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特集

2009 日露エネルギー・環境対話イン新潟

●開催日

2009年11月10日㈫～11日㈬

●会場

朱鷺メッセ４階「マリンホール」

●主催

新潟県、新潟市、㈶環日本海経済研究所（ERINA）
、国際科学技術センター（ISTC）

●協賛

㈱IHI

●後援

、財団法人日本エネルギー経済研
外務省、経済産業省、在日ロシア連邦大使館、日本貿易振興機構（ジェトロ）
究所、財団法人石炭エネルギーセンター、社団法人ロシアNIS貿易会、社団法人日本経済団体連合会日本ロシア
経済委員会、株式会社日本政策金融公庫

国際協力銀行（JBIC）
、石油連盟、アジアパイプライン研究会、社団

法人新潟県商工会議所連合会、新潟経済同友会、新潟日報社、毎日新聞新潟支局、読売新聞新潟支局、産経新聞
新潟支局、朝日新聞新潟総局、共同通信社新潟支局、時事通信社新潟支局、日本経済新聞社新潟支局、NHK新
潟放送局、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ、TeNYテレビ新潟、UX新潟テレビ21
●参加者

約220名 （うち、日本人約190名、外国人約30名）

11月10日㈫

状況理解を深めるセミナー・デー

■開会【 13：30 - 13：50 】
新潟県知事

泉田 裕彦
篠田 昭

新潟市長

アレクサンドル・レビンターリ

ロシア極東連邦管区大統領副全権代表

ミハイル・ベールィ

駐日ロシア連邦大使
■基調講演【 13：50 - 15：10 】
二国間協力：日露エネルギー協力の展望
経済産業省通商政策局通商交渉官

村永 祐司

外務省欧州局ロシア交流室長兼ロシア課企画官

山村 嘉宏
ウラジミル・サエンコ

ロシア連邦エネルギー省エネルギー戦略研究所副所長

小山 堅

㈶日本エネルギー経済研究所理事
■第１セッション【 15：30 - 18：00 】
地域開発協力：ロシア極東・東シベリアのエネルギー開発
議長

前田 匡史

日本政策金融公庫JBIC国際経営企画部長

【テーマ１】ESPOと沿海石油精製基地建設の近況
ロスネフチ・アジア太平洋地区事務所副代表

ウラジミル・イワノフ

【テーマ２】東シベリア～サハリンにおけるガス開発動向
アレクセイ・マステパノフ

ガスプロム副社長顧問

佐々木 隆志

東北電力㈱火力原子力本部燃料部副部長
【テーマ３】ロシア極東の石炭開発
シベリア石炭エネルギー会社（SUEK）副社長兼政策・経営企画長

アンナ・ベローワ
ドミトリー・ソコロフ

メチェル社韓国事務所長
住友商事㈱石炭部長

高橋 和之
竹村 豊

双日㈱金属資源部門長補佐
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11月11日㈬

相互協力を促進するワークショップ・デー

■第２セッション 【 ９：00 - 12：00 】
メタンハイドレート資源開発に関する日露の技術開発の状況
進行

国際科学技術センター（ISTC）

高木 優

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）石油開発技術本部特命審議役

大野 健二

ロシア連邦天然資源・環境省ロシア海洋科学研究所北極海・世界海洋石油ガス部

タチヤナ・マトヴェエワ

ロシア科学アカデミー太平洋海洋研究所海洋地質・地球物理学部長

アナトリー・オブジロフ

ロシア科学アカデミー陸水学研究所バイカル湖地質学グループ長

オレグ・フリストフ

清水建設㈱技術研究所主任研究員

西尾 伸也

北海道大学大学院工学研究科教授

田中 洋行

■第３セッション【 13：30 - 16：00 】
地域間交流：地域社会とエネルギー
議長

阿部 進

㈶日本GIF研究財団特別顧問

【基調報告１】日本の省エネルギー・再生可能エネルギー分野の政策
増山 壽一

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課長
【基調報告２】ロシアにおけるエネルギー効率利用と省エネルギーの見通し
「INTER RAO UES」極東支社副社長

