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資源とエネルギーの明日を伝える［広報誌］
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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 ▼ https://www.jogmec.go.jp/contact /

Letterジェイ・レター
JOGMECからの様々なお知らせです。
最新の事業やニュース、イベントなどをご紹介します。

JOGMECホームページより各記事の詳細情報をご覧いただけます。http://www.jogmec.go.jp/news/release/index.html

6月9日、JOGMECは、伊藤忠商事（株）が資本参加するアメリカ・カリ
フォルニア州のリチウム回収プロジェクトに対して、10億円の融資を
行いました。 同社は、カリフォルニア州南部に位置する地熱発電所の
使用済み地熱かん水に含まれるリチウムを回収し、リチウム化合物
を製造する事業を推進する、アメリカの資源開発会社の株式約20％
を取得して事業に参画しています。 2013年の商業化（年間生産量約
1.6万トン／炭酸リチウム換算）を目指し、現在、デモンストレーション
パイロットプラントによる技術立証試験、F/Sが実施されています。
また、8月10日、双日（株）が25%の権益を保有し、カナダ・ブリティッ
シュ・コロンビア州で、アメリカの鉱山会社と共同で推進する、エンダ
コ・モリブデン鉱山拡張プロジェクトに必要な資金の借入に対する
債務保証関連契約を締結しました。 本拡張プロジェクトは2011年10
月末に完工の予定で、この拡張により、現在年間約4,600トン（モリ
ブデン純分量）のモリブデン生産量が、2012年以降に年間約7,500ト
ンまで増加する予定です。 
さらに、8月17日、伊藤忠商事（株）が南アフリカ共和国で推進中のプ
ラットリーフ白金族金属・ニッケル探鉱・開発事業に出資を行いまし
た。 同社は、本事業を推進する開発会社の株式10％を保有し、オペ
レーターのアイバンプラッツ社（カナダ）とともに事業を実施してい
ます。 JOGMECは、伊藤忠商事（株）が出資する子会社を通じ、約42億
円を出資することとしました。 本事業は、世界有数の白金族金属の
埋蔵と産出量で知られるブッシュフェルト地域の北部に位置し、将
来的に世界最大級の白金族鉱山として開発されることが期待され
ます。

これらのプロジェクトの開発対象となるリチウム（リチウムイオン電
池材料）、モリブデン（ステンレスや特殊鋼の鉄鋼原料）、白金族金属
（自動車の排気ガス浄化触媒）な
どのレアメタルは、日本の資源
確保政策の中でも重要鉱種に位
置付けられています。 今後も
JOGMECは、我が国への金属資
源の安定供給を図るため、海外
で探鉱開発を推進する企業に対
し、積極的な支援を行っていく
方針です。
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カナダのシェールガス
開発事業に対する
債務保証関連契約を締結

2011.7.4 石油・天然ガス

7月26日、JOGMECは、日本企業のパンパシフィック・カッパー
（株）と三井物産（株）がチリ共和国で推進するカセロネス銅・
モリブデン鉱床開発プロジェクトを債務保証案件として採択
しました。 開発投資額約20億米ドルのうち、14億米ドルは国
際協力銀行と民間金融機関からの借入により調達されます
が、JOGMECはこのうち、民間金融機関からの融資3億米ドル
の90％（2.7億米ドル）に対する債務を保証します。
本プロジェクトは、JOGMECが探鉱段階から一貫して金融支援
を行ってきたもので、JOGMECの探鉱融資プロジェクトが開発
に移行した事案となります。 また、本プロジェクトは、日本企業
が100％の権益を有する大型銅・モリブデン鉱山開発であり、国
際協力銀行及び日本貿易保険とJOGMECが協力して支援する
初の金属資源開発案件です。 
順調にプロジェクト
が進捗すれば、2013
年の商業生産開始を
予定しており、我が国
への金属資源の安定
供給に大きく貢献す
るものとなります。

チリの銅鉱山開発プロジェクトを
債務保証案件として採択2011.7.26

金属

金属

日本企業が推進する
レアメタル開発事業3件に
金融支援を実施
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対象鉱区

