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未来の資源とエネルギーを支える

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation

表紙： JAPAN-GTL実証プラント内のFTリアクター。GTL製造プロセスのキーテクロジーであるFT合成を行う。

4月3日、出光興産（株）が英国シェトラン
ド沖で実施する石油等の探鉱事業につ
いて、75％出資案件として採択しまし
た。 英国シェトランド沖は未探鉱地域が
比較的多く残されたフロンティア地域
で、1990年以降、比較的規模の大きな油
ガス田が相次いで発見され注目を浴び
ています。 本件も、水深1,000メートルを
超える大水深域での探鉱事業で、数千
万バレル規模の油田の発見を目指して
おり、本邦企業の石油･ガス探鉱開発事
業の発展に寄与することが期待されて
います。　　

オリノコ重質油に係る共同スタディを
実施することについて、PDVSAと合
意。 2009年4月6日に当該共同スタディ
契約に調印しました。

さらなる広がりを確認しました。 全体
の規模は1億トンを超え、さらに西方や
北方に探鉱余地を残し、規模の拡大へ
の期待が高まっています。 ボーリング調
査は、アルゼンチン共和国及びチリ共
和国の両国にまたがるフロンテラ地域
調査の一環として、今年2月に実施され
たものです。

調印式後の記者会見の様子

5月12日、ロシア石油企業イルクーツク
石油と共同でINK-Zapad社を設立。 権
益譲渡契約と事業実施契約を締結しま
した。 今回取得した2鉱区は、現在建設
中の太平洋パイプラインに隣接してお
り、これらとのシナジー効果が期待され
ています。
東シベリア地域は日本に地理的に近く、
大量の原油及び天然ガスの賦存が期
待されるものの、厳しい自然環境やイ
ンフラが未整備であるため、十分調査
されておらず、開発が遅れています。 本
探鉱調査事業は、その埋蔵量ポテンシャ
ルの一部を調査するものです。

JOGMECは、ベネズエラ･ボリバル共和
国国営石油公社（PDVSA）と、石油･天
然ガス分野での二国間の協力促進と同
国の経済発展に向けて、広範な分野で
協力していくことで合意し、4月6日、都
内のホテルで包括協力協定に調印しま
した。 この協定に基づき、オリノコ（川の
名称）重質油に係る共同スタディが実施
されることになり、この協定締結を契機
に、我が国企業による自主開発原油生
産量の増加に寄与することが強く期待
されています。
併せて、JOGMEC、国際石油開発帝石
（株）及び三菱商事（株）の3社は、ベネズ
エラの陸上フニン･ブロック11における

J.LET TER JOGMECからの
様 な々お知らせです。
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「お問い合わせ」まで ▼ http://www.jogmec.go.jp/contact /

契約調印時の様子
（左）JOGMEC河野理事長
（右）イルクーツク石油 マリーナ･セディフ社長

2009. 4/3

英国シェトランド沖の
石油等探鉱事業への出資

2009. 4/6

ベネズエラにおける石油・
天然ガス開発協力協定に調印

JOGMECは5月7日、アマンタ･リソーシー
ズ社（カナダ）とラオス人民民主共和国の
ルアンナムタ地域（北部）における銅の
共同探鉱契約（JV調査）を締結しまし
た。 鉱区面積は約200㎢。 銅、モリブデ
ンなど多くの金属を含んだ鉱床（多金
属鉱床）の地域に属しており、その中で
も銅鉱床の存在が最も期待される地域
です。

2009. 5/7

ラオスでの
銅の共同探鉱契約を締結

2009. 5/12

東シベリアにおける
新規探鉱調査事業の開始
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JOGMECは、スラミナリソーシズ社（カ
ナダ）と共同で南米アンデス山岳地帯
において銅･金を対象としたボーリン
グ調査を進めていましたが、昨年、顕著
な銅･金鉱化帯の存在を発見していま
す。 今般、追加のボーリング調査により

2009. 5/7

南米アンデス山岳地帯で
有望な銅･金の存在を確認

特集

エネルギーと
環境の両立を
目指す技術
「CCS」

CO2を地中貯留する

JOGMECからのお知らせ
J.LETTER

資源は使い尽くしたら、それで終り。 
私たちは、もっと自然とともに生きる道を探さねばならない。

桐島洋子
OPINION

「JOGMEC-TRCウィーク2009」開幕
NEWS FLASH 石油・天然ガス分野に関する知識共有の場

GTL実証プラント、
稼働開始

TOPICS

JAPAN-GTLは“新たなフェーズ”へ



2 JOGMEC NEWS vol.17 3 vol.17 JOGMEC NEWSCO2を地中貯留する エネルギーと環境の両立を目指す技術「CCS」 CO2を地中貯留する  エネルギーと環境の両立を目指す技術「CCS」

我が国での本格的な「CCS」取り組みの
きっかけとなったのは、2007年5月、ポスト
京都議定書の枠組みづくりに向けた提
案として、安倍晋三総理（当時）より発表
された「美しい星 5 0（クールアース
50）」でした。 この中で「世界全体の温室
効果ガス排出量を現状に比して2050年
までに半減する」という長期目標が提案
されました。 
この提案を受け、我が国では世界をリー
ドする技術開発を進め、国際的な連携
を図りながら、2050年までに温室効果ガ
スの大幅削減を実現しようと、様々な
検討が行われてきました。 経済産業
省の「Cool Earth─エネルギー革新技
術計画」も、その一環としてまとめられた
ものです。 「資源･エネルギーの安定供給
確保」と「低炭素社会の実現」。 この2つ
の施策は、資源･エネルギー分野の世界
共通の課題といえます。
CCSは、この低炭素社会の実現に向け、
重点的に取り組む革新技術の一つとし
て選択されたのです。