アレクサンドル・オグネフ
ボリス・サネーエフ

ロシア科学アカデミー・エネルギーシステム研究所副所長
【基調報告３】低炭素社会に向けた新潟県の取組

安居 徹

新潟県産業労働観光部参与

横田 優治

にいがた産業創造機構産業創造グループマネージャー
【事例報告１】分散電源の普及

パーヴェル・コロフコ

電力バランス予測局極東支社長
【事例報告２】天然ガス社会の構築
ガスプロム・インベスト・ボストーク社ウラジオストク生産管理局長

ウラジミル・シモニョーノク
イーゴリ・スベトロフ

極東燃料エネルギー産業発展戦略調査センター所長

清水 精太

東京ガス㈱総合企画部エネルギー・技術グループ担当課長
国際石油開発帝石㈱LNG受入基地建設本部
直江津LNG受入基地建設事業兼国内事業本部施設ユニット・シニアコーディネーター

野村 和男

■新潟アピール発表 【 16：00 - 16：15 】
吉田 進

㈶環日本海経済研究所理事長
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会議総括「新潟アピール」
2009 日露エネルギー・環境対話イン新潟
2009年11月10、11の両日、ここ新潟市で、昨年に引き続き日ロ間のエネルギー・環境協力を推し進める話し合いができた
ことは、日ロ双方の関係者の熱意と多大なる協力によるものであり、主催者である新潟県、新潟市、ERINAより深く感謝
申し上げたい。
さらに今回は、主催者の一員に国際科学技術センター（モスクワ）を迎え、技術的な側面にも踏み込んだ厚みのある議論
をすることができた。
会議は、日露エネルギー協力を展望した後、地域開発協力、技術交流、地域間協力という３つのテーマに沿って、ロシア
極東・東シベリアにおけるエネルギー開発、メタンハイドレート資源開発に関する日露の技術開発状況、地域社会における
エネルギー活用という３つの分科会を開いた。
ロシアからは国を代表して極東連邦管区大統領副全権代表やエネルギー省エネルギー戦略研究所、駐日ロシア連邦大使、
企業を代表してガスプロムやロスネフチなどが参加。日本からは外務省、経済産業省、国際協力銀行をはじめ中央や地方の
産官学それぞれの専門家が参加し、日ロ双方にとって有意義な議論を重ねた。
今回の対話で出された意見を主催者として次の通り総括する。
●対話の継続。究極の目的は相互信頼である。
日ロ交流の経験とエネルギー利用技術が蓄積された新潟から、日ロ協力対話の成果をアピールする意義は大きい。このよ
うな場で培われる日ロ相互信頼は、これからのエネルギー・環境協力のみならず、地域社会への協力、ひいてはすべての日
ロ交流の大きな推進力となる。
●対話の拡大。北東アジアエネルギー共同体の形成に向けた努力を。
北東アジア交流を推進してきた新潟から、
この会議の成果をアピールする意義は大きい。東アジアおよびアジア太平洋は、
地球規模のエネルギー・環境問題のカギとなる地域であり、この日ロ協力対話を基礎として、まず北東アジアのエネルギー・
環境協力に向けて議論の輪を広げる必要がある。
●エネルギー供給能力の拡大、安定供給の実現は日ロ共通の課題である。
ロシアはエネルギー供給国として、日本はエネルギー需要国として、極東・東シベリアのエネルギー開発プロジェクトの
実施、エネルギー供給能力の拡大、安定供給の実現は、日ロ双方に利益をもたらす。中央と地方、官と民、それぞれが応分
の役割を果たしながら、果実を確実に還元できる仕組みを整えていかなければならない。
●地球温暖化防止に貢献する日ロ協力、地方交流を深めたい。
メタンハイドレートなど新しいエネルギーの開発、エネルギーの高効率利用、温室効果ガス削減などのイノベーション分
野でも、日ロ協力のポテンシャルは極めて高い。新潟県における低炭素社会に向けた取り組みに見られるように、エネルギー
分野におけるイノベーションは、技術開発にとどまらず、地域社会に技術を普及させるプロセスを含むものである。その意
味で、地方政府（自治体）の役割は大きく、ロシア極東で始まる地域のガス化や電源の分散化などは、これからの日ロ地方
交流にとって大きな柱の一つとなる。
両国政府、自治体、民間各層が今後、これらの取り組みを積極的に進めるようアピールする。
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会議抄録 1
あいさつ
新潟県知事

