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資源とエネルギーの明日を伝える［広報誌］

誌上講義

JOGMECの業務に関わる法律の改正について

　変貌する
エネルギー地政学

JOGMEC上席エコノミスト野神隆之が語る
多様化、多面化する

エネルギーのパワーバランスとは…

　東日本大震災後、エネルギーの安定供給をより確実にするためには、災害時の石油・石油ガスの供給体制等の構築をより
一層強化する必要があることが明らかになりました。それを踏まえ、JOGMEC法（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源
機構法）の改正を含む「災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を
改正する法律案」が、本年8月29日、第180回通常国会にて可決・成立しました。

　❶災害時の石油・石油ガス供給支援
一定規模以上の石油・石油ガス業者に対し、予め災害時の石油・石油ガスの供給に関する計画を作成することが義務付け
られます。JOGMECは、石油・石油ガス業者の要請に応じ、計画の実施に際しての支援を行えるようになります。

　❷石炭・地熱資源開発業務
石油・天然ガスおよび金属鉱物の探鉱
開発やリスクマネー供給業務のノウハウ
を活かし、石炭・地熱資源開発に係る金
融支援、技術実証、情報収集等の業務
を新たに行います。

　❸産投出資の資源開発への活用
新たに、天然ガスの採取および液化に係
る出資（資産買収出資を含む）、金属鉱
物に係る資産買収出資、石炭・地熱資源
開発に係る出資・債務保証について、産
投出資（財政投融資特別会計投資勘
定）からの資金を活用できるようになりま
す（金属鉱物の一部（探鉱）は、現状に
おいて産投出資を活用しています）。

　❹海洋での金属鉱物調査の深度制限の見直し
海洋での金属鉱物の地質構造調査は、200メートル以深の海域で行うよう制限されてきましたが、近年これより浅い海域で
有望な鉱物の賦存が確認されていることから、民間調査を行うことが困難でかつ重要な鉱物については、200メートル以浅
の海域でも調査を行えるようになります。

2. 改正の概要

1. JOGMEC法改正の背景・目的

　石炭資源や地熱資源の開発に係る業務等に関しては、JOGMEC NEWSの次号（vol.31）にて紹介させていただきますので
ご期待ください。
　今回の法改正に伴い、資源開発に関わる支援機能がJOGMECに集約され、JOGMECの果たす役割は今まで以上に重要に
なります。今後も、皆さまのご期待に添えるよう、さらなる努力を続けていく所存ですので、ご指導、ご支援をよろしくお願い申し
上げます。

●お問い合わせ先　　石炭開発部：03-6758-8002
　　　　　　　　　  地　熱　部：03-6758-8001

石炭資源開発業務

地質構造調査・調査支援

情報収集・提供

技術実証・技術支援

出資・債務保証による金融支援

地熱資源開発業務

地熱資源調査

環境調和支援

出資・債務保証による金融支援

情報収集・提供

❷と❸に係る石炭・地熱資源開発業務のイメージは以下の通りです。



▶原油価格の推移 出所：各種資料より石油連盟が作成

（単位：ドル/バレル）
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誌上講義

1970年代
エネルギー世界の変動は
オイルショックから始まった

世界のエネルギー事情を考える時、「中東」「石油」は今でも極めて重要なキーワードですが、
オイルショック以降の歴史を振り返り、現在、さらには未来を見据えると、必ずしもこの2つの言葉だけでは語りつくせないことが分かってきます。
新興産油国の台頭やエネルギー源の分散化、そしてここ数年注目を集めてきたシェールガスやシェールオイルといった非在来型エネルギー資源の登場によって、
どのような地政学的変化が生じたのか、この分野で長年市場分析を続けてきたエコノミストが分かりやすく解説します。

エネルギー地政学
変貌する

３カ月で４倍になった
原油価格

　地政学＊という観点から現在のエネル
ギーを取り巻く状況について考える時、や
はり話の発端は1970年代のオイルショッ
クにまで遡らなければなりません。

　1973年10月、第四次中東戦争の勃発を
受けて、当時の石油輸出国機構（OPEC）＊

加盟国である中東6カ国は、原油の公示価
格を1バレル（約159リットル）3.01ドルから
5.12ドルに引き上げると発表しました。そ
して、1974年1月に再びOPECによる原油
価格＊の引き上げが行われ、3カ月前の4倍
近い11.65ドルにまで上昇しました。当時、

多くの国がエネルギーを石油に依存して
いたため、たちまち世界中がパニックに
陥ったのです。
　日本は、中東紛争では中立的な立場を
とっていたため禁輸の対象にはなってい
ませんでしたが、それでもアメリカの同盟
国であったことから、国民の間では「石油
が届かなくなるのでは…」といった不安が
高まり、流言飛語に惑わされてトイレット
ペーパーの買い占め騒動が起きました。
石油がなくなったら、影響を受けるのは産
業や生活の全てであるにもかかわらず、な
ぜかトイレットペーパーを買いに走り回っ
た人が多かったということ自体、そのころ
の混乱ぶりをよく表しています。
　なお、オイルショックというのは和製英
語で、海外では通用しません。英語圏では
oil crisis（石油危機）と呼びます。

■講師

野神隆之
独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）
石油開発推進本部 石油調査部調査課 上席エコノミスト

＊地政学
地理的な条件が国や社会に与える政治的、経済的、軍
事的な影響をマクロ的な視点で研究する学問。海に囲ま
れた日本ではあまり重視されてきませんでしたが、陸続きの
ヨーロッパでは国家戦略を考えていく上での根拠の一つ
になってきました。世界市場で取り引きされるエネルギー資
源については地政学的な影響は大きく、今後の動向を予
測していく上で重要です。

＊石油輸出国機構（OPEC：Organization of the 
Petroleum Exporting Countries）

1960年　イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、
　　　　ベネズエラの産油国５カ国で設立
1961年　カタール 加盟　　　　　　　　　　　
1962年　リビア 加盟　インドネシア 加盟（2009年 脱退）
1967年　アラブ首長国連邦 加盟　　　　　　
1969年　アルジェリア 加盟　　　　　　　　
1971年　ナイジェリア 加盟　　　　　　　　
1973年　エクアドル 加盟（1993年 脱退）　
1975年　ガボン 加盟（1995年 脱退）　　　
2007年　アンゴラ 加盟　エクアドル 再加盟
◎現在の加盟国は12カ国

＊原油価格
原油価格の基準は時代ごとに変わっていきました。1970
年代まではOPECが公示するアラビアンライト（サウジアラ
ビア産の軽質原油）の価格が標準でしたが、２度のオイル
ショックで価格が大きく変動するようになってからはスポット
価格へ、そして1986年にサウジアラビアがアラビアンライ
ト原油の価格公示を廃止してからはドバイ原油等のスポッ
ト価格やブレント、WTI原油の先物価格に移っています。
その途中にあるネットバック価格とは、特定原油の市場価
値をより正確に評価するために、精製後の製品価格から
コストなどを引いて逆算した原油価格を表しています。