CCSは、Carbon dioxide Capture and 
Storageの略で、化石燃料（石油、天然ガ
ス、石炭）等の燃焼排ガスや各種プラント
の排ガスからCO2を分離･回収し、地中
に貯留する技術のことをいいます。 地球
温暖化対策の切り札として、近い将来、
実現可能とされています。
ＣＣＳは、その内容から特殊な技術のよう
に想像されがちです。 しかし、以前より、
生産量が減った油田に、分離･回収した
CO2を圧入し油の回収率を高める、いわ
ゆる増進回収が行われており、蓄積され
たこの技術がCCSへ応用できると期待
されています。
待った無しの状況にある地球温暖化対
策。 しかし、世界中で消費している一次

CO2を地中貯留する

今、日本の資源･エネルギー政策には、
“安定供給”と“環境への適合”という両輪の施策が不可欠となっています。
こうしたエネルギー政策の基本方針の下、現在日本では、
エネルギーのベストミックスを図りながら、非化石エネルギーの導入拡大、
また化石エネルギーの徹底的な高度化と有効利用に向けた施策が進められています。
その一つ、“Cool Earth”を目標に、低炭素社会の実現を可能にする
「エネルギー革新技術計画」が進められており、
中でも、CO2地中貯留技術「CCS」に大きな期待が寄せられています。
今号の特集では、このCCSの世界的動向と、JOGMECの取り組みを紹介します。

エネルギーと環境の両立を
目指す技術「CCS」

CO2を地中貯留する
エネルギーと環境の両立を目指す技術「CCS」特集

特集

CCSは、なぜ革新的か？

低炭素社会を目指す
「Cool Earth─
エネルギー革新技術計画」

我が国のCCSへの取り組み

■CO2地中貯留技術と帯水層※2貯留

2km

1km 帯水層

帯水層

枯渇油田・ガス田

EOR（石油増進回収）

炭層

CO2地中貯留法
1 枯渇油田･ガス田への貯留
2 石油･天然ガス生産
　増進回収による貯留（EOR※3／EGR※4）
3 帯水層への貯留（a：海域 b：陸域）
4 炭層※5への固定

1

地球温暖化はどこまで防げるか、Cool Earthへの挑戦（写真はイメージです）

42 3b3a

原油・天然ガス生産
CO2圧入
CO2貯留

《出典：IPCC Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage, 2005》

エネルギーの8割以上を占める化石燃
料の使用を止めることができない現状
の中で、低炭素社会への移行期の温暖
化対策として、CCSは化石燃料の利用と
CO2削減を同時に達成するという、これ
まであまり知られていなかった方策であ
り、その点からまさしく革新的技術といえ
るでしょう。

2008年、北海道洞爺湖サミットでの主要
８か国エネルギー相会合でも、2020年
までのCCSの幅広い普及開始に向け、
2010年までに20の大規模な実証プロ
ジェクトを立ち上げる必要があるとの声
明が出されました。 
地球温暖化防止へ向け、これまでにノル
ウェー、カナダ、アルジェリアで大規模な
プロジェクトが実施され、現在も世界各
国で新たなプロジェクトの準備が進め

られています。 
さらに米国では今後、グリーン･ニュー
ディール※1と関連してCCSへの取り組
みが加速すると考えられます。

日本でも、（財）地球環境産業技術研究
機構（RITE）を中心にCCSの研究開発
が進められてきました。 その一つとして
2003年7月から2005年1月にかけて新
潟県長岡市岩野原において、地下約
1,100ｍの地層中に約1万トンのCO2圧入
と圧入後のモニタリングを行う、パイロッ
ト試験が実施されました。
2008年7月には、政府の低炭素社会づく
りに向けた行動計画が決定され、CCS
技術を2020年までに実用化する内容が
盛り込まれました。 
また、電力､石油、石油開発、鉄鋼、化学、
エンジニアリングなど民間企業29社の

各国のCCSへの取り組み

Carbon dioxide Capture and Storage



未対策時の排出量予想

CO2排出量･CO2削減量
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（1）石油・天然ガス開発事業者関連ＣＣ
Ｓ事業調査
JOGMECが石油・天然ガス開発事業者
としてＣＣＳ事業に取り組むに当たり、必要
な情報を収集するため、海外産油国や石
油開発会社のＣＣＳ事業に関する動向調
査を行い、さらにＣＣＳ事業に関係する専
門家による研究会を開催しました。 その
結果、まずは当面JOGMECがこれまで
に蓄積してきた技術と強みを活かせる技
術（CO2-EOR、枯渇油ガス田対象CCSな
ど）や、産油国の期待（ゼロフレアリン
グ※3やCO2含有天然ガス開発）に応える
技術開発（共同研究）を行うこと、また将
来は帯水層のCCSを視野に入れること
で、JOGMECとしての貢献ができると考
えています。
さらに、今後は日本の他のCCS研究機関
との交流・連携を通じて、互いに得意なと
ころを活かすことにより、日本全体として
CCSへの取り組みを強化することに貢献
できるものと期待されます。
（2）東南アジア及びメキシコの油田にお
けるCO2の分離・地下圧入の事業化スタ
ディの推進（TRCでのCO2-EORスタディ
として）
東南アジア海域油田を対象としたCO2-