カセロネス鉱床露天採掘予定地

JOGMECは、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州コルドバ
堆積盆地において、三菱商事（株）が子会社のコルドバ・ガス・リ
ソーシズ（CGR社）を通じて推進するシェールガスを中心とした
天然ガス開発事業を債務保証案件として採択し、7月4日に債務
保証関連契約を締結しました。 プロジェクトの開発資金の一部
は、国際協力銀行及び（株）三菱東京UFJ銀行の協調融資（総額10
億カナダドル）によって調達され、JOGMECの債務保証は、（株）
三菱東京UFJ銀行からCGR社に対しての7億5千万カナダドル限
度の貸付を対象とするものです。 
本プロジェクトには、JOGMEC及び日本の電力・ガス会社も参画
しており、これにより、より一層強固な官民一体の体制でプロ
ジェクトが推進されることになります。 非
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プラットリーフ白金族金属・ニッケル
探鉱・開発事業の対象鉱区位置図
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シェールガス、オイルサンド、CBM…

シェールガス、オイルサンド、コールベッドメタン（CBM）…これらはすべて、「非在来型」と呼ばれる資源です。
人類のエネルギー資源開発の歴史の中で、長きにわたり日の当たることのなかったこの非在来型資源が、
石油・天然ガス開発の新たな可能性として、現在注目を浴びています。
本特集では、非在来型資源の基礎情報を紹介するとともに、
そのポテンシャルや、開発のトレンドをお伝えします。

非在来型資源論
近年、シェールガスやオイルサンドな
どの資源用語が、様 な々メディアでた
びたび取り上げられるようになり、資
源エネルギー関係者以外の方にも広
く認知されるようになってきました。
しかし、それらを総称した「非在来型
資源」という言葉には、耳なじみのな
い方も多いかもしれません。 非在来
型資源について明確な定義はありま
せんが、一言でいうと「通常の油・ガ
ス田以外から開発される石油・天然
ガス」となり、古くから利用されてき
た石油・天然ガス（＝在来型資源）と
は区別されています。
代表的な非在来型資源は、石油系で
は、「オイルサンド」や「シェールオイ
ル」、天然ガス系では、「シェールガス」
「タイトサンドガス」「CBM」などが挙
げられます。 また、次世代の国産エネ
ルギー資源として脚光を浴びている
「メタンハイドレート※1」も、非在来型
の天然ガスの一種とされています。

これらの非在来型資源について理解
を深めるためには、石油や天然ガスの

成立ちを把握する必要があります。
石油や天然ガスの元となっているの
は、数億年前に海や湖沼に生息して
いたプランクトンや藻類の死骸（有機
物）です。 こられが泥とともに水底に
沈積し、長い年月、熱と圧力を受ける
ことにより、石油や天然ガスに変化し
ます。 そして地下深部の石油や天然
ガスが地層中のすき間を移動し、浸
透率※2が高い砂岩や炭酸塩岩の貯
留層に集積したものが在来型の石
油や天然ガスです。 このような地層
に存在する石油・天然ガスは生産性
に優れているため、従来の石油・天然
ガス開発の主流となってきました。
一方で、非在来型と呼ばれる資源は、
石油・天然ガスが地下の固い岩石中
などにそのまま閉じ込められている
など、在来型よりも浸透率が低く“開
発しにくい状態”で自然界に存在し
ています。 そのため、緻密でコストの
かさむ開発技術を必要とし、その適
用も実フィールドでの試行錯誤を伴
うことから、以前からその存在は認識
されながらも、開発を見送られてきま
した。
しかし、非在来型資源には、在来型資
源に勝る大きな魅力を持っています。
それは、豊富な資源量。 前述した通

り、在来型の石油・天然ガスと比較し、
より高度な技術が求められる一方で、
在来型を上回る量の非在来型資源
が、世界各地に眠っていると推測さ
れています。

将来的なエネルギー需給のひっ迫が
懸念される中で、石油・天然ガスの開
発ニーズも、容易に開発できる在来
型資源にとどまらず、開発が困難な
非在来型資源まで拡大しつつあるの
が世界のエネルギー資源開発の現状
です。 また、飛躍的な開発技術の進歩
も、非在来型資源開発の気運の高ま
りを後押ししています。
石油・天然ガス開発の新たな可能性
として注目されている非在来型資源
について、次ページ（P4）より、そのポテ
ンシャルと開発トレンドを紹介します。