JOGMEC上席エコノミスト

野神隆之が語る
多様化、多面化するエネルギーのパワーバランスとは…

1970年代からの原油価格の推移をマクロ的に捉えると、～
1973年：安値安定、1974～1978年：第一次オイルショック
による上昇、1979～1985年：第二次オイルショックによる上
昇と高値安定、1986～1999年需要低迷による安値安定、
2000年～2003年:同時多発テロの発生で下落するもの
の、イラク戦争に向け上昇、2004年～:中国の石油需要の
急増、アメリカの住宅市場の活況、そして石油供給途絶懸念
などにより急上昇となっています。

石油メジャーから
OPECへと移った主導権

　歴史的には、第四次中東戦争がオイル
ショックの引き金になったのは事実です
が、エネルギー資源を巡る当時の世界情
勢を考えると、たとえこの時期に戦争が起
こらなかったとしても、遅かれ早かれ原油
価格の引き上げが行われ、ショックすなわ

ち危機が、世界中を襲っていたはずです。
　というのも、それまでの原油価格が1バ
レル2～3ドルの安値で安定していたのは、
いわゆる石油メジャーと呼ばれる巨大な
国際石油資本の力が強く、彼らが価格決
定権を握っていたからです。しかし、第二
次世界大戦後に多くの国でナショナリズム
の気運が高まり、産油国を中心に「自国
の資源を自国で管理したい」という思いが

強くなっていきます。1960年にOPECが結
成されたのも自国の利益を守ることが目
的であり、当初から石油メジャーとの対決
姿勢を示してきました。
　それから10年近い攻防の末、1970年に
はリビアが初めて産油国による価格改定
に成功したほか、OPEC加盟各国は油田
の国有化を求め、徐々に主導権を獲得して
いきました。その動きが一気に進んだのが
第一次オイルショックであり、以降、1980
年代半ばまで、原油価格はOPECが決定
できるようになりました。
　第一次オイルショック後、1978年末に
OPECが再度原油価格値上げを決定しま
す。続いて1979年2月に始まったイラン革
命によって原油の生産が縮小したことか
ら、世界規模で石油の需給が逼迫し、再
び危機的状況が訪れました。これが第二
次オイルショックです。

オイルショックからシェールガス革命、シェールオイルそして…
多様化、多面化するパワーバランスの中で将来を見据えた  エネルギー戦略が必要だ！
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▶世界の一次エネルギー供給量の推移 ▶世界の発電電力量構成

世界の一次エネルギー供給量における石油の割合は、1973年には半分近くを占
めていました。しかしオイルショック以降の価格上昇によって石油離れが進み、徐々
に減少していきます（2007年：34.3％）。全供給量が増えていく中で、石炭は平均し
て約25％で推移、天然ガスは16.3％（1973年）から20.9％（2007年）へと増えて
います。

発電電力量の構成では、1971年には石油が20.9％と約４分の１を占めていました
が現在は５％程度にすぎません。一方、原子力は1971年には2.1％しかありません
でしたが、1990年に17％になっています。石炭は総発電電力量が伸びる中で約４
割をキープし、天然ガスはオイルショック前と今で1.7倍以上に増えています。

▶世界の石油生産とOPECシェア

オイルショックによって中東からの石油の供給に不安
を感じた先進諸国は、北海やアラスカなど中東産油国
の支配が及ばない非OPEC産の石油へのシフトを進
めました。その結果、50％近かったOPECのシェアは
1985年に30％以下にまで落ち込みます。しかし1990
年代以降、有力な非OPEC油田の生産量が減少して
きたことから、再びOPECのシェアが上昇しています。

▶北海の石油生産量推移（英国とノルウェー2カ国合算） ▶アラスカの石油生産量推移

非OPEC油田の代表である北海（主にイギリス
とノルウェー）、アラスカ（アメリカ）における石油
生産量推移をみると、1970年代後半から急
ピッチで増産が進みました。しかしアラスカは
1988年、北海は1990年代後半にピークを迎
え、その後は減産に転じています。

1980～1990年代
石油価格カルテルの崩壊につながった
エネルギー源の多様化と非OPEC油田での増産

オイルショック以降、その動向に拍車がか
かりました。エネルギー源別の世界の発
電電力量構成をみると、原子力の比率は
1971年には2.1パーセントしかありません
でしたが、1990年には17.0パーセントにま
で増え、石油を逆転しました。
　国際的な動きとしては、1979年に国際
エネルギー機関（IEA）が「石炭利用拡大
に関するIEA宣言」を採択し、これを受け
て、日本を含む多くの国では、石油を燃料
とする大型火力発電所の新設が禁止され
ました。その結果、原子力に加え石炭や天
然ガスへのシフトも進んでいきます。
　ただし天然ガスについては、液化天然
ガス（LNG）にして専用タンカーで運ぶな
ど、石油や石炭に比べて貯蔵や輸送が難
しいことから普及が遅れました。それでも
生産国が中東だけに偏らず地政学的なリ
スクが少ない点が評価され、1990年代以
降、徐々に存在感を増していきます。
　②の代表は北海油田（主にイギリスとノ
ルウェー）とアラスカ油田（アメリカ）で
す。OPECに左右されない石油資源の開
発は、オイルショック以降急ピッチで進め
られ、生産量を伸ばしていきました。非
OPEC地域における増産により、1980年
代後半、需給が緩和し始めるとOPEC産
油国の生産する原油は以前ほどの競争力
を発揮できず、ついにはOPEC諸国の中
で、公式販売価格に反してダンピング販
売をする国が続出するようになったので

す。その結果、市場におけるOPECの影響
力は相対的に下がっていきました。
　そして③については、世界的にみて日本
が最も大きく貢献してきた分野です。エネ
ルギー効率の高い自動車や電化製品、生
産設備などを次 と々開発していくことで、
1980年代以降省エネ化が幅広く進展し、
代替エネルギーの導入とあいまって石油
の需要は抑えられていったのです。

価格決定権は
OPECから市場へ

　一方、この間OPECでは、計画的な価格
調整によって市場における競争力を維持
しようとする穏健派と、急激な値上げに
よって短期的な増収を望む強硬派との間
の対立が激しくなり、組織としての統制が
取りにくくなっていました。そして、1986年
には穏健派の代表であるサウジアラビア
がアラビアンライト原油の価格公示を取り
やめたことにより、原油価格の基準油種
はスポット価格を反映するドバイ原油など
に移っていきます。つまり、石油の価格を
決めるのは石油メジャーやOPECといっ
たカルテルではなく、市場原理でという時
代に変わったのです。その結果、イラクが
クウェートに侵攻した1990年8月を除き、
1987年以降の原油価格は1バレル10～20
ドルの間で、比較的低位安定して推移し
ていきました。