新潟市長

泉田裕彦

日本書紀に、越の国から燃える水を都に届けた－という

篠田昭

サハリン２のLNG対日輸出が本格的に始まり、サハリ

記述が残る新潟県は、原油、天然ガスを産出するとともに、

ンからウラジオストクに至る天然ガスパイプラインも本格

現在は天然ガスパイプラインが太平洋側、首都圏、中部地

的な着工を迎えたこの時期に、エネルギー・環境対話を新

方に向け整備され、世界最大級のLNGタンカーの受入機

潟で開催でき、うれしく思う。

能を持ち、世界最高効率の発電所の一つと言われる天然ガ

今年８月、日ロ沿岸市長会議と日ロビジネスフォーラム

ス発電所がある。製油所はなくなったが、石油製品を輸入

を函館市で開催し、この時もロシアのエネルギー問題が話

して届ける機能は相変わらず持っている。エネルギー分野

題になった。私どもとしては、新潟をロシアのエネルギー

におけるロシアとの協力関係を、この新潟を経由して深め

の受け入れ先にしていきたいと考えている。
新潟市では今、三つの新しいクリーンエネルギーの動き

ていくことができれば、日本の国益にも叶うものと確信し
ている。

がある。一つはDME（ジメチルエーテル）で、三菱ガス

中東を中心とした地域にすべての原油を依存するのは危

化学が本格的に製造を開始し、一正蒲鉾がマイタケ工場に

険であろうし、北東アジアの平和と安定という意味におい

導入した。もう一つはGTL（Gas-To-Liquids）の実証プラ

ても、ロシアからの調達はぜひ考えていくべきだと常々感

ントで、200億円ほどかけて建設した。さらに、全農新潟

じている。ロシアにとっても複数のマーケットを持つこと

がバイオ燃料プラントを作り、この夏から県内のガソリン

は、決してマイナスではないだろう。東アジア、北東アジ

スタンドで販売されている。これらの取り組みが、地球規

アが世界経済の発展の中核的な役割を担っているいま、生

模のCO2抑制につながっていくことを期待している。

産地と消費地を結び、世界のエネルギー貿易が円滑に進め
る役割を新潟が果たしていければ、地元の知事としてあり
がたい。

来賓あいさつ
ロシア極東連邦管区大統領副全権代表

し、競争力のある製品の輸出の確実な拡大を図り、輸送・

アレクサンドル・レビンターリ

エネルギーインフラを近代化することである。

ロシア連邦大統領は2025年までの極東バイカル地域の総

重要なのは、これらの目標達成においてエネルギー部門

合的社会経済発展戦略の策定について決定し、現在、この

が果たす役割である。現在、極東の経済発展を抑制し、人

戦略は策定され、承認を得るべくロシア連邦政府に提出さ

口が流出する要因の一つは、電気料金が高いことだ。中央

れている。その目指すところは、発展した経済と暮らしや

集中電力システムの料金が高いのは、設備の老朽化が進ん

すい環境を作ること、社会経済発展レベルをロシア平均よ

でいること、燃料バランスの効率が悪いこと、遠くから燃

り上回るものにすることであり、それは極東における人口

料を運んでいることにある。また、ローカルなエネルギー

の定着という目標を達成するためのものだ。

システムが点在し、十分にエネルギー資源が活用されてい

極東ザバイカル地域の発展の基礎には基本シナリオがあ

ないこともある。南ヤクート総合開発のような大規模なエ

る。それは2020年までのロシア連邦の長期的社会経済発展

ネルギー集約プロジェクトの実現、
アムール州の金属産業、

コンセプトのイノベーション型シナリオと結びついてい

鉄道電化輸送システムの発展など、極東の電力関連の発展

る。このシナリオは、地域経済の特徴を最大限に生かすこ

は、今後の電力消費の伸びに応え、社会経済発展を着実な

とであり、天然資源や輸送の中継地としての可能性を生か

ものにしていくはずだ。

1
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エネルギー分野の発展の一環として必要なのは合理的な

わり、コジミノ港からの原油の積み出しが開始される。ハ

エネルギーバランスだ。発電用燃料を確保し、結果として

バロフスク－ウラジオストク・ガスパイプラインは工期を

エネルギー効率を押し上げることがでる。孤立したローカ