シェールガスもオイルサンドも
非在来型資源の一種

それぞれ異なる形状で地下に存在

技術進歩などを背景に、
開発の気運が高まる

■天然ガス資源量トライアングル

《出典：SPE103356論文を基に作成》

《JOGMEC石油調査部　伊原 賢 監修》

基礎情報 非在来型資源とは？

天然ガスの資源量などを表した
概念図。 三角形の底辺に向かう
につれ、資源量は豊富になるが、
開発が困難になり、より高度な
技術が求められる。

浸透率の
低い砂岩

石炭層

砂岩層

固い頁岩

■非在来型資源の分布イメージ（地下）

オイルサンド
高粘度のタール状原油を含む砂岩層。 地下深部で生成した原油が地
表近くの貯留層に移動し集積した後、地下水との接触やバクテリアによ
る生物分解により、重質化及び高粘度化したものと考えられている。

※1 メタンハイドレート：天然ガスの主成分である
メタンをカゴ状の水分子が取り囲んだ物質。 低
温高圧の海底下や凍土下に存在し、日本近海に
も多く分布することが推測されている。
詳細は「JOGMEC NEWS vol.25」の特集記事を
ご参照ください。
http://www.jogmec.go.jp/news/publish/jog
mec_news.html
※2 浸透率：岩石内における原油・ガスの流れや
すさを表現する言葉。 浸透率が高い程、流れやす
くなり、生産性も高くなる。

在来型石油／在来型天然ガス
地下深部から地層中のすき間を移動して砂岩
の貯留層に貯まった石油・天然ガス。 浸透率
が高く岩石中を流れやすいため開発が容易。

シェールガス
泥岩の一種で、固く、薄
方状に剥がれやすい性
質を持つ頁岩（シェール）
に含まれる天然ガス。タ
イトサンドガスやCBMよ
りさらに浸透率が低い。

タイトサンドガス
浸透率の低い砂岩に含まれる天然ガス。 生産性
が低いうえ、一般に地層深度が深く掘削費用がか
さむため、70年代まで商業生産が進まなかった。

シェールオイル
シェールガスと同じくシェールに含まれる原油。 ガス
に比べ油は動きにくいため、シェールガスの開発
よりも、さらに高度な開発技術が必要となる。

CBM
石炭の形成過程において生成され
たメタンガス（天然ガスの主成分）が、
石炭層中のすき間に吸着したもの。

小

大

資源量

易

難

非在来型天然ガス

CBMタイトサンドガス

シェールガス

メタンハイドレート

在来型天然ガス

開発
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非在来型資源開発を語る上で、外せない地域が北米です。
異なる年代に、タイトサンドガス、CBM、シェールガスの開発ブームが起こり、
現在では、それらを合計した国内生産量が、在来型天然ガスを上回っています。
アメリカを中心とした北米における非在来型資源開発の歴史を紹介します。

非在来型資源開発の歴史

《出典：SPE107053》

《出典：アメリカ エネルギー省 EIA》

トレンド

■水平坑井と多段階の水圧破砕のイメージ

■アメリカにおける非在来型天然ガス生産量の推移

■アメリカにおける非在来型資源の開発トレンド

《出典：ICEP》■マイクロサイスミック技術のイメージ

現在、世界で最も非在来型資源の開
発が盛んに行われている国がアメリカ
です。 特にシェールガス、タイトサンド
ガス、CBMなどの非在来型天然ガス
については、在来型天然ガスの国内
生産量を上回るという逆転現象が起
きています。 さらにこれらの非在来型
天然ガスの生産量が急増したことに
より、2009年の天然ガス生産量が世
界のトップとなり、現在アメリカは世界
最大の天然ガス生産国となりました。

