ（51%）
BP（49%）

――

アストラハン
シュミット

試掘3坑（不成功）の結果、
見直し中

サハリン5

エルヴァリ・ネフテガス
（ロスネフチ 51%／BP 49%）

――

東シュミット（カイガンスキー・
ヴァシュカンスキー）

原油　6億トン
天然ガス　6,000億㎥

サハリン6

ペトロサハ（97.2%）
サハリン州政府（2.8%）

――

ポグラニーチヌイ

原油　3億トン

ら、LNG、原油ともタンカーで輸出する

計画です。

生産されるLNGの6～7割は日本向けと

なる見通しで（日本の年間LNG輸入量の

10％近くに相当）、日本の電力･ガス会社の

多くや韓国などが購入を決定しています。

原油は1999年から夏季のみ限定生産さ

れ、日本、韓国など北東アジアを中心に輸

出されていますが、LNGの出荷開始は

2009年初めからとなる予定です。

サハリン3～サハリン9までのプロジェク

トでは、今のところあまり目立った動きは

見られませんが、サハリン3で最近、キリン

スキー鉱区の開発権をガスプロム（ロシア

政府系天然ガス企業）が取得することが

決定、ウェーニン鉱区の開発にはONGC

（インド国営石油会社）が参加する見通し

などの動きがありました。サハリン5は、

プロジェクトに参加する石油メジャーの

BPによる試掘が成功（油田発見）、開発方

式について検討中という段階です。

サハリンという新たな石油・天然ガスの

供給源の登場は、中東に依存しすぎた石

油の調達先の分散化につながることか

ら、日本のエネルギー安全保障上非常に

大きな役割を果たすものと期待されて

います。また、日本からの距離が近いた

め、輸送コストを抑えることができるな

どというメリットもあります。サハリン

が、北東アジアやロシアの極東地域にお

ける石油･天然ガスの一大供給地となる

日もそう遠くはないでしょう。

※ ERD（大偏距坑井掘削）：Extended Reach Drilling
　の略。水平偏距と垂直深度の比が2以上3以下の傾斜
　井の掘削をいう。海洋油ガス田開発においては、1基の
　プラットフォームから到達し得る偏距が大幅に増大
　するため、開発コストの削減が可能となる。
　《出所：石油技術協会 掘削用語集》

■今後の開発が期待される
　「サハリン3」

■サハリンプロジェクトは、
　日本へのエネルギー安定供給
　に大きく貢献

■サハリンプロジェクト位置図
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《JOGMEC「石油・天然ガスレビュー」、北海道庁ホームページなどより作成》