前倒しして2011年に終わり、また、チャヤンダ産地からの

ル発電に代わって、電力網を最大限発展させることが必要

ハバロフスクまでの支線の建設が始められる。これによっ

だ。全体の電力網につなぐことができない場合は、ローカ

てウラジオストクのLNG工場を含む新たな輸出ルートが

ル電力供給を発展させなければならない。そのためには地

出現する。

元にある燃料を使うことや、再生可能燃料、風力、水力、

サハリン３プロジェクトの実施が始まろうとし、サハリ

太陽エネルギーなどを使うことが極めて有望だ。電力網開

ン２の協力の枠内で石油ガスが日本へ輸出されている。

発で有望なのは、極東電力システムをシベリア電力システ

この地域におけるエネルギー資源の消費問題が重要化す

ムとつなぐことで、それによって確実に電気を供給するこ

るという予測は、日ロ両国のエネルギー分野の協力を拡大

とができる。

させなければならないことを示している。ロシアの大手企

以上は国内的な問題だが、極東がアジア太平洋諸国と隣

業と経済産業省資源エネルギー庁との協力関係が進んでお

接しているという経済的、地理的な特徴を忘れてはならな

り、クラスノヤルスク州、極東におけるガス化学工場建設

い。将来性のある方向としては、石炭、石油、ガスの輸出

プロジェクトに向けての共同研究が検討されている。

拡大であり、幹線パイプライン、石油精製工場、天然ガス

協力の切り口を石油・ガスだけに求めるのは適当ではな

液化工場の建設である。同時に検討の価値があるのは北東

いかもしれないが、
世界金融危機のさなかにもかかわらず、

アジア諸国への電力輸出であり、既存の発電力、あるいは

ロシア企業は市場の要求に合わせて投資計画を推進してい

新たな発電所によって実現できるだろう。

る。例えばメチェル社はヤクートの原料炭産地への鉄道支

ロシア政府は経済的観点から電力の発展に大きな注意を

線を建設しており、それがエネルギー投資プロジェクトの

払っている。連邦予算、その他資金による大規模な投資が

実施を可能にしている。

計画され、官民連携の仕組みを最大限生かすことが予想さ

また、５月のプーチン首相訪日時に調印されたエネル

れている。

ギー効率の向上及び再生可能エネルギーの利用の分野にお
ける協力に関する覚書に基づき、ビジネス拡大の可能性が

駐日ロシア連邦大使

ミハイル・ベールィ

生まれている。そして、さらに大きな第一歩が踏み出され

エネルギー分野における日ロ関係は、この10年の間に大

た。それは、ルースキー島に置ける風力発電所建設におけ

きく進展し、エネルギー分野は両国の協力の大きな柱に

る協力だ。

なった。ここ数年の間にロシアのエネルギー戦略には大き

両国のエネルギー分野における関係は地政学的に重要な

な変化が見られ、西側に目を向けながらも、東シベリアの

意義をなし、鳩山総理が提唱している東アジア共同体形成

炭化水素原料の採掘を増加させるためにインフラを整備し

構想にも関係する。アジア諸国への長期的なエネルギーの

ている。

安定供給によって、この地域は世界で最もダイナミックに

今後は、極東に加工企業を設立することにより、高付加

発展する経済の中心地になりうると期待している。ロシア

価値製品のアジア諸国への輸出を増加する。12月には東シ

と日本の経済協力の大きな一歩になるこの会議の成功を心

ベリア・太平洋（ESPO）パイプラインの第１期工事が終

から祈念する。

5
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基調講演

二国間協力：日露エネルギー協力の展望

経済面、エネルギー面から見た日露関係
経済産業省通商政策局通商交渉官
ロシアは2000年前後から2008年ごろまで、順調な成長を

村永祐司

このような状況だが、ロシアの市場は大幅な拡大が見込

見せた。その原動力の一つに、資源価格が緩やかに上昇す

まれ、例えば自動車について言えば、日本のトヨタ、日産、

る中で、鉱物資源が輸出をけん引してきたことがある。し

三菱、その他メーカー、またGM、フォード、その他各国

かし昨年後半からエネルギー価格が下降し、続いて金融危

のメーカーも次々とロシアに進出をしている。それ以外で