出所：エネルギー白書2010出所：エネルギー白書2010

出所：BP統計2011

出所：BP統計2012 出所：米国エネルギー省

オイルショックが引き起こした
3つの出来事

　1970年代を通して起きたこれら一連の
「オイルショック」により、原油価格は
1980年には約37ドルと、わずか7年ほどの
間に10倍以上になりました。これにより世
界経済は大きく後退していくのですが、一
方で先進国を中心に対抗する動きが始ま
ります。それが次の3つです。

①脱石油を目指す代替エネルギーの
　開発
②非OPEC地域における油田の開発
③省エネルギーの推進

　①において最も影響が大きかったのは
原子力の開発です。原子力発電の実用化
は既に1950年代から始まっていましたが、
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田では1980年代末期、北海の油田も2000
年代に入ると生産量が減少傾向となってき
ます。石油の生産量がある段階で最大
（ピーク）となり、以降は減少の一途をたど
るという「ピークオイル説」はそれこそ半世
紀前から繰り返し論じられてきましたが、こ
のころにも大きく取り上げられるようになり
ました。
　実際には旧ソ連や西アフリカの深海など
で新たな油田の開発が進められているほ
か、カナダのオイルサンドなど非在来型石
油への期待もありましたが、2003～4年の
中国での石油需要の急増のイメージが市
場関係者に焼き付いたことに加え、インド
でも経済成長が進んできたことから、将来
増加が予想される石油需要に対して供給
が追いつかないのではないかといった不
安が市場で高まったのです。

原油価格が高騰した原因

　そして、2004年から上昇を続けていた原
油価格は、20 0 8年7月には147. 2 7ドル
（WTI）の史上最高値を付けます。直後の
リーマンショック（正確にはサブプライム
ローンによる金融危機）によって一時的に
30ドル台前半まで急落しますが、それでも
2011年には再び100ドルを超えており、高値
傾向はなかなか終わりません。
　石油の商品価値を考えると、1バレル100

ドルという価格は異常ともいえます。しかし
2000年代初頭のITバブルの崩壊に加え、
世界的な金融緩和で投資先を失った資金
があふれていたのです。このような状況下
で石油の供給不足が懸念されたことから、
投機マネーが一気に流れ込み、記録的な
高値になったのです。
　もう一つ、資源ナショナリズムの高揚も
原油価格を高騰に導く要因でした。国内に
存在する資源を自国で管理していこうとい
う資源ナショナリズムの意識は、1970年代
のOPECの活動にも表れていますが、近年
になって再び、多くの資源生産国が自国資
源の所有権を強く主張するようになってい
ます。南米やアフリカ諸国などへとこの動き
は広がり、海外進出を積極化させる中国や
インドの企業との油田権益獲得競争の激
化とともに、国際資本による開発の条件は
年々厳しくなってきました。それに伴うコス
ト増も原油価格を押し上げる一因になって
いるのです。

再編する石油メジャー
そして新たな展開

　1990年代後半から2000年代初頭にか
けての石油メジャーの再編、そして、彼らの
戦略の変化も重要な出来事です。
　原油価格の決定権をOPECなどに奪わ
れた後、石油メジャーは、北海やアラスカと

いった非OPEC地域を中心に活動を展開
しましたが、容易に探鉱・開発ができる資
源は減少していきました。一方で、気象の
厳しい極地や深海に存在する資源や
LNG、非在来型資源といった商業的もしく
は技術的リスクと多額の投資資金を必要と
するプロジェクトが増大してきたため、それ
らを推進できるよう、石油メジャーは合併
を通じて体力を強化していったわけです。
　加えて、探鉱・開発産業の構造にも変化
が生じます。価格決定をOPECが支配した
後も、しばらくの間、石油メジャーは産油国
石油企業と合弁事業を展開することで収
益をあげていました。ところが、これらのプ
ロジェクトにおいて、油田の探鉱や開発と
いった専門的な実務を請け負っていた石
油サービス会社が、企業としての体力をつ
けてくると、石油サービス会社は石油メ
ジャーの下請けの位置に留まらず、産油国
と直接のビジネスパートナーになっていっ
たのです。その結果石油メジャーは、容易
な探鉱・開発事業においては徐々にビジネ
スチャンスを失うようになったのです。この
ような流れの中で石油メジャーの地位は相
対的に低下した感がありますが、それでも
前述の通りリスクを伴う大規模プロジェクト
では、圧倒的な強みを発揮しており、これ
からもエネルギー地政学的に大きな存在で
あり続けることは確かです。

▶石油メジャーの変遷▶新興国の経済成長

中国は1978年に市場経済を導入してから急成長を遂げ、それに伴って石油消費量
も上昇しています。特に2004年からの伸びが著しく、これが原油価格上昇のきっかけ
の一つになりました。2010年以降も再び急上昇し、増加率は世界一です。現在の消
費量は日本の２倍強、アメリカの約半分となっています。

ブラジル、ロシア、インド、中国のBRICs（2011年から南アフリカ
も加わる）とそれに続く新興４カ国のメキシコ、韓国、トルコ、インド
ネシアを合わせた経済規模（赤枠）は、2010年にはすでに世界
経済の４分の１を占めるほどになりました。2050年の予測ではこ
のシェアは46％にまで上昇するとみられています。

第二次世界大戦後から1970年代初頭まで世界の石油生産をほぼ独占していた７
社をセブン・シスターズと呼びました。そのうち５社がアメリカ資本で、BPがイギリス資
本、ロイヤル・ダッチ・シェルはイギリスとオランダの資本です。その後の資本統合によっ
て４社になり、現在ではフランス資本のトタールを加えた5社がスーパーメジャーズと呼
ばれています。

2000年代
資源ナショナリズムの高揚と
投機マネーによる
原油価格高騰

中国の急成長で
石油需要が増大

　世界の石油需要は1990年代から少しず
つ回復の兆しを見せていましたが、2000年
代に入るとそれを上回るペースで伸びてい
きます。最大の牽引役は中国です。

　中国経済は2000年代になると成長の勢
いを増し、2003年にはGDP成長率が10
パーセントを超え、2003～2004年には石
油需要が急増、日本を抜いて世界第2位の
石油消費国になりました。
　また、2001年9月11日の同時多発テロ事
件の後遺症で冷え込んでいたアメリカの経

済も、サブプライムローン供給による住宅市
場の活況とともに復調を見せていたことか
ら、2004年には世界の石油需要は年率3.6
パーセント増という驚異的な数字となり、
原油価格は上昇に向かいました。
　一方、供給面においては、非OPEC地域
での増産の中心となっていたアラスカの油