EORのフィージビリティースタディ（日本企
業及び産油国国営石油会社との共同研
究）。 またメキシコ国営石油会社である
PEMEXとの共同研究として、チコンテ
ペック油田のCO2攻法適用性に関する
スタディを実施しています。
（3）国内機関が実施するCCS関連事業
への技術的支援
日中共同の「中国CCS-EORプロジェク
ト」が2008年5月に政府間で合意されま
した。 中国において石炭火力発電所か
ら排出されるCO2を油田へ輸送し、原油
の増進回収に使用することができるかど
うか、その実現性を調査するもので、（財）
地球環境産業技術研究機構（RITE）ほ
か複数の国内機関と連携して事前調査
の実現へ向け、JOGMECは主に地下を
専門とする立場から技術課題への側面
支援を行っています。
（4）リビアの油田における随伴水処理と
環境影響調査の推進 
2006年に締結したリビアとの包括技
術協力協定に基づき、国営石油会社
（NOC）と油田随伴水処理に関する共同
研究を実施しました。 リビアでは、環境汚
染への危惧から、石油生産における随伴
水の処理が重要な課題となっています。

これまでに環境影響調査を行い、対応
策について提案しています。 その結果、
NOCから包括的かつ具体的であるとの
高い評価を得、産油国との関係強化に
大きな成果が得られました。 今後も随伴
水処理に関する共同スタディを継続して
いく予定です。
（5）新技術・業際的技術の適用
CCS、随伴水処理の新技術開発として、
日本が世界に誇れる業際的技術の応用
を検討しています。 具体的にはマイクロバ
ブル※4技術、ロボティクス技術、随伴水か
らの有価物回収技術、先端的モニタリン
グ技術の活用などが考えられます。
（6）情報収集と外部発信
CCSや環境に関する国内外の最新の動
向を把握するために情報収集を行い、
JOGMECのCCSに対する取り組みにつ
いて、外部発信を行っていきます。 具体
的には、JOGMEC広報誌での活動紹介
や学会・コンソーシアム参加による対外
関係強化を図ります。
（7） “CCS＋油田再生”技術の開発
地球温暖化対策と油田再生という、2つ
のメリットを生む新技術の開発に取り組
んでいます。 鍵を握るのは、地中の微生
物。 枯渇した油田にCO2を注入すると、
残されていた油性分が地中の微生物に
よって天然ガスの主成分であるメタンに
変化し回収されるというもの。 世界中の
閉鎖された油田が天然ガス田に生まれ
変わるか、期待が寄せられています。

グローバルに推進する
CCS･環境調和型油ガス田開発

CO2を地中貯留する
エネルギーと環境の両立を目指す技術「CCS」特集

2008年7月1日、JOGMEC石油開発技術
本部内に「CCS･環境調和型油ガス田開
発研究チーム」（略称CCS環境チーム）が
設置されました。 
近年、地球温暖化など環境問題への関
心が世界的に高まり、産油･産ガス国と
の関係強化を図るためには、CCSなど環
境対策も含めた提案が求められていま
す。 こうした背景により、JOGMECが
2007年12月に策定した「2030年を見据
えたTRC※1/R＆D 戦略」には、重点課
題の一つとして「環境調和型油ガス田
開発技術」が盛り込まれました。 CCS環
境チームの使命は、この重点課題を所
掌し、我が国の「資源･エネルギー安定
供給確保」という観点で、「環境への適
合」という施策を強力に推し進めること
です。 特に産油･産ガス国との連携を中
心に行われるもので、
①これまでのEOR技術開発を通じて蓄
　積した知見を活用し、CCSに関する
　技術開発及び調査を行うとともに、
②CCS以外の石油･天然ガス開発に係
　わる環境面の課題について、環境調
　和型の技術開発及び調査を推進し
　ます。
JOGMECでは1970年代後半から、原油
回収増進（EOR）の技術開発に取り組ん
できました。 1996年までに、国内外で3件
のフィールドテストを行い、その後、クウェー
ト及びU.A.E.のアブダビにおいて、発電
所から排出されるCO2の回収、油層への
圧入、そして原油回収までの一貫したプ
ロセスについて、事業化スタディも実施し
ています。

CCS環境チームは昨年度に設置されて
以来、CCSと油ガス田からの随伴水※2処
理の2つを当面の主要テーマとし、次のよ
うなR&Dの取り組みを進めています。

※1 TRC：JOGMEC 技術センター
※2 随伴水：石油やガス生産に伴い地下から産出される
　　水のこと。 塩分、油分、重金属等を含む。
※3 ゼロフレアリング：油田生産時に発生する随伴ガス
　　を、焼却処分する代わりに地中へ圧入することにより、
　　燃焼時の環境悪化を防止する手法。
※4 マイクロバブル：通常の気泡よりも微小であるために、
　　通常とは異なる特性を有する微細気泡のこと。