機から生じた世界規模での景気後退で、ロシアの経済成長

もタイヤ、テレビ、ビール、化粧品、医療品など、さまざ

率も大幅マイナスまで落ち込み、輸出も大きく減少した。

まな企業がロシア各地に進出している。

原油価格は昨年の終わりごろからまた上昇に転じ、徐々に

ロシアに進出した日本企業が感じていることとして、物

回復してきた。2009年のロシア経済は、BRICsの中で中国

流インフラ、港や鉄道などの整備が進んでいない、ロシア

やインドに比べるとマイナスの幅が大きいが、2010年の見

政府がどのような産業政策を取っていくかがはっきりしな

通しとしては、またプラスに戻ると見込まれている。失業

い、行政手続きが分かりにくいといった声がある。日ロ間

率が５月以降マイナス傾向で推移し、工業生産も底を打っ

のさまざまなレベルでこうしたビジネス環境の改善につい

てきている。

て話し合い、協力してきている。

この10年、ロシアの財政は黒字で推移し、政府部門の対

極東・東シベリア地域はインフラ整備に相対的に遅れが

外債務は徐々に減少してきた。これに対して、民間部門は

見られ、他方、まだ開発されていない資源が豊富に存在す

海外からの資金流入も多く、ウエートを高めてきた。こう

るという有望な地域になっている。2007年、ロシア政府が

いう状況の中で昨年、金融危機が世界的に起きたが、2009

極東・東シベリア地域についての発展プログラムを採択し、

年は対外債務全体がやや減少しており、金融危機の心配は

日本もこれに呼応する形で「極東・東シベリア地域におけ

当面ないと見込まれている。

る日露間協力強化に関するイニシアチブ」という提案を

日ロ貿易投資関係は2000年代に入って急激に貿易量が増

行った。この流れに沿って、今年６月には経済産業省も関

加し、2007年から2008年にかけては40％増だったが、2009

与して極東地域にミッションが派遣され、今後もこうした

年は大きくダウンしている。しかし、中長期的に見ると日

着実なかたちでの進展を考えている。

ロ間の貿易はまだまだ伸びていく余地が大きいと考えてい

ロシアは資源大国であり、原油生産量で１割以上、天然

る。日本からロシアに向けては４分の３が輸送機器、ロシ

ガス生産量で２割以上を占めている。しかし日本は、原油

アから日本に向けては原油、非鉄金属、石炭といった資源

輸入についてはロシアから数パーセントにとどまり、天然

関係が半分以上を占めている。近年のロシアの全世界から

ガスについてはほとんど中東あるいはアジアの国からの輸

の輸入を見ると、やはり自動車が半分ぐらいを占めてはい

入になっている。
エネルギーの安全保障を図っていく上で、

るが、化学品、ゴム、食料品、繊維製品など、いろいろな

世界各地からエネルギー資源を調達してくることは非常に

品目の輸入も増やしている。日本からロシアに向けても、

重要であり、
ロシア側にとっても産業を発展させていく上で

自動車中心から、いろいろな品目に拡大をしていくことが

わが国と協力することはメリットが大きいと理解している。

期待される。

サハリン１は2005年から原油の輸出が開始され、生産量

自動車の輸出が大きく減少したが、その背景には関税の

の約40％が日本に向けて輸出をされている。サハリン２の

引き上げ措置が大きく影響している。ロシアはWTO加盟

原油はすでに1999年から生産開始、LNGは2009年３月か

の準備を進めているところだが、このような関税引き上げ

ら日本への輸出が開始された。JBIC、NEXIが関与する大

は日本としても非常に残念なことであり、現在、政府レベ

きなプロジェクトだ。

ルでも撤廃をお願いしている。自動車以外でも、鉄鋼、液晶

目を内陸に転じると、原油については、ロシアの石油会

テレビやプラズマテレビ、農業機械などで関税の引き上げ

社とJOGMECが共同で探鉱を行い、油田の開発状況に応

等の動きがあり、これらについても改善をお願いしている。

じてパイプラインの敷設が日本海まで計画されている。ま

6
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た、ガスプロムによる「東方ガス化プログラム」では2012