出所：ゴールドマン・サックス経済調査部　2011年12月現在（予測）
先進国新興国BRICsに続く新興4カ国BRICs

先進国の寄与新興国の寄与BRICsに続く新興4カ国の寄与BRICsの寄与

2050年（予測）
世界の経済規模
約251兆米ドル

2010年
世界の経済規模
約60兆米ドル

64％

31％

23％8％

38％

12％

6％
18％

（年）

（％）

予測値

5

4

3

2

1

0
1980-89 1990-99 2000-09 2010-19 2020-29 2030-39 2040-50

出所：IMF、ゴールドマン・サックス経済調査部　2010年現在（1980年から2009年までは
IMFの実績値、2010年以降はゴールドマン・サックス経済調査部の予測値）
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2005年～
アメリカ発の
シェールガス革命で
大きく塗り替えられる
エネルギー地図

石油に比べて
流動性が低い天然ガス

　石油の代替燃料として重要性を高めて
きた天然ガスは、2000年代に入っても順調
に生産量を拡大していきます。
　天然ガスは世界全般でみると、主として
発電用、産業用、民生用の3つの分野でバ
ランスよく利用されています。ただし、最大
の消費国であるアメリカにおいては暖房用
に大量に使われることから、冬場になると
需要が高まるのが特徴です。
　なお、アメリカはロシアと並ぶ世界最大級
の天然ガス生産国ですが、国内消費分を
確保するなど、国益を考慮しながら輸出を
厳しく管理しています。
　前述したように天然ガスは、LNGにする
ための大規模な液化設備やLNG運搬船、
長大なパイプラインなどがなければ遠くに
運ぶことはできません。さらにLNGの場合、
利用する側にも受入基地が必要になります
から、商品として流通させるには多額の初
期投資が必要になるのです。
　このような事情から、特にLNGはなおさ
らですが、天然ガスの販売はアメリカなど
一部の市場を除き需要者との長期契約が
主であり、基本的に将来の販売先（収入
源）を確保してから開発を行います。つまり
最初から売り手と買い手が決まっているた
め、市場で自由に変えるスポット商品が供
給される余地は少ないのです。
　現在、代表的な天然ガスの流通ルートと
しては、カタールなど中東やアジア太平洋

諸国からのLNGタンカーによるものと、ロシ
ア、ウクライナ、ドイツをつなぐ約9,000キロ
メートルのパイプラインなどが挙げられま
す。また、日本国内はパイプラインが少なく、
このことが国内消費の低迷につながってい
るという意見もあります。

新しい技術の登場が
新しいエネルギー資源を
生み出した

　長期契約に基づき生産地から消費地に
着実に運ばれていく天然ガスは、石油に比
べると相対的に注目されることの少ないエ
ネルギー商品でした。ところが、そんな静か
な市場に大きなインパクトを与えたのが、
2000年代後半から急激に生産量が増加し
てきたシェールガスです。
　シェールガスは、従来のガス田ではない
けつがん

頁岩（シェール）層に蓄えられた天然ガス
で、アメリカではオイルショック直後から利
用が検討されてきました。しかし、在来型の
ガス田のようにガス井を掘るだけで回収で
きるわけではないため、効率的な採掘方法
がなく、参入した企業はほとんどが撤退し
てしまったほどです。
　そんな中、唯一ミッチェルエナジー＊という

会社だけがこつこつと開発を続け、ついに
有効なシェールガスの採掘方法を完成させ
ました。これは、地中で横向きに坑井を掘っ
て広範囲に回収する「水平掘削」と、水圧で
シェール層に人工的なフラクチャー（割れ目）
を生じさせて天然ガスを効率的に回収する
「水圧破砕（フラクチャリング）」の2つの技
術によるもので、これにより商業的にもシェー
ルガスの採掘が可能になったのです。
　また、フラクチャーを形成する時に発生す
る地震波を解析してその広がりを評価する
「マイクロサイスミック」という観測技術もガ
スの回収率向上に大きく貢献しています。

アメリカの天然ガスの
4分の1を占めるシェールガス

　これらの技術革新がアメリカに天然ガス
の開発ブームを起こします。
　従来の在来型ガス田は、地中深くから上
昇してくる天然ガスを貯めるトラップと呼ば
れる地質構造がなければ存在しませんが、
深い地層に広く賦存するシェールガスは埋
蔵量も多いといわれており、それが採掘可
能になったことで、2005年以降急激に生産
量を増やしていきました。なにしろ、それま
で利用できなかったエネルギー資源が、い

きなり商品価値のあるものになったのです
から、これは大きな衝撃です。このため、今
に続くアメリカの天然ガス開発ラッシュを
シェールガス革命と呼ぶのです。
　シェールガスのガス井は生産量の減衰
が在来型天然ガスに比べて早いのですが、
フラクチャリング技術の向上などによって回
収できる期間が長くなってきたことから、今
では十分な競争力を発揮するようになりま
した。その結果、現在ではアメリカで生産さ
れる天然ガスの25パーセント近くをシェー
ルガスが占めているほか、全体として国内
消費量を上回る生産量が確保できること
で、天然ガスの輸出を解禁しようという動き
すら出始めています。
　アメリカは世界最大級の天然ガス産出国
であると同時に、世界最大の天然ガス輸入
国でもありました。ちなみに2番目の輸入国
は日本です。
　そんなアメリカで自国の消費分をカバー
できるようになるだけでなく、輸出すること
にでもなれば世界のエネルギー地図は大き
く塗り替えられるはずです。

▶シェールガス層の分布図（2011年4月時点の主な国の技術的に回収可能な資源埋蔵量）

▶非在来型資源の分布イメージ（地下）

＊ミッチェルエナジー（米）（Mitchell Energy & 
Development Corp.）
2002年にデヴォン・エネジー（Devon Energy）に買収さ
れた。

▶アメリカの天然ガス生産量推移 ▶アメリカの種類別天然ガス供給（1990年～）

米国エネルギー情報局（EIA）がアメリカと世界
32カ国の対象堆積盆地を評価したものです。
在来型天然ガスの確認残存埋蔵量が約
6,400Tcf（兆立方フィート）なのに対し、このス
タディで評価しただけでもシェールガスの資源
量は約6,622Tcfになります。なお、ロシア・中
央アジア・中東・東南アジア・中央アフリカは、
初期評価に必要なデータがないことから、今評
価の対象外となっています。

アメリカにおける天
然ガス開発は戦前
にも行われています
が、生産量が急増し
たのは1950年代か
らです。そして1970
年代以降、ほぼ横
ばい状態でした。し
かし2005年以降
シェールガスやタイト
サンドガスの生産が
伸びていることから、
再び上昇に向かっ
ています。