目標の想定：2050年のGDP当たりCO2排出量を
　　　　　　2000年比で1/2とする

《出典：（財）地球環境産業技術研究機構（RITE）作成のグラフを元に再編集》

CCS環境チームの
これまでの取り組み

石油生産施設から排出される随伴水

■CCS技術の可能性（日本）～総合経済モデルによるCCSの有効性評価～

■2030年を見据えたTRC/R＆D戦略̶TRC 5+1の重点技術分野

2050年のCO2量

省エネルギー
2.1億トン-CO2

想定 ： 我が国のCO2排出量、CCS貯留層（基礎試錐データのある52億トン）、
　　  圧入井（50万トン-CO2／年／本）

化石燃料転換
2.4億トン-CO2

原子力発電利用
1.1億トン-CO2

再生エネルギー
（太陽電池他）
0.1億トン-CO2

CCS
（CO2地中貯留）
2.2億トン-CO2

CCS
（CO2海洋隔離）
0.2億トン-CO2

CO2排出
9.5億トン-CO2

約2,300万トン-CO2／年
2020年：CCS（CO2地中貯留）

約2.2億トン-CO2／年
2050年：CCS（CO2地中貯留）

JOGMECの取り組み

生産･操業 利用探鉱 開発

1. 原油回収率向上技術分野

２. 油ガス層把握技術分野

５. 油ガス有効利用技術分野

６. 環境調和型油ガス田開発技術分野

３. 坑井掘削･開発技術分野

４. 非在来型油ガス田開発技術分野

※1 グリーン･ニューディール：米国のオバマ大統領が当選
　　直後の2008年11月に打ち出した、100年に一度と
　　もいわれる経済危機から脱出するための経済政策。
　　脱温暖化ビジネスを広げていくことで環境と経済の
　　両方の危機を同時に克服していこうというもの。
※2 帯水層：礫（れき）や砂からなる透水層で、地下水を含
　　んでいる地層。
※3 EOR：Enhanced Oil Recoveryの略語。 原油増進
　　回収法のこと。 ガス等の圧入により、産油量の増加を
　　図る。
※4 EGR：Enhanced Gas Recoveryの略語。 天然ガス
　　増進回収法のこと。 水の圧入等により、産ガス量の
　　増加を図る。
※5 炭層：石炭でできている堆積岩。 メタンガスが多く含ま
　　れ、CO2圧入により、これらを炭層メタンガス（CBM）と
　　して回収し利用する、ECBM開発も活発化している。

年比）に向けた、総合経済モデルによる
CCSの有効性評価を、下記のグラフに示
しました。 CCSがCO2削減量の約1割
程度を担うことが想定されています。

出資による日本CCS調査（株）が設立さ
れ、国からの補助を受け、国内で大規模な
CCS実証試験を行うための調査を実施
中です。
現在、実証試験に向けて、CCS関連法
やCCS事業化に関する制度の整備、低コ
スト化の技術開発、モニタリング技術の
高精度化、国際協力の推進、産官学の連
携強化など、様々な取り組みが動き出し
ています。

我が国の、2050年CO2の1/2削減（2000

新たにCCS環境チーム設置

2050年、CO2半減へ──
我が国のシナリオ
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News   Flash

石油・天然ガス分野に関する知識共有の場

石油・天然ガスの探鉱・開発分野の最先端技術が集結する「JOGMEC 技術センター（TRC）」では、
2007年より毎年、当センターが実施している研究及び調査内容を
フォーラム形式で報告するイベント「JOGMEC-TRCウィーク」を行っています。
今年度も7月14日から、4日間にわたる「JOGMEC-TRCウィーク2009」の開催が決定しました。
産業界や学会、さらに広く一般の方々に参加していただいた昨年度のイベント概要を紹介するとともに、
今年度のプログラムをお伝えします。ぜひ、ご参加ください。

「JOGMEC-TRCウィーク2009」開幕

大水深海域での油ガス田開発が進む中、脚光を浴びる「海洋電磁法」に関するTRC研究成果
を報告。電磁法に携わる産学の方々や、興味を持つ一般の方々とともに、地震探査データとの
統合による石油・天然ガス探鉱への応用を考察しました。

フォーラム 電磁法技術の油ガス田探鉱開発への貢献
̶地震探査記録との総合評価は直接探査技術になりうるか̶

1

重質油開発プロジェクトが次々と開始される中、世に出回っている重質油情報は限定的なもの
しかありません。本フォーラムでは、重質油に関する産学官のフロントランナーの技術者たちが、
自身の経験・知識に基づく実践的な情報を紹介しました。

フォーラム 重質油と正面から向き合う̶重質油工学の始まり̶2

JOGMECがカナダで実施したメタンハイドレートからのガス産出試験の成果を中心に、関連
トピックについて実例・研究事例を交えたプレゼンテーションを実施。メタンハイドレートから
のガス生産に関する研究の現状と今後の課題を紹介しました。

昨年に引き続き、天然ガスの新しいヴァリュー・チェーン構築に向けた研究開
発をテーマに取り上げます。今年度は特にGTLにフォーカスし、2009年4月
に竣工したGTL実証プラントの状況など、最新情報を紹介します。

フォーラム メタンハイドレートからのガス生産4

航空会館 

天然ガスの存在が確認されているものの、何らかの障害により開発に至っていない天然ガス田
が世界に多数存在しています。こうした未開発ガス田を開発へと進展させる新技術、NGH（天
然ガスハイドレート）、GTLの可能性について紹介しました。

フォーラム 天然ガスの新しいヴァリュー・チェーン構築

炭酸塩岩油層の複雑さに起因する操業上の諸問題解決の糸口として、地質・物探・油層それぞ
れの分野での研究成果とともに、操業への適用が進む新技術について議論しました。

フォーラム 炭酸塩岩油層キャラクタリゼーション
̶適用が進みつつある新技術とプロジェクトへの貢献̶

3

5

多くの参加者で賑わい、盛況のうちに幕を閉じる
2008年度は、石油・天然ガス分野におけるJOGMECの活動の中から、5つのテーマを
定め、1日ごとに異なるテーマで、注目度の高い研究・調査内容を報告しました。参加され
た方々は、講演、セミナー、パネルディスカッション、ポスターセッション等を通じて、研究・
調査成果への関心や理解が深まるとともに、参加者とTRC研究者、及び参加者同士の情
報交換や意見交換も盛んに行われ、知識共有の場として賑わいをみせました。また連日、
最後に、「ネットワーク構築パーティ」を開催。石油・天然ガス分野の同じテーマに関心を持
つ方々とのネットワークを広げる絶好の機会として、多くの参加者から好評を得ました。