今や非在来型天然ガス大国といえる
アメリカですが、その土壌はいかにし
て作られたのでしょうか？
第二次大戦後、パイプライン技術が
飛躍的に進歩し、陸上の長距離輸送
が可能になったことから、世界的な天
然ガス開発ブームが起こります。 こ
の頃、欧州、旧ソ連などと同様、アメリ
カにおいても、国内や海底の天然ガ
ス田開発と天然ガスの利用が進みま
した。 以降、アメリカにおける天然ガ
ス消費量が年々増加する中で、将来
的な天然ガスの需要増や既存のガス
田の減退をカバーするための新たな
天然ガス供給源として、非在来型天
然ガスが注目されるようになってきた
のです。
1970年代に入ると、当時のアメリカ政
府は、浸透率0.1ミリダルシー未満（1ミリ
ダルシー＝9.87×10-16㎡）の砂岩層をタイ
トガス貯留層と定義。 この頃からアメリ

カにおける非在来型天然ガス開発
がスタートしました。 以降、1980年代
はタイトサンドガス、1990年代はCBM、
2000年代はシェールガスと、年代によ
り開発対象のトレンドは移り変わり
ながらも、非在来型天然ガスの生産
量は増加の一途をたどってきました。

こうした非在来資源の生産量向上
は、たゆまない技術進化の積み重
ねの上に成り立っています。 特に
「シェールガス革命」とまでいわれた、
2005年以降のシェールガス開発ブー
ムは、次の3つの技術の確立が大きな
要因となりました。
1つ目は、石油や天然ガスの閉じ込め
られた岩石の層に沿って掘削される
「水平坑井」。 従来は垂直あるいは斜
めに掘削する坑井が主流でしたが、

水平坑井を採用することで、岩石と
の接触体積がより多く取れ、一坑当り
の生産量は数倍に増加しました。 
２つ目は、「水圧破砕」。 石油や天然ガ
スが存在する地層に圧力をかけて
作った人工的なフラクチャー（割れ
目）により、原油や天然ガスの流れに
くさを改善する技術です。 浸透率の
低い非在来型天然ガスの開発には
不可欠となります。
そして3つ目が、「マイクロサイスミッ
ク」。 フラクチャー形成の際に発生す
る地震波を観測・解析し、フラク
チャーの広がりを評価する技術で、天
然ガスの回収率向上に貢献します。
こうした技術の確立により、タイトサン
ドガスやCBM、さらに非在来型天然
ガスの中でも特に商業生産が困難と
されていたシェールガスについても、
効率的かつ経済的に生産できるよう
になったのです。

非在来型天然ガスの生産量が
在来型を超える

開発ブームの背景にある
3つの技術

タイトサンドガス
開発ブーム

1980年代

産業用向けの天然ガス使
用拡大を目指し、タイトサン
ドガス開発が州税の控除
対象となり、開発が加速。

2010年代

石油価格の高騰から、技
術的に困難とされてきた
シェールオイル開発の注目
が高まる。

シェールガス
開発ブーム

シェールオイル
開発ブーム到来？

2000年代

技術進化によりLNG輸入
よりも低コストで開発可
能となったシェールガスに
注目が集まる。

CBM
開発ブーム

1990年代

90年代初頭に北米を中
心にCBM開発が進んだ
結果、「ガスバブルの時代」
を迎える。

JOGMECは三菱商事（株）が子会社を通じて実施す
るブリティッシュコロンビア州コルドバ堆積盆地の
シェールガスを中心とした天然ガス開発プロジェクト
の支援を行っています。 本プロジェクトは、2010年9月
に三菱商事（株）が子会社のコルドバ・ガス・リソーシ
ズ・エルティーディー（CGR社）を通じて、同プロジェク
トの50%権益を取得し、オペレーター（権益50%）であ
るカナダの大手エネルギー会社ペン・ウェスト・エクス
プロレーション（PWE社）とともに推進しています。
JOGMECは2011年4月に三菱商事（株）の子会社で
あり、CGR社の株式を保有するシェール・ガス・インヴェ
ストメント・ビーヴイ（SGI社）に対する出資について、
対象事業として採択しました。 CGR社には中部電力
（株）、東京ガス（株）、大阪ガス（株）、韓国ガス公社も出
資しています。
また、同年6月にはCGR社が国際協力銀行（JBIC）
と（株）三菱東京UFJ銀行から借入れる開発資金の
一部について債務保証対象として採択しました。
対象となる鉱区は、相当規模のシェールガス埋蔵量
が見込まれており、将来的にはLNG（液化天然ガス）
として日本へ輸出する可能性についても検討が進め
られる予定です。 本プロジェクトは天然ガス供給源の
多様化に寄与するとともに、我が国のエネルギーセ
キュリティ上の大きな効果が期待されています。