浸透率の
低い砂岩

石炭層

砂岩層

固い頁岩

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、重質化および高粘度化したものと
考えられている。蒸気などで油分を取り出すことにより石油代替
燃料としての利用が可能。カナダ アルバータ州に大量に賦存。

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
が低い上、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
が、フラクチャリングなどの方法で効率的な採掘
が可能になった。

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（コールベッドメタン）
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。アメリカでは既に商業生産が行われている
ほか、カナダ、ロシア、中国、オーストラリア、ウクラ
イナ、インド、英国などでも開発の動きがある。
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資源量評価をされたシェールガス盆地
国別の技術的回収可能量（単位：Tcf）＃

国名

北 米北 米

南 米南 米

欧 州欧 州

アフリカアフリカ

アジア・大洋州アジア・大洋州

出所：EIAデータよりJOGMEC作成

2008年世界の天然ガス消費量：106Tcf  （日本：3.3Tcf）
2009年世界の（在来型）確認残存埋蔵量：6,400Tcf

北　米
南　米
欧　州
アフリカ

アジア・大洋州
合　計

1,931
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▶中国にはアメリカを越えるシェールガスが
　賦存すると推定される
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シェールガスの
日本への恩恵

　アメリカで起こったシェールガス革命の影
響は、やがて世界中に広がっていきます。カ
ナダで既に開発が始まっているほか、中国、
中南米、アフリカ、オーストラリア、インド、欧州
と多くのエリアに賦存するといわれており、既
発見・未発見の推定資源量を合計すると、
世界の天然ガス資源量は、今の消費量
ベースで250年程度はもつといわれているほ
どです。従って、シェールガスは、今後のエネ
ルギー地政学を考えていく上で極めて重要
な資源の一つになるのです。
　シェールガスのような非在来型天然ガスと
しては、ほかにもタイトサンドガスやCBM（P9
「非在来型資源の分布イメージ」参照）など
の開発が進んでおり、これらの生産量も増え
ていくことで、天然ガスの市場は非常にエキ
サイティングなものになっていくでしょう。
　シェールガス増産によりアメリカでは天然
ガス価格が低下、原油価格と乖離する動き
が出ています。これにより原油価格に連動し
ている日本の輸入天然ガス価格との間で大
きな差が現れていることもあり、世界の天然
ガス市場においては日常的なウォッチングが
欠かせません。これは2008年頃までとは大
きく異なる状況です。
　また、現在高価格でLNGを輸入している
日本にとって、シェールガス等の非在来型天
然ガスの開発が進むことは、将来的に調達
する天然ガスコストの引き下げにつながる機
会と言えましょう。例えるなら、カナダやアメリ
カ、オーストラリアからシェールガスやCBMを
LNGの形で輸入することになるのですが、こ
の調達コストを引き下げるには、日本企業が

海外の開発プロジェクトに参画して権益を確
保していくなど、攻めの姿勢が必要です。

シェール層に存在する
巨大油田

　天然ガスと石油は生成過程が同じです
から、どちらも同じような場所に賦存します。
従ってシェール層にも天然ガスのみならず
石油が含まれているところがあるのです。
　近年、世界でも有数の油田がアメリカ国
内のシェール層にあることが分かってきまし
た。採掘方法もシェールガスで用いられた
「水平掘削」や「水圧破砕」などを応用でき
ます。
　天然ガスに比べれば、石油は輸送や貯蔵
といった点ではるかに扱いやすい燃料で、そ
のことが商品価値の高さにつながっていま
す。もちろん、精製してガソリンや軽油、ジェッ
ト燃料などを生産し、自動車や飛行機を動か
すことができるのは最大の強みでしょう。
　アメリカでは2008年ごろからカナダとの国
境に面したノースダコタ州で本格的な
シェールオイルの生産が開始されるようにな
りました。中心地であるウィリストンには全米
各地から人々が集まり、空前のオイルラッ
シュに沸いているそうです。シェールガス同
様、シェールオイルの賦存地帯は世界中に
広がっている可能性があり、アメリカで商業
生産が軌道に乗れば、その動きは世界中に
広がっていくことが考えられます。

新しい時代の
エネルギー地政学へ

　同じような非在来型石油としては、カナ

ダで採掘されているオイルサンドやベネズ
エラで生産されている超重質油なども重
要です。近年の技術革新や高水準の原油
価格もあり、これらの資源価値が高まり、
今では原油と同等の扱いを受けるように
なっています。これら資源が各国の原油
埋蔵量に算入されるようになった結果、ベ
ネズエラの原油埋蔵量はサウジアラビア
を抜き世界第1位に、カナダは第3位に浮
上しました。
　このような非在来型エネルギー資源の
開発が世界各国で進むと、どのようなこと
が予想されるでしょうか。例えば将来アメ
リカでのシェールオイルの生産量が増加す
ることにより、中東諸国からの原油輸入依
存が低下し、その結果アメリカと中東との
関係が外交的にも希薄になるかというと、
実はこの点においてはアメリカと中東との
政治的・軍事的関係まで考慮する必要が
あり、そう単純ではない側面もあります。
しかし一部の国でのエネルギー資源の自
給率向上により、各国・地域間でのエネル
ギー貿易に変化が生ずる可能性が出てき
ます。これは、エネルギーの対外供給依存
故に発生する地政学上の関係にも影響を
与える余地が出てくることを意味します。
　このように世界のエネルギーの流れが
変わる兆候が見られる中で、日本もそれ
にあわせてエネルギー資源の調達先やエ
ネルギー政策自体を調整する必要が出て
くるでしょう。大きく変貌しようとするエネ
ルギー地政学をめぐり、我々も今後の情
勢を注視し、かつ新たな日本のエネル
ギー供給安全保障のあるべき姿について
真剣に考えていく必要があります。

▶日本の2011年のLNG輸入実績と2020年頃の調達多様化イメージ／日本企業の新規ガス田開発・LNGプロジェクト参画状況
▶近年の
　世界天然ガス事情

▶世界の天然ガス価格
　（2005～2012年）

震災後、日本ではガス火
力発電向けのLNG需要
が伸びています。そのた
め日本が海外における資
源開発に積極的に加わ
る「上流参画」や、ファウ
ンデーションバイヤー
（LNG液化事業の投資
決定につながる初期の
大口顧客）になって供給
側と協調することで、アメ
リカや東アフリカなどの新
たな地域からの調達を可
能にできます。多様な調
達ルートを確保することで
既存の供給者との契約
も有利に結べるのです。

天然ガスの主要な輸入地域はア
メリカ、欧州、日本を含む北東アジ
アの３地域に集中しています。欧
州にはロシアから、アメリカへはカ
ナダからいずれもパイプラインで
輸送され、アジア向けはLNGタン
カーによる輸送が中心です。近
年、中東から欧州、日本へのLNG
輸出も急増しています。シェール
ガスの生産が拡大すれば、いずれ
は北米から日本へのLNG輸出も
考えられます。