「JOGMEC-TRCウィーク2009」概要

天然ガスの新しいヴァリュー・チェーンの構築

JOGMECは過去30年間にわたり、CO2-EORに関して国内外の実油田での
パイロットテストを含む一連の研究開発・スタディを実施してきました。現在
実施・計画中のCO2-EORプロジェクトの紹介とともに、CCSとの違い、その
相互貢献について、参加者とともに考察します。

CO2-EORの実績からCCSへの展開へ

JOGMEC 技術センター（TRC）
千葉県千葉市美浜区浜田1-2-2 TEL:043-276-9212
最寄り駅／「JR・京成 幕張本郷駅」及び「JR 海浜幕張駅」より
　　　　　当機構シャトルバスにて約5分
地図／http://trc.jogmec.go.jp/japanese/center05.html

航空会館 
東京都港区新橋1-18-1 TEL:03-3501-1272
最寄り駅／「JR 新橋駅」日比谷口、「地下鉄 新橋駅」7番出口 、
　　　　　「地下鉄内幸町駅 」A2出口
地図／http://www.aero.or.jp/map/map_kaikan.htm

■お申し込み・お問い合せ

担当窓口／JOGMEC 技術センター 技術企画部 評価・普及課（日原、時田）TEL：043-276-9246

■会場アクセス

http: //trc.jogmec.go.jp

※ 上記は、2009年4月30日時点のスケジュール及びフォーラムテーマです。変更される場合がございますので、予めご了承ください。

1990年代以降の急速な大水深海域開発の進展等、海洋石油開発に関す
る技術は飛躍的に進歩しています。本フォーラムでは、最新技術の現状、
今後の深海エリアでの油ガス田開発を含めた海洋石油開発の可能性を考
察します。

広がりゆく海洋石油・天然ガスの可能性

石油開発におけるモニタリングは観測技術の発展や観測対象の多角化によ
り、その様相を大きく変えつつあります。本フォーラムでは、メタンハイドレー
トの分解モニタリング技術等を含む最新事例、測定技術を取り上げ、これか
らのモニタリング像を探ります。

モニタリング技術をウォッチ！

JOGMEC
技術センター
（TRC）

JOGMEC
技術センター
（TRC）

JOGMEC
技術センター
（TRC）

14日火

7月

15日水

7月

16日木

7月

17日金

7月

申し込み締め切り
2009年7月10日

日程 フォーラムテーマ 会場

2008年度のイベントを振り返って

多くの参加者で賑わう受付

講演者の発表を傾聴する参加者

各分野の最新情報を展示パネルで紹介

熱い議論が交わされたパネルディスカッション

金
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2009年4月16日、新潟県新潟市北区

にて、GTL実証プラントの竣工式が

執り行われました。 式には、日本

GTL技術研究組合の松村理事長や、

組合員の民間企業6社※1の代表者、

JOGMEC河野理事長ほか、プロジェ

クト関係者や新潟県副知事、新潟市

市長などが出席。 その様子は、テレ

ビや新聞等の各種メディアでも、紹

介されました。

GTLは現在、南アフリカ国営企業の

サソール社と、その兄弟企業のペト

ロSA社、石油メジャーのロイヤル・

GTLとは、「Gas To Liquids」の略名で、触媒による化
学反応で、天然ガスからナフサ、灯油、軽油等の石油
製品を製造する技術。 石油代替の燃料ソースの確
保と多様化につながり、製造される燃料は硫黄分や
芳香族分などの不純物を含まないクリーン燃料とし
ても期待される。 日本では、JOGMECと日本GTL技
術研究組合の共同研究により、JAPAN-GTLの商業
化に向けたプロジェクトが進められている。