JOGMECによる
カナダ・シェールガス開発支援

は、世界に大きなインパクトを与え、現
在ではカナダや欧州、中国などの国々
でもシェールガスの地質調査が行わ
れています。 また、石油価格の高騰を
背景に、非在来型石油のオイルサンド

開発もカナダを中心に加熱しつつあ
り、シェールガスよりもさらに高度な
技術が要求されるシェールオイル
についても開発の気運が高まってい
ます。 

アメリカにおける非在来型天然ガス
開発、特に近年のシェールガス革命

非在来型資源開発ブームが
世界に波及

水平坑井

水圧破砕による
割れ目

生産井 観測井

マイクロサイスム
（微小地震） 地震波

水圧破砕

貯留層
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※埋蔵量、生産量の数値は三菱商事（株）の推定値。 

鉱区所在地

埋蔵量

生産量

カナダ ブリティッシュコロンビア州 コルドバ堆積盆地

約5～8兆立方フィート

2014年 5億立方フィート／日

（％）（10億立方メートル）

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008  （年）

天然ガス生産量における非在来型天然ガスの割合
タイトサンドガスCBMシェールガス

非在来型天然ガスの
生産量は年 上々昇

開発対象のトレンドは
年代により変化

■プロジェクト概要

シェールガス開発現場の様子。
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北米を中心に開発が進む非在来型資源ですが、
世界の様 な々地域に存在しています。
現在確認されている非在来型天然ガスの資源量を紹介するとともに、
非在来型資源の可能性を考察します。

非在来型資源の可能性
ポテンシャル

■天然ガスの可採年数（下記「可採年数の算出方法」により、在来型追加分約60年、非在来型追加分約40年を算出）

《出典：IEA「World Energy Outlook 2009」などを基に作成》

■非在来型天然ガスの原始埋蔵量 （2009年）単位：兆㎥

35
ヨーロッパ

16シェールガス

タイトサンドガス12
8CBM

95 72シェールガス

タイトサンドガス 23

中東・北アフリカ

155
旧ソ連

タイトサンドガス25
112

18

CBM

シェールガス

274
タイトサンドガス 51

49

174

CBM

シェールガス

アジア・太平洋

タイトサンドガス

921

210

256

456

CBM

シェールガス

世界全体

非在来型天然ガスは
世界各地に埋蔵

非在来型天然ガスを加えると、
大幅に年数増加

在来型天然ガスの可採年数は約40年
となります。
現在、天然ガスの可採年数は約60年
といわれていますが、この他にも約60
年分の在来型天然ガスが存在すると
いう説もあり、これらに非在来型の約
40年分を加えると、天然ガスの可採
年数は約160年へと増加します。
さらに、前述した通り非在来型天然
ガスの資源量についてはまだまだ不
明確であり、世界の様々な地域、特に
豊富な在来型天然ガスが存在する中
東やロシアでの地質調査が進むこと
で、その資源量はさらに膨れ上がる

ことが予想されています。 こうした非
在来型の資源量増加により、天然ガ
スの可採年数もさらなる上乗せが期
待できるのです。
長きにわたり在来型資源の生産を補
完する役割として扱われてきた非在
来型資源ですが、技術進歩や開発
ニーズの高まりにより、世界のエネル
ギー市場における存在感は大きなも
のになってきています。 将来的な枯渇
が懸念される化石燃料ですが、非在
来型は資源開発の新しい選択肢であ
り、大きな希望となっているのです。

在来型よりも豊富に存在するとされ
る非在来型資源ですが、従来から開
発対象とされてきた在来型に比べて
十分な調査が行われておらず、また
賦存状況も確認しづらいため、その
資源量については、正確に把握でき
ていません。 しかし、現状明らかに
なっているだけでも、非在来型天然ガ
ス（シェールガス、タイトサンドガス、
CBM）の原始埋蔵量は921兆㎥とさ
れ、この原始埋蔵量から試算した非