2008年～
世界に広がるシェールガス革命と
新たに注目を集めるシェールオイル
～エネルギーの世界地図は大転換期を迎える～

ここ数年の動きでいえば、アメリカではシェー
ルガスの供給拡大や暖冬の影響を受けて
天然ガス価格は低水準で推移しています。
対して日本は、原油価格に連動する形となっ
ている上、2011年の原発停止の煽りを受け
需要が増加したことから、かなり高い価格水
準で天然ガスを輸入しています。なお欧州
は、石油製品価格に連動しつつも債務危機
等による天然ガス需要低迷の影響を受け
て、アメリカと日本の中間程度の価格帯に位
置します。

欧州
①カタールからLNG輸入を拡大。
②ロシアを経由しない天然ガス輸入ルー
トを模索。

豪州
①地理的に近いアジア市場へLNGを供給。
②今後、LNG供給能力は大幅に拡大。安定的
な供給が期待できる国。

①欧州市場でカタールのLNGと競争に。
②中国への天然ガス輸出も価格で合意に至らず。
③震災後は日本への輸出の拡大を検討。

ロシア

カタール
①アメリカへのLNG輸出を見越して、生産
能力を拡大。
②アメリカへの輸出が実現せず、欧州への
輸出を拡大。
③震災後は日本への輸出を拡大。

アメリカ　カナダ
①天然ガスの生産が減退し、アメリカのLNG輸
入が拡大する見通しとなる。
②その後、シェールガスの生産が急増。LNG輸
入が低迷。
③シェールガスの生産がさらに拡大し、LNG輸
出も検討。トルクメニスタン

①中国への天然ガス輸出
を拡大。
②ロシアを経由しない欧州
への輸出ルートを模索。

日本　韓国
①震災後、日本のLNG需要
が増加。
②日韓のLNG輸入価格と欧
米の天然ガス価格の差が
拡大。

中国
①トルクメニスタンから
天然ガス輸入を拡
大。
②ロシアからの輸入交
渉は価格条件で妥協
せず。

出所：各種データより算出

出所：経済産業省資料を元に作成
ドイツ（ロシア国境渡し） 日本（LNG輸入価格）英国（ICE） アメリカ（NYMEX)
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三井物産
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破線の矢印は
予測です

（カナダ）
三菱商事　三井物産　中部電力　東京ガス
大阪ガス　国際石油開発帝石　日揮　
豊田通商（CBM）
（アメリカ）
住友商事　丸紅　大阪ガス　双日　
三井石油開発　三井物産

（オーストラリア）
国際石油開発帝石　東京ガス　
大阪ガス　東邦ガス　三菱商事
東京電力　日本郵船　九州電力
豊田通商（CBM）
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キャスターでありエッセイストでもある福島敦子さんが、エネルギーについて、
資源についての疑問をJOGMECの職員に聞く4回連続の対談企画です。今回のテーマは金属資源の探査について。
日本に欠かせない金属鉱物資源を確保するために行われる国際的な活動とは？ JOGMEC資源探査部長の林歳彦が答えます。

福島敦子×林 歳彦
キャスター、エッセイスト JOGMEC資源探査部長

地上に現れた
わずかな岩石の変化が
金属のありかを教えてくれる

福島　金属資源の探査では実際にどんな
作業を行うのですか？
林　基本的には鉱床（経済的に採掘できる
有用な鉱物を多量に含む岩石の集まり）が
あると思われる地域を足で歩き、自分の目で
発見していきます。
福島　見るだけで分かるのですか？
林　金属鉱床はマグマに溶けていた銅や
金などの金属がそこから発せられる熱水に
よって抽出され、一定の場所に運ばれて濃
集していくことで形成されます。従って、地上
を歩きながら露頭と呼ばれる岩石が露出し
た場所を調べ、そこに熱水で変質した鉱物
を確認できれば、「この下に金属鉱床がある
かもしれない」と推測できるわけです。
福島　例えば、どんな鉱物なのですか？
林　例えば安山岩は長石という白っぽい鉱
物を含みますが、これが熱の作用を受けて
白い細かな雲母になっていれば熱水変質帯
である可能性が高いとか、そういった熱水活
動のフットプリント（足跡）を探していきます。
福島　地上だけの探査では金属鉱床の場
所までは分からないですよね。
林　最終的にはボーリングを行って地下の
鉱物を採取しなければ確証にはなりません。
福島　1,000件探しても価値のある鉱山にな
る可能性は3件ほどしかないので「せんみ
つ」と呼ばれるとか。
林　最近はもっと厳しくなって1万件に3件の
「まんみつ」と言われるほどです。
福島　それは大変ですね。私の読んだ資料
にも、金属鉱床は深部化、奥地化、低品位化
していると書かれていましたが、それと関係
があるのですか？
林　その通りです。地上付近の浅いところに
ある鉱床はほとんど掘り尽くされてしまったの
で今はもっと深いところを探しますし、探すエ
リアも人の住んでいるところからどんどん離
れて、アクセスのしにくい地域が対象となって

います。
福島　「奥地」というのはどういうところなの
ですか？
林　例えば、アルゼンチン・チリ国境近くの銅
鉱床の探査では、人が住む最後の村から数
百キロメートルも離れていて、しかも標高が
4,000メートルから5,000メートルというアンデス
山中ですから、車も入らず、馬に乗って進ん
でいきました。
福島　えっ、乗馬経験はあったのですか？
林　初体験でしたが、小さな馬なのでどうに
かなりました（笑）。でも、こういう仕事をしてい
ると、嵐の海上を小さなボートで数時間移動
するとか、虫だらけの小屋で寝るとか、人が
行かないような場所ばかりですので、冒険談
みたいな話はたくさんありますね(笑)。

物理的なデータから
地質状況を読みとるノウハウ

福島　前号の『JOGMEC NEWS』（Vol.29）

では、銅の特集の中で金属資源の探査技術
は、年々進歩していると解説してありました。
例えば人工衛星によるリモートセンシングと
か。
林　リモートセンシングは非常に有効な探査
方法ですね。鉱物は種類によって特定の波
長の光を吸収しますから、衛星写真を分析
することでその分布が分かります。それに
よって奥地まで含めた広い範囲を調べられ
るようになったのです。
福島　そして、可能性のあるエリアを実地調
査するのですね。
林　その時も、露頭の観察や試料を採集し
て調べるだけでなく、さまざまな機器を使った
物理探査を行うことで地中深くの様子を探っ
ていきます。
福島　JOGMECでは探査機器の開発もし
ていると聞きましたが。
林　電磁探査に用いられる「SQUITEM（ス
クイッテム）」という機器は、JOGMECが開発
しました。最新の「SQUITEM III」では地下