セキュリティの一端を担う技術の確

立に向けてJAPAN-GTLの可能性は

広がっています。 

次ページで、実証プラントの設備等を紹介します。

りCO2を原料として利用することが

可能となりました。 そのため、あら

かじめCO2を除去する必要がなく、ま

た酸素製造装置が不要となり、プラ

ントの建設コスト及び運転コストを

削減することができます。

同時に、“CO2をそのまま使える”とい

う特徴は、世界各地に未開発のまま

残されているCO2を大量に含む低品

位ガス田を有効利用できる可能性を

有しています（既存のGTLはCO2含

有率の低い天然ガスを使用）。

世界の先行技術と比較して競争力

を持つJAPAN-GTLですが、これまで

は、1998年度に実験室レベルでの研

究を開始し、2001～2004年度には北

海道苫小牧勇払地区におけるパイ

ロットプラントの運転を実施してき

ました。 今回の実証プラントでは、研

究を重ねてきたJAPAN-GTL独自の製

造プロセスを用いて、約2年間にわた

り、500B/D※2規模の生産ベースで運

転。 最終目標の15,000～20,000B/D規

模の商業プラントに向けた運転方

法・技術の確立を目指し、データ収集

を行っていきます。

また、商業ベースでGTLを生産する

には、原料となる天然ガスを安定的

に確保することが必要です。 そのた

め、産ガス国へのPRも実証プラント

の目的となっています。 すでにロシ

ア、オーストラリアなどからエネル

ギーの関係者がプラントへ視察に

訪れており、他に類をみ

ないJAPAN-GTLの独自技

術に、高い関心を示して

います。

JAPAN-GTLプロジェクトの

当面の目標は、実証プラン

トでの実証試験を成功させ

ること。 そして、その先に

は商業化を実現し、日本の

資源・エネルギーの安定供

給への貢献という命題があ

ります。 日本のエネルギー

ダッチ・シェル社の3社において、すで

に商業生産が実施されています。 

こうした海外企業と比較し、日本の

GTL開発は遅れを取っていますが、

先行しているGTLにはないメリット

を持っています。

既存のGTL製造プロセスは、原料とな

独自の技術を持つ
JAPAN-GTL

商業化へのステップ

竣工式テープカット マスコミ取材中のJOGMEC河野理事長

日本GTL技術研究組合
技術開発副本部長
実証センター長 

■「GTL」とは？

■プロジェクトの経緯

Topics
JAPAN-GTLは“新たなフェーズ”へ

GTL実証プラント、稼働開始
本誌13号の特集で紹介し、多くの読者から反響を呼んだ「JAPAN-GTL」。 商業化に向けたプロジェク
トは、着 と々進行しています。 2009年4月には、建設が進められていた実証プラントが完成し、試運
転をスタートさせています。 今号は、JOGMEC河野理事長など、多くの関係者、報道陣が参加した竣
工式の様子をお伝えするとともに、国内外から注目を浴びるプロジェクトの最新動向を報告します。

>> 1998年度～
　  実験室レベルの研究を開始
>> 2001年度～
    旧石油公団と民間企業5社により、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開始
>> 2003年9月
　 パイロットプラントスケール相当の7B/DのGTL
　 油生産に成功
>> 2006年10月
　 民間企業6社による日本GTL技術研究組合を設
　 立。 JOGMECとともにJAPAN-GTLの開発を目指  
　  す体制を固める
>> 2007年9月～
　 新潟県新潟市において実証プラント建設に着工

Interview

私は、日本GTL技術研究組合が設立された2006年から、JAPAN-GTLのプロジェクト
に携わっています。 最初は東京の本部で、実証プラントの設計に関わる技術的な業務
を行い、着工してからは新潟市に駐在して、プラントの建設及び運転管理やデータ収集
等のプラント稼働に関する業務の全体的な取りまとめを行っています。 これまでの最
大の苦労は、5か年計画と期間が定められた中で、プラントを決められた期日までに事
故なく完成させなければならないということでした。 そのプレッシャーを抱えながら建
設工事を進めました。 予定通り竣工式を迎えられると確信した時は、安堵しましたね。
もともと私がエネルギー関係の会社に入社した理由は、「日本のために何かしたい」と
いう思いからでした。 そういう意味で、このプロジェクトに参加することは、責任感を
覚える一方、日本の資源・エネルギー確保に貢献できることに喜びを感じています。 今
の目標は、2年間にわたる試運転を成功させ、このプロジェクトを商業化へとつないで
いくこと。 実証プラントで働くスタッフたちも皆、同じ意識で業務に取り組んでいます。 
JOGMECさんは、国の代表としての立場を活かして、JAPAN-GTLの技術を海外の国々
にアピールしていただきたいと思います。

日本の資源・エネルギー確保に貢献できる仕事に、
責任と喜びを感じています。

大澤伸行 氏

※1 民間企業6社：国際石油開発（株）［現 国際石油
　　開発帝石（株）］、新日本石油（株）、石油資源開発
 　（株）、コスモ石油（株）、新日鉄エンジニアリング
　　（株）、千代田化工建設（株）。
※2 B/D（バレル/日）：1日あたりに生産されるGTL油の
　　量（1バレルは約159リットル）。

る天然ガスに含まれるCO2を除去し、

さらに、化学変化のために酸素を加

えなくてはなりません。 そのため、製

造プロセスにおいて、CO2除去装置と、

酸素製造装置の設置が必要になり

ます。

一方、JAPAN-GTLは、独自の技術によ

日本の資源・エネルギー
安定供給に向けて

JAPAN-GTL技術のカギとなる「FT合成」を行うFTリアクター
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実証プラント 設備概要
敷地面積、生産能力等、実証プラントの基本情報をお伝えするとともに、
FTリアクター等の各設備を製造プロセスに沿って紹介します。

■実証プラントデータ

■ JAPAN-GTLの製造プロセス

合成ガス
製造工程

天然ガスを改質して合成
ガス（H2とCOの混合ガス）
を製造

天然ガス 独自の合成ガス製造触媒に
より、既存の技術では困難
であった操作条件下で、安定
的な性能を発揮。CO2を多く
含んだ天然ガスでも、CO2を
除去せずにそのまま処理す
ることが可能です。

合成ガスからGTL粗油を
製造

反応熱の除去性能に優れ、
設備のコンパクト化が可能
なスラリー床※式の反応器
（FTリアクター）を採用。 優れ
た触媒性能により、既存技術
と比較して装置の建設コス
トや運転コストを削減でき
ます。

GTL粗油を分解・精製し、
石油製品へ

活性の高い水素化分解触媒
により反応器を小型化でき、
設備の建設コスト・運転コス
トの面で有利です。 また、優
れた異性化触媒により、GTL
軽油の低温性能の課題（低
温状態で固化しやすい）を
改善できます。

FT合成工程 生産品

「GTL灯油」は主に暖房用などの
燃料、「GTL軽油」は主にディーゼ
ル車用燃料として使用可能。 
「GTLナフサ」はポリエチレンやポ
リプロピレンなど石油化学製品
の原料として使用できます。