ことだ。日本からは技術協力、ロシアからは濃縮供給とい

年のAPECに向けてパイプラインも建設される予定で、日

う相互補完的な協力が進んできている。日露原子力協力協

本側から企業の参画が期待されている。そして資源エネル

定が2009年５月、プーチン首相訪日の折に署名された。発

ギー庁とガスプロム、ロスネフチ、それぞれの間で協力が

効までにはもう少し時間がかかりそうだが、順調に準備が

進んでいる。日本側としては資源の確保という関心があり、

進んでいくことを期待している。

ロシア側としては資源を使った化学工業の発展も目指して

資源面と産業面が車の両輪となって日ロ間の協力関係が

おり、双方にとってメリットのある形で協力関係を進めて

進んでいくことをわれわれは期待している。極東地域に日

いこうという枠組みが動いている。

本のさまざまな日用品も入っている中で、政府だけではな

環境という観点からも原子力は避けて通れないと思う

く、企業レベル、自治体レベルなどで意見交換し、理解を

が、この分野でもロシアと日本の協力関係が進んでいる。

深めていくことが今後の産業協力、資源協力の下地をつ

ロシアの強みは、世界最大のウラン濃縮能力を有している

くっていくものだと期待している。

基調講演

今後の日ロ協力の可能性
外務省欧州局ロシア交流室長・ロシア課企画官

日ロ協力の可能性について、アジア太平洋地域という言

年にはウラジオストクでAPEC首脳会合の開催が決まり、

葉をキーワードとして話したい。

アジアにおけるさまざまな国際機関や枠組みへの参加にも

今の日ロ関係を語る上で、二つの非常に大事な文章があ

ロシアは意欲を示している。アジア太平洋地域との有機的

る。一つは「日ロ行動計画」で、2003年当時の小泉総理が

な統合を目指すこのようなロシアの意欲を、われわれとし

ロシアを訪問してプーチン大統領と会談し、その際に採択

ては歓迎している。

された。この行動計画には六つの柱がある。政治対話の強

ロシア人の目は基本的にヨーロッパの方を向いていた

化、平和条約交渉、国際舞台における協力、貿易経済の協

が、それでも日本は早くからロシアの注目を引いてきた国

力、防衛治安分野の関係強化、文化国民交流の進展。この

の一つだった。ピョートル大帝の命令によって、1705年に

行動計画に沿って日ロ関係の発展に力が注がれている。

はペテルブルクに世界最初の日本語学校が設立された。モ

二つめは2007年６月のハイリゲンダム・サミットの際、

スクワから遠く東に離れた広大な地域を経営していくため

当時の安倍総理がプーチン大統領に提案した「極東・東シ

には、この地域の近隣国との協力が必ず必要になると考え

ベリア協力イニシアチブ」だ。ロシアは近年、アジア・太

ていたのではないか。そういうロシアの日本への期待は、

平洋地域との有機的な関係を強化する意欲を示し始めてい

実は300年たった今も変わっていないのであろう。

る。この文書は、アジア太平洋地域においてロシアが建設

加えて、ロシア国民は文化という切り口でも古くから日

的役割を担うことを期待したものであり、当時のプーチン

本に高い関心を持っていた。日本の歌舞伎の初めての海外

大統領も支持を表明した。エネルギー、運輸、情報通信、

公演は、1928年のモスクワ・レニングラードだった。現代

環境、安全保障、保健と医療、貿易投資、地域間交流の８

文学を取ってみても、村上春樹や吉本ばななの翻訳が数多

分野あり、これらの分野を中心に互恵的な政府間・民間協

く本屋に並んでいる。日本人のロシア文化への関心の高さ

力を検討し、あるいは後押ししていくことをわれわれは提

については、言うまでもない。このような両国民の相手国

案した。

への文化への敬意、高い評価は、両国関係を発展させてい

ロシアは16世紀終わりになって初めてウラル山脈を越

く上で非常に大切な基盤になるのではないか。

え、東方に進出し始めた。ロシア人居住地域が生まれたの

ロシアが現在、日本に何を期待しているかというと、科

は19世紀半ばになってからのことだ。ウラル山脈からこち

学技術力だろう。ロシアはエネルギー大国だが、天然ガス

ら側のロシア人は、西の方角を見ながら生きてきた。

については３分の２ほどを自国で消費してしまっていると

しかし近年、ロシアはアジア太平洋地域における自らの

言われている。エネルギー生産量そのものも頭打ちで、今

プレゼンスを高めようとする意欲を示してきている。2012

後、採掘場所を西シベリアから東シベリアの方に移してい

7
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くことになるだろう。そういう開発技術の面でも日本は有