非在来型の開発進展により
天然ガスの可採年数が増加？

現状
約60年

現状
約60年

在来型追加分

約60年
非在来型追加分

約40年 合計
約160年

在来型
天然ガス

非在来型
天然ガス

原始埋蔵量

生産開始以前に存
在していた油層、ガ
ス層内の原油・天
然ガスの総量を表
す言葉。

可採年数

原油や天然ガスに
ついて今後何年生
産を持続できるか
の一つの指標。

技術的回収可能量

原始埋蔵量のうち、
現状の開発技術を
用いて回収できる
原油・天然ガスの
量。

可採埋蔵量

原始埋蔵量のうち、
適切な技術・経済
条件において今後
採取可能な原油・
天然ガスの量。

■可採年数の算出方式

921兆㎥
概算として非在来型天然
ガスの原始埋蔵量921兆
㎥の1/4で計算

230.3兆㎥

IEA World Energy Outlook 
2009より

IEA World Energy Outlook 
2009より

IEA World Energy Outlook 
2009より

404.5兆㎥

概算として非在来型天然
ガスの技術的回収可能量
230.5兆㎥の1/2で計算

115.2兆㎥

182.4兆㎥

非在来型天然ガスの可採
埋蔵量115.2兆㎥を世界
の天然ガス消費量3兆㎥で
割った数値

在来型天然ガスの可採埋
蔵量182.4兆㎥を世界の
年間ガス消費量３兆㎥で
割った数値

38.4年

60.8年

233
北米

タイトサンドガス39
85

109

CBM

シェールガス

31
サブサハラ・アフリカ

シェールガス
タイトサンドガス22

1CBM

8
98
中南米

タイトサンドガス37
1CBM

60シェールガス

（60.8年） （38.4年）

天然ガスの可採年数
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日本初の貯蔵方式を採用した
国家石油ガス備蓄基地

LPガスの安定供給の一端を
担い、国民生活に貢献

地域の方々の理解なくして、
倉敷基地プロジェクトは
成り立ちません。

瀬戸内海に面し、日本有数の規模を誇
る工業地帯、水島コンビナート。 その
地下165～189mの岩盤には、幅18m、
高さ24m、最長640mの4つのトンネル
（総延長約2.2km）が並列しています。 
この巨大トンネルこそ、40万トンに
及ぶLPガスを備蓄するための貯槽で
あり、現在建設中の倉敷国家石油ガ
ス備蓄基地の最大の特徴といえます。
日本には現在、茨城県神栖基地、石川
県七尾基地、長崎県福島基地の3か所
の国家石油ガス備蓄基地が稼働して
いますが、いずれも地上タンクに貯蔵
する備蓄方式です。 一方、倉敷基地は
LPガス備蓄では日本初となる「水封式
地下岩盤貯蔵」という方式を採用して
います。
水封式地下岩盤貯蔵とは、地下水位以
下の岩盤内にトンネル形状の空洞を設
け、これを貯槽とし、周囲の地下水圧
により常温のLPガスを封じ込める貯
蔵方式です。 地下水圧を安定的に保つ
ため、水封トンネル、水封ボーリングか
ら岩盤内へ人工的に給水を行います。 

倉敷基地事業所の所長として、建設作
業の工程管理を行うことが私の最大の
役目です。 また同時に、地域住民との
コミュニケーションも重視しています。 
倉敷市水島地区は、日本屈指の工業地
帯である水島コンビナートを有する地
域です。 地域の方々は、エネルギー関
連施設への理解が深く、同時に安全対
策に対しても非常に高い意識を持たれ
ています。 そうした方々に、倉敷基地の
安全性を理解していただくため、地域
住民を招いた説明会や、プロパン貯槽
の見学ツアーなどを何度も開催してき
ました。 今後も地域の方々とのコミュ
ニケーションを重ね、地域住民と共生す
る石油ガス備蓄基地をつくり上げてい
きたいと思っています。