アップグレー
ティング工程

500B/D
内訳：ナフサ25～30%、
　　中間留分（灯油・軽油）70～75% 
※灯油は0～30%の範囲で製造可能

新潟県新潟市北区太郎代

42,000㎡（サッカー場約5個分）

約200億円

約40名

24時間体制

所在地

敷地面積

建設費

実証センター スタッフ数

運転研究予定期間

運転体制

生産能力

生産したGTL油は、実用試験に使用
実証プラントで生産されたGTL油は、分析評価を行った後、組合企業の
石油資源開発（株）が一部を引き取るほか、各種の実用試験等に使用さ
れます。 GTL灯油は、石油ストーブでの燃焼試験を（社）日本ガス石油
機器工業会と協同で実施予定。 GTL軽油に関しては、（社）日本自動車
工業会の協力の下、ディーゼルエンジンを用いたエンジンテストを行う
予定です。 また、一定量のGTL軽油が蓄積した後は、路上走行テストな
どを実施する可能性もあります。 このようにJAPAN-GTLの商業化に向
けた取り組みが進行する一方で、生産されたGTL油の効果的・効率的な
使用に関しても、研究が進められます。

Column

アップグレーティング工程❸

FT合成工程❷ 

合成ガス製造工程❶  

❶ ❷ ❸

※スラリー床：粉末状の触媒を油中に分解させたスラリー（固体粒子が液体の中に懸濁している流動体）の中に、合成ガスを吹き込んで反応させる反応器。
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Opinion

資源は使い尽くしたら、それで終り。 
私たちは、もっと自然とともに生きる道を探さねばならない。

作家

kirishima yoko

ながら優しく援けあう共同体
を作ること。 熟年が中心だけ
ど若い働き盛りの方の休暇ハ
ウスも歓迎して、先輩の智慧を
惜しみなく伝えながら彼らの
力も借りる、多世代コラボレー
ションができる村にしたいで
すね。

現代は物が溢れているのに、
もっと多く、もっと新しくと欲
望を募らせ、またこれほど進ん
だ文明を享受しながら、もっと
便利に、もっと速くと、さらに手
間暇を惜しんでラクをするこ
とばかり考える。 自分の能力を
どんどん手放すことで、自然や
資源を搾取しているのだから、
両方損で、こんな愚かしいこと
があるかと思います。 私は人

生を思いっきり愉しもうというエピキュリ
アンだけど、浪費はしません。 資源は使って
しまったらそれっきりだから、できるだけケ
チケチ使う主義です。 リデュース（減量）、リ
ユース（再使用）、リサイクル（再活用）の3R
をしっかり守って暮さないと、資源はやせ
細っていくばかり。 間もなく取り返しのつか
ないことになるという際どいところまで来
ているのに、相変わらず遠慮会釈なく資源
を使う人類は、崖っぷちに向って浮かれな
がら行進しているようです。
私たち戦中戦後を生きてきた世代は、貧乏
に慣れていますし、不況ぐらいではうろたえ
ません。 資源やエネルギーの問題について、
技術的あるいは政策的な面では専門家に
お願いしなければならないことも多いで
しょうが、私たち生活者全員が毎日の暮しを
シェイプアップするだけでも随分自然が甦
り地球が元気になるはずです。 また、日本人
のきめ細やかさや、モノ作りの技、創意工夫
の力などは、資源･エネルギーの分野にもっ
ともっと生かす道があると思います。 

東京出身。 1956年、文藝春秋に入社。 1965
年に退社し、フリーライターとして世界を
巡遊。 1967年には従軍記者としてベトナム
戦争を体験する。 1968年からアメリカで暮
らし、1970年処女作『渚と澪と舵-わが愛の
航海記』刊行を機に帰国。 1972年、アメリカ
社会の深層を抉る文明論『淋しいアメリカ
人』で第3回大宅壮一ノンフィクション賞を
受賞。 以来、著作・テレビ・講演などに幅広く
活躍しながら、独身のまま、かれん（モデル）・
ノエル（エッセイスト）・ローランド（フォトグ
ラファー）の3児を育て上げる。 現在は仕事
を絞り、人生の成熟の秋を愉しみながら、環
境問題・ホリスティック医療・氣功・精神世界
などにも関心を深めている。

私は、環境問題の時流に乗った
エコファッション派ではなく、
根っからの自然派です。 戦後
の何もない時代に、葉山の海と
山を駆け巡って自給自足のよ
うな生活の中で逞しく育ちまし
たから。 2年前に始めたオトナ
のための寺子屋「森羅塾」も、私
を育ててくれた大自然の森羅
万象を想って名づけました。 さ
まざまな個性が集う人間の森
にして、自然体で学び合う場に
したいと思っています。 私も古
稀ともなれば一応長老ですし、
後輩に伝えておきたいことも沢
山あります。 人間も貴重な資源
ですものね。 とりわけ戦中派を
はじめ熟年世代は、労多くも素
晴らしい時代を生き、よく鍛え
られた方々ですから、その豊かな人間力を結
集し、もっと活用しなければもったいない。 
皆が自信をもってそれぞれの力を発揮でき
る、梁山泊のような塾にしていきたいと思っ
ています。

50歳を迎えた年、インドで人生の四季を棲み
分ける「四住期」の思想に出合いました。ちょ
うど子育てを終えた私は、汗みずくで働く人
生の夏の「家住期」から、豊かな稔りを楽しむ
秋の「林住期」に移行するときなのだと悟り、
その林住期の基地にぴったりの家をカナダの
バンクーバーに見つけました。 バンクーバー
の住宅地には原始の森が生き残っていて、
一木一草手をつけてはならないというルー
ルがあります。 倒れた木も朽ちるにまかせ、
またそこから新しい木が芽吹き…毎日歩い
ても飽きることなく深い感動に浸ります。 ま
た海にとろけ落ちていく夕陽はどんなに壮
麗な大伽藍よりも超越的な力を感じさせ、