1kmくらいまでは測定できます。JOGMECが
探査機器の開発まで手掛けるのは第一に、
先ほども話したように、より深いところを探査す
る必要があるからです。そして第二に、資源
外交上の強みになるからです。資源会社や
資源国も、優れた探査技術や機器を持って
いる国や企業と一緒に探査・開発事業をした
いと考えていますから、パートナーに選ばれる
ためにも新技術への挑戦は欠かせません。
福島　金属資源の探査の技術では日本は
どのレベルにあるのですか？
林　かなり進んだ位置にいます。人工衛星
や探査機器を駆使できるだけでなく、そこか
ら得られたデータを分析し、探査に活用して
いける技術がありますから。
福島　データを集めただけではだめなので
すね。
林　衛星や探査機器から得られるデータ
は、光の波長や電気の伝導率、磁場の強さ
といった物理的な数値でしかありません。そ
こから地中の様子をいかに読みとっていくか
が最も重要な技術であり、ノウハウなのです。
福島　そうした人材が国内に多くいらっしゃ
るのですか？
林　この分野の専門家は多くはいません。世
界的に技術者不足ですね。JOGMECでも次
代の人材育成には力を入れています。

JOGMECの探査事業は
日本企業にバトンタッチされ
金属資源の安定供給につながる

福島　探査事業によって発見された鉱床
は、その後、どうやって開発されるのですか？
林　JOGMECでは鉱山の開発や運営まで
は行いませんので、そこで得られた権益を日
本の企業に買ってもらい、開発してもらうこと
により、日本への金属資源の安定供給に貢
献しています。
福島　そこからは企業の仕事になるのです
ね。
林　探査も大変ですが、その後の開発に
は、さらに多くのお金と時間がかかりますか

ら、このあたりは分担していこうという考えで
す。この多額のお金に対しては、JOGMEC
が資金的な支援をします。
福島　鉱床発見から採掘事業が始まるまで
はそんなに時間がかかるのですか？
林　早くて10年、中には数十年かかるケー
スもあります。地元との折衝や設備を整える
のはそんなに簡単ではありません。
福島　そんなに苦労が多いのに、林さんた
ちが資源開発の仕事を続けるモチベーショ
ンはなんでしょう。
林　例えば銅を例にとると、この金属は30年

以上前から「あと30年で枯渇してしまう」と言
われていたほどで、常に資源開発を続けて
いかなければ供給はストップし、産業や生活
が成り立ちません。さらに最近では、レアアー
スのように緊急に必要性が生じた金属もあ
り、そういった需要にも応えていく必要があり
ます。日本国内に大きな金属鉱山がない以
上、海外で探査事業を展開するのは当然で
あり、日本への資源の安定供給のためにとい
う使命感が、仕事の喜びにもなりますね。
福島　その使命感が産業や私たちの暮ら
しを支えてくれているのですね。

林 歳彦
石油天然ガス・金属鉱物資源機構　資源探査部長
1956年生まれ。鹿児島大学理学部卒業。東北大学大学院理学
研究科修了。1982年金属鉱業事業団に就職し、技術部技術課
に配属。以降、国際協力事業団への派遣、海外部計画課、南薩摩
支所長、調査部、調査事業部、調査計画部などを経て、2004年石
油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）金属資源探査推進
グループ探査第１チームリーダーに。2008年より現職。金属鉱物
資源分野の探査事業を統括するだけでなく、探査事業に伴う資源
外交の場では政府首脳に同行して折衝に参加することも多い。

福島敦子
キャスター、エッセイスト
津田塾大学英文科卒。中部日本放送を経て、1988年、独立。
NHK、TBSなどで報道番組を担当。また、テレビ東京の経済番組や
週刊誌「サンデー毎日」での5年間に及ぶ企業トップとの連載対談
をはじめ、これまでに500人を超える企業経営者を取材。経済のほ
か、環境、コミュニケーション、地域再生、農業・食などをテーマにした
講演やフォーラムでも活躍。ヒューリック株式会社社外取締役。大
手企業の経営アドバイザーも務める。著書に『愛が企業を繁栄させ
る～ビジョナリーな経営者の共通原理～』ほか。

Talk Session vol.2

絶対に必要な金属を探し、日本に安定供給して いく使命感があります

12 JOGMEC NEWS  vol.30 13JOGMEC NEWS  vol.30



J.LetterJOGMECの活動報告

JOGMECからのさまざまなお知らせです。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

ロシア国営企業と新規共同地質調査を開始
～東シベリア イルクーツク州の石油・天然ガス鉱区を対象に～

　6月22日、JOGMECは、ロシア国営ガス企業ガスプロムの関連会社であるガスプロムネフチと、東シベリア イルクーツ
ク州のイグニャリンスキー鉱区における石油・天然ガスのポテンシャル評価を目的とした新規の共同地質調査契約を
締結しました。これに基づき、JOGMECは、ガスプロムネフチが100％の権益を保有する同鉱区において、共同地質調
査として、2013年までに地震探査および試掘井の掘削を実施する予定です。

TOPIC 1.　共同地質調査

「JOGMEC-TRCウィーク2012」概要

資源地質学会賞を受賞
～「チリ共和国フロンテラ地域におけるロスエラードス銅・金鉱床の発見」に関連して～

　共同資源開発基礎調査事業の一環として実施したチリにおける斑岩型銅・金鉱床探査での調査成果に対して、6月27日、
調査事業の主要担当者であり、調査成果に貢献した同学会会員のJOGMEC職員３名に資源地質学会技術賞＊が授与され
ました。
受賞者 ：　林歳彦（資源探査部長）、山本邦仁（資源探査部探査第１課長）、縫部保徳（サンティアゴ事務所副所長）
＊資源地質学会技術賞：探査技術の進歩に寄与し、あるいは著しい探鉱成果をあげて、資源・環境地質学ならびに天然資源の開発に貢献した会員に授与される（資源
地質学会賞表彰規則より） （左から順に）林資源探査部長、浦辺資源地質

学会会長、山本資源探査部探査第１課長
写真提供：資源地質学会

TOPIC 3.　受賞

JAPAN-GTL実証研究が、石油技術協会賞を受賞
　JOGMECは、6月5日、日本GTL技術研究組合と共同で実施してきたGTL＊実証研究の成果に対して、石油技術協会業績
賞を授与されました。
　JOGMECおよび日本GTL技術研究組合は、日本独自のGTL技術であるJAPAN-GTLプロセス開発のため、新潟市に実
証プラントを建設し、2009年から2011年まで種々の実証試験を行い、これにより商業規模で利用可能なGTL技術を確立しまし
た。JAPAN-GTLプロセスは、炭酸ガスを原料とすることが特長で、炭酸ガスを含む天然ガスをそのまま利用することが可能な
世界初の画期的な技術です。
業績名 ：　「二酸化炭素を有効利用するJAPAN-GTLプロセス実証試験」
受賞者 ：　JOGMEC、日本GTL技術研究組合
＊Gas to Liquidsの略。天然ガスから、化学反応によって、ナフサ、灯油、軽油等の石油製品を製造する天然ガスの液体燃料化技術。石油代替の燃料ソースとして有
効な手段であり、また、GTLによって製造される燃料は、硫黄分や芳香族分などを含まないため、環境に優しいクリーン燃料としても期待されている。