LPガスの圧力より貯槽周囲の地下水
圧の方が高いため、LPガスが外部に漏
れることはありません。
この方式は、土地の有効利用、環境保
全、安全性、経済性等に優れ、アメリ
カ、イギリス、中国、韓国など12か国、
約70以上の基地（建設中含む）で採用
されています。 また日本でも、3つの国
家石油備蓄基地がこの備蓄方式で稼
働しています。

事を実施しています。 今後、2012年3
月までに貯槽の密封作業を行い、各種
試験や試運転を経て、2012年12月より
操業を開始する予定です。
この倉敷基地、そして同じく建設中の
愛媛県波方基地※が完成することに
より、日本のLPガス国家備蓄量は150
万トンに達します。 こうした国家石油
ガス備蓄事業は日本に欠かせないエ
ネルギー資源の一つであるLPガスの
安定供給の一端を担う取り組みです。 
JOGMECは倉敷基地を含む5つの国家
石油ガス備蓄基地の建設・操業を通じ
て、日本経済や国民生活に貢献してい
ます。

2011年9月現在、倉敷基地では貯槽の
掘削作業を完了し、地上設備の建設工

岩盤内に給水された水封水の水質を検査する作業員。

LPガスを備蓄する貯槽。 
地下165～189mに卵形の巨大トンネルが広がる。

水島コンビナートの一画に建設中の地上設備。

倉敷国家石油ガス
備蓄基地事業所
所長

岩原達也

■倉敷国家石油ガス備蓄基地貯蔵施設概要

400トン／時払出能力

約3ha敷地面積

約40万トン（プロパン）

水封式地下岩盤貯蔵方式備蓄方式

備蓄容量

倉敷国家石油ガス備蓄基地

■「水封式地下岩盤貯蔵方式」概念図

倉敷国家石油ガス備蓄基地
2012年冬の操業開始に向け建設中

日本の経済活動や国民生活に欠くことのできない石油ガス（LPガス）。
JOGMECでは、国の委託を受け、石油とともに
石油ガス国家備蓄事業を推進しています。
その一端として現在建設作業を行う倉敷国家石油ガス備蓄基地について、
基地概要と建設作業の進捗状況を報告します。

※ 波方基地：倉敷基地と同じく水封式地下岩盤
貯蔵方式を採用した国家石油ガス備蓄基地。 
現在建設中で、2013年4月に操業開始予定。

作業トンネル
水封トンネル
プロパン貯槽

配管竪坑

地下水圧

地下水位

水封水 水封ボーリング水封トンネル

LPガス

貯槽から地上設備まで通じる配管竪坑により、
LPガスの受入・払出などが行われる。
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JOGMEC 技術センター（TRC）の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」の開催が今年も決定しました。
昨年度のイベントの様子を紹介するとともに、11月7日（月）から11日（金）にわたり開催される
今年度の開催概要をお伝えします。 ぜひ、ご参加ください。

N E W S  F L A S H  .  t R C  W E E K  2 0 1 1

資源開発フロンティアーー新たな資源へのアプローチ

「JOGMEC-TRCウィーク2011」開催

2010年度のイベントを振り返って

天然ガスの新しいヴァリューチェーンの構築
フォーラム1 《1日目》

油と水 ～新たな関係を求めて
フォーラム2 《2日目》

石油ガス開発操業における随伴水処理の課題について紹介。 石油ガス開発業界と
水処理業界の関係者、またJOGMEC金属部門の担当者も交えて、お互いの共通課題
についての発表や討議を行いました。

探査船「資源」と機動性を増した国内石油天然ガス基礎調査
フォーラム3 《3日目》

三次元物理探査船「資源」の運行状況や国内基礎調査について発表。 TRCウィーク
で初めて取り上げるテーマであったこともあり、多数の参加者が集まりました。

腐食に注目しよう! ～操業現場から腐食問題を考える
フォーラム4 《4日目》

ドイツのシュミット教授をはじめとする腐食問題の専門家や、腐食に取り組む企業及
びJOGMEC備蓄部門の担当者により、熱のこもった発表や討議が行われました。

今こそ考えよう! 非在来型資源への取り組み
フォーラム5 《5日目》

シェールガス、CBMなどの非在来型資源について、JOGMEC職員の発表に加え、日本
の民間企業の担当者からのプロジェクト紹介も実施。 参加者からは「より具体的で興
味深かった」などの声を多数いただきました。