各界の著名人に、ご自身の仕事論や生き方論、
また資源やエネルギーについてのお考え、
ご意見を伺いました。

人類が“生き延びる”ために、
日本人ができること

桐島洋子

畏敬の念が湧きあがります。 大自然の力を信
じて、その懐に入ってしまうと、自分も自然の
一部だということがわかってくるから、自分で
ある自然にひどいことはできなくなりますね。
資源やエネルギーの浪費を避けて、できるだ
け自然の力に身を添わせた暮らしの中で人
生を愉しみたいものです。 「森羅塾」の将来
の夢も、豊かな自然の中に仲間が小さなエ
コ・ハウスを作って割拠し、緩やかに連帯し

2009年4月～2011年3月

海に落ちる夕陽に畏敬の念を。
人生の「林住期」に正しい生き方を知る
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未来の資源とエネルギーを支える

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation

表紙： JAPAN-GTL実証プラント内のFTリアクター。GTL製造プロセスのキーテクロジーであるFT合成を行う。

4月3日、出光興産（株）が英国シェトラン
ド沖で実施する石油等の探鉱事業につ
いて、75％出資案件として採択しまし
た。 英国シェトランド沖は未探鉱地域が
比較的多く残されたフロンティア地域
で、1990年以降、比較的規模の大きな油
ガス田が相次いで発見され注目を浴び
ています。 本件も、水深1,000メートルを
超える大水深域での探鉱事業で、数千
万バレル規模の油田の発見を目指して
おり、本邦企業の石油･ガス探鉱開発事
業の発展に寄与することが期待されて
います。　　

オリノコ重質油に係る共同スタディを
実施することについて、PDVSAと合
意。 2009年4月6日に当該共同スタディ
契約に調印しました。

さらなる広がりを確認しました。 全体
の規模は1億トンを超え、さらに西方や
北方に探鉱余地を残し、規模の拡大へ
の期待が高まっています。 ボーリング調
査は、アルゼンチン共和国及びチリ共
和国の両国にまたがるフロンテラ地域
調査の一環として、今年2月に実施され
たものです。

調印式後の記者会見の様子

5月12日、ロシア石油企業イルクーツク
石油と共同でINK-Zapad社を設立。 権
益譲渡契約と事業実施契約を締結しま
した。 今回取得した2鉱区は、現在建設
中の太平洋パイプラインに隣接してお
り、これらとのシナジー効果が期待され
ています。
東シベリア地域は日本に地理的に近く、
大量の原油及び天然ガスの賦存が期
待されるものの、厳しい自然環境やイ
ンフラが未整備であるため、十分調査
されておらず、開発が遅れています。 本
探鉱調査事業は、その埋蔵量ポテンシャ
ルの一部を調査するものです。

JOGMECは、ベネズエラ･ボリバル共和
国国営石油公社（PDVSA）と、石油･天
然ガス分野での二国間の協力促進と同
国の経済発展に向けて、広範な分野で
協力していくことで合意し、4月6日、都
内のホテルで包括協力協定に調印しま
した。 この協定に基づき、オリノコ（川の
名称）重質油に係る共同スタディが実施
されることになり、この協定締結を契機
に、我が国企業による自主開発原油生
産量の増加に寄与することが強く期待
されています。
併せて、JOGMEC、国際石油開発帝石
（株）及び三菱商事（株）の3社は、ベネズ
エラの陸上フニン･ブロック11における

J.LET TER JOGMECからの
様 な々お知らせです。
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「お問い合わせ」まで ▼ http://www.jogmec.go.jp/contact /

契約調印時の様子
（左）JOGMEC河野理事長
（右）イルクーツク石油 マリーナ･セディフ社長

2009. 4/3

英国シェトランド沖の
石油等探鉱事業への出資

2009. 4/6

ベネズエラにおける石油・
天然ガス開発協力協定に調印

JOGMECは5月7日、アマンタ･リソーシー
ズ社（カナダ）とラオス人民民主共和国の
ルアンナムタ地域（北部）における銅の
共同探鉱契約（JV調査）を締結しまし
た。 鉱区面積は約200㎢。 銅、モリブデ
ンなど多くの金属を含んだ鉱床（多金
属鉱床）の地域に属しており、その中で
も銅鉱床の存在が最も期待される地域
です。

2009. 5/7

ラオスでの
銅の共同探鉱契約を締結

2009. 5/12

東シベリアにおける
新規探鉱調査事業の開始

JOGMEC NEWS
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JOGMECは、スラミナリソーシズ社（カ
ナダ）と共同で南米アンデス山岳地帯
において銅･金を対象としたボーリン
グ調査を進めていましたが、昨年、顕著
な銅･金鉱化帯の存在を発見していま
す。 今般、追加のボーリング調査により

2009. 5/7

南米アンデス山岳地帯で
有望な銅･金の存在を確認

特集

エネルギーと
環境の両立を
目指す技術
「CCS」

CO2を地中貯留する

JOGMECからのお知らせ
J.LETTER

資源は使い尽くしたら、それで終り。 
私たちは、もっと自然とともに生きる道を探さねばならない。

桐島洋子
OPINION

「JOGMEC-TRCウィーク2009」開幕
NEWS FLASH 石油・天然ガス分野に関する知識共有の場

GTL実証プラント、
稼働開始

TOPICS

JAPAN-GTLは“新たなフェーズ”へ

miyakawa-k
画像