（左から順に）和佐田石油技術協会会長（当
時）、金森日本GTL技術研究組合理事長、辻
JOGMEC理事、論説賞の佐藤東大教授
写真提供：石油技術協会

カナダのシェールガス開発事業への債務保証について
　JOGMECは、8月10日、三菱商事のカナダ子会社（Cutbank Dawson Gas Resources Ltd.、CDGR社）がカナダ ブリティッシュ・コ
ロンビア州モントニー地域において推進するシェールガス開発事業について、債務保証関連契約を締結しました。JOGMECは、金
融機関からCDGR社への貸付（総額26億カナダドル）の75パーセント相当額を債務保証することになります。同プロジェクトにより生
産される天然ガスは、LNGとして日本へ輸出される見込みであり、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大きな効果が期待されます。 モントニー地域シェールガスプロジェクトの位置

チリの大型銅鉱山開発案件への債務保証について
～我が国への銅資源の安定供給に大きく貢献～
　8月3日、JOGMECは、住友金属鉱山および住友商事がチリで参画するシエラゴルダ銅鉱山
開発プロジェクトの必要資金に対する債務保証関連契約を締結しました。JOGMECは、両社
の民間金融機関からの長期借入資金の90％に対して債務を保証します。同プロジェクトは、両社で合わせて45％の権益を有する
大型銅鉱山開発プロジェクトで、2014年中の操業開始を目指しています。生産される銅精鉱の50％を住友金属鉱山が引き取る予
定で、これは日本の銅精鉱総輸入量の約10％に相当するものとなります。

オーストラリア ウィートストーンLNGプロジェクトに係る出資および債務保証について
　JOGMECは、ウィートストーンLNGプロジェクト＊1に参画する日本企業により、このほど新たに設立されたパンパシフィックエネ
ルギー株式会社＊2（ガス田鉱区開発権益：10％、LNGプラント事業権益：8％、PE社）を出資対象（資産買収）として、また、PE社
の現地子会社であるPE Wheatstone社を債務保証対象として採択しました。同プロジェクトからは、2017年度より、東京電力
向けに年間約420万トンのLNGが供給されることとなり、日本のエネルギー安定供給に大きく寄与することが見込まれます。
＊1　西豪州北西部沖合のガス田から産出される天然ガスをアシュバートン・ノースに建設中のプラントで精製・液化するプロジェクト。
＊2　三菱商事、日本郵船、東京電力の出資により設立。

TOPIC 2.　金融支援

シエラゴルダ銅鉱山遠景

地球と共に ～これからの資源開発～

11月27日
（火）

午前

午後

JOGMEC技術センター(TRC)の研究および調査内容を
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。
11月27日(火)～30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。

上記会場は、石油開発技術本部（幕張）となります。

昨年度の開催風景

■会場

11月30日(金)のフォーラムは、日本の石油開発関連企業を対象としています。
また、会場はJOGMECが本部を置く虎ノ門ツインビルディングの地下１階会議室を予定しています。

※上記は2012年8月15日現在の内容であり、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。

「JOGMEC-TRCウィーク2012」開催

地下深くの貯留層における流体の動きを把握する
～残存炭化水素の開発に向けた最新モニタリング技術～
残存する炭化水素の生産を最大化するためには、貯留層における生産や圧入に伴う流体の動きを把握する必要があります。新規大規模油
田が減少する中、今後も炭化水素の需要増大が見込まれることから、流体モニタリング技術がますます重要になると予想されます。これまで
さまざまな物理探査手法を用いて流体挙動を把握する試みがなされてきましたが、その成功はデータの再現性、物性変化といったパラメー
タに大きく依存します。本フォーラムでは、最近のモニタリング技術や適用例とともに、今後期待される手法について議論します。

午後 CO2を利用したメタンガス生産技術
～基礎研究から現地実証試験～
近年、次世代エネルギー資源として、「燃える氷」と呼ばれるメタンハイドレートが注目され、日本でも愛知県沖で産出試験の準備が進められ
ています。一方で、メタンハイドレート胚胎層を対象として、地球温暖化対策として期待されるCO2地中貯留とメタンガス生産を同時に行う研
究も行われており、数々の有益な研究成果が報告されています。本フォーラムでは、JOGMECが参加した米国アラスカ州ノーススロープにお
けるメタンハイドレート胚胎層でのCO2-CH4ガス置換実証試験プロジェクトを紹介すると共に、CO2を利用したメタンガス生産技術に関連す
る最新の基礎研究を紹介します。

11月28日
（水）

午前
  ・
午後

資源開発に込める地底先住民（地殻微生物）からのメッセージ
～地中メタン生成技術のパイロットプロジェクトへの展開～
近年、資源開発において多様なバイオテクノロジーを駆使した研究が進められており、数年前から、国内外において、地殻微生物を積極的に
利用したバイオメタン生成技術に関する有用な研究成果が報告され始めました。そこで本フォーラムでは、バイオのことはよく分からないが、
資源開発への応用に期待を寄せられている方々を対象として、最新のトピックスから上流権益獲得に向けたパイロットプロジェクトの可能
性について、幅広く紹介します。

11月30日
（金）

午後 産油・産ガス国へのアプローチ
～海外地質構造調査の取り組みと今後の展望～
1979年に石油公団が海外地質構造調査に着手して以降、調査案件は60件近くを数えるに至りました。海外地質構造調査には資源外交や
対象国への技術協力も目的の一つに含まれていますが、近年は我が国企業からの提案に基づく知見活用型事業が導入されるなど、より権
益取得に主眼を置いた活動を行っています。本フォーラムでは、これまでの海外地質構造調査を振り返るとともに、参加者間の議論を通じて
今後の展開を探っていきたいと考えています。

平成23年度石油開発技術本部活動報告①

11月29日
（木）

午前 平成23年度石油開発技術本部活動報告②

午後 ラボツアー

JOGMEC　技術センター(TRC)
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」駅および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本部
東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング
最寄り駅／東京メトロ「溜池山王」駅, 「虎ノ門」駅,および「神谷町」駅より
徒歩5分～7分
●地図
http://www.jogmec.go.jp/about_jogmec/map/map_toranomon.html

http://trc.jogmec.go.jp
お問い合わせ先／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

参加無料（事前登録制）
参加申込み締め切り11/21（水）

ウィートストーンLNGプロジェクトの位置
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