JOGMECが研究開発を行うGTL（天然ガスの液体燃料化技術）について、実証プラ
ントの稼働状況などを発表。 関心の高い参加者が多数会場に集まりました。

2010年度のTRCウィークでは、5つのテーマのフォーラムを日替わりで開催。 各フォーラム
とも多くの参加者が集まりました。 特に、近年注目が高まる非在来型資源をテーマにした
フォーラム5の人気が高く、特設会場を準備する程の大盛況となりました。

講演者の発表に、真剣に耳を傾ける参加者

http://trc.jogmec.go.jp
担当窓口／JOGMEC技術センター統括部 評価・普及課TRCウィーク事務局 TEL:043-276-9109

参加申し込み
締め切り 11/1（火）

※上記は2011年8月19日現在の日程とフォーラムテーマであり、変更となる場合があり
　ます。 最新の情報は下記のJOGMEC技術センターホームページでご確認ください。

千葉県千葉市美浜区浜田1-2-2
最寄り駅／JR・京成「幕張本郷」駅及びJR「海浜幕張」駅より
　　　　　JOGMECシャトルバスにて約7分
地図／http://trc.jogmec.go.jp/japanese/center05.html

JOGMEC 技術センター（TRC）

参加無料（事前登録制）

第2会場の展示室、第3会場の喫茶ラウンジにモニター
を設置し、大講堂での講義映像を中継

フォーラム4で発表を行った、腐食研究の第一人者
シュミット教授

ポスターセッションでは、ポスターを作成した研究者自
身が参加者に説明

会場

「JOGMEC-TRCウィーク2011」概要

地球温暖化対策としてCCSに注目が集まる中、CO2-EORは数十年の実績を有する技術です。 
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。 本フォーラムでは、現在JOGMECが
国際共同研究として実施するプロジェクトを紹介するとともに、今後の展開を考察します。

11月
7日（月）

CO2-EOR 新たな展開を目指して

日程 フォーラムテーマ

坑内流体挙動を推定するために共同スタディによる開発を進めている光ファイバーを用いた
圧力・温度計測システムについて紹介します。また、地盤沈下の原因推定に向け、開発及び適
用可能性を検討している、光ファイバーを用いた層別沈下量計測システムについても併せて
説明します。

最新の坑内モニタリングへの取り組み

岩石物理を考慮することにより貯留層の物性解析の精度が向上し、定性的評価から定量的
評価へ近づきつつあります。 本フォーラムでは、実験室における岩石物理学的検討、及び地震
探査データを用いた貯留層の物性解析に関する最新の研究事例を紹介します。

貯留層物性の定量的評価に向けて

石油や天然ガスの生産では様 な々不用物が副生されます。 これらの処分はHSEの観点から
適切に行う必要がある反面、経済性も考慮に入れなければなりません。 本フォーラムでは、これ
ら不用排出物の有用利用に向け、不用物のうち特に二酸化炭素に着目し、資源開発や環境
対策への有効性について考察します。

「不用物」から「有価物」へ

次世代資源として脚光を浴びるメタンハイドレートについて、JOGMECにおける研究開発の現
状や、開発技術の課題等を報告・議論します。

メタンハイドレート研究開発の取り組み

石油や天然ガスの探鉱から生産に至る分野では、様々な技術が研究され、幅広く応用されて
います。 これら技術の研究開発部門を擁する「TRC」。 各技術分野の特徴的ラボをツアー形
式でご案内し、最先端の研究開発を支える現場を紹介します。

TRCラボツアー（定員制）

JOGMECがベトナム石油研究所と実施中の共同スタディについて、ベトナム海洋ガス田から
のガス供給ポテンシャルを紹介するとともに、GTL適応拡大に向けてJOGMECが実施して
いる二つの新しい合成ガスシステム「A-ATG」と「D-CPOX」について、研究の進捗を紹介し
ます。

GTL適応拡大の研究推進

午前 - 午後

11月
8日（火）

午前

午後

11月
9日（水）

午前

午後

11月
11日（金）

午前

午後

※11月10日（木）については、フォーラム開催の予定はありません。
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