でも有利な立場を得ることができると考えられる。日本に

力なパートナーとなりうる。

とっても、
輸入先の多角化ということで大きな利益になる。

現在行われている資源エネルギー分野での具体的な協力

日本の年間輸入量の約7.3％が今、サハリンから日本に来

としては、2008年４月からJOGMECがロシアのイルクー

ている。

ツク石油とイルクーツク州において数百億円規模の共同石

省エネ環境の面でも、日本が世界をリードする技術を有

油探査作業を行っている。その結果、十分な埋蔵量が確認

していることはよく知られている。この分野ではまだ大き

されれば、東シベリア太平洋パイプラインの太平洋側への

な協力関係が実現に至っていないが、例えば京都メカニズ

建設が促進されるものと考える。

ムに基づく温室効果ガス削減のための共同事業の話が進ん

サハリン２は、三井・三菱が22.5％の権益を持っており、

でいる。

天然ガスのプラント施設は千代田化工と東洋エンジニアリ

このように、日ロ双方にとって利益のある協力関係を積

ングが、プラントの制御システムは横河電気が、液化ガス

み重ねていくことが非常に重要であると私どもは考えてい

の輸送船舶の一部は三菱重工業が製造した。ロシアにとっ

る。このような協力が進むことによって、ロシアのアジア

ては初の液化天然ガスプロジェクトであり、液化すること

太平洋地域への統合がさらに進んでいくとともに、両国に

によってロシアはスポット市場に出ていけるし、価格交渉

利益をもたらすことになる。

基調講演

日本やアジア太平洋地域に向けたロシアのエネルギー戦略
ロシア連邦エネルギー省エネルギー戦略研究所副所長
エネルギー分野での日ロ協力強化に向け、ロシア側の対

ウラジミル・サエンコ

輸出関税が免除され、産地開発の初期段階では天然資源採

策としては、まず第１に、外国投資、地下資源に関する法

掘税も免除される。

律が見直され、ロシアの燃料エネルギー部門への外国企業

ロシアはこの地域の隣国とのパートナーシップを強化す

の参加制度の透明化が図られなければならない。第２は、

るため、さまざまな二国間・多国間協力を利用している。

ロシア政府は燃料エネルギー部門を安定的に発展させる

例えば、エネルギー分野における長期協力の指針である日

キーポイントになる「2030年までのロシアエネルギー戦略

本との政府間協定がある。エネルギー資源の探査・生産・

（ES2030）」を承認する必要がある。第３に、ロシアのエ

輸送・加工、発電、エネルギー効率・省エネ、環境保護、

ネルギー企業は外国のパートナーと相互に資本参加するよ

その他幅広い範囲での協力が見込まれる。企業協力でも、

うなメカニズムを利用するべきである。炭化水素の加工部

ガスプロムやロスネフチとエネ庁との協定、原子力分野に

門やエネルギー配分部門への参加と引き換えに、資源開発

おけるアトムエネルゴプロムと東芝との協力関係などがあ

に参加できるというような考え方だ。

る。

ES2030は、ロシアの新たなエネルギー戦略だ。燃料エ

サハリン１プロジェクトは、デカストリーから輸出用の

ネルギー資源のアジア太平洋向け輸出を優先し、その割合

石油が積み出されている。ロシアは生産分与により、500

は石油が22～25％、天然ガスが19～20％となる。東方ベク

億ドルの直接収入を得ることができる。サハリン２では、

トルはロシアのヨーロッパ諸国との協力に何ら影響を与え

2009年２月18日にプリゴロドノエでLNG生産工場開所式

るものではなく、極東・東シベリアにおける新しい資源開

という画期的なイベントが行われた。LNG生産量は年間

発やインフラ整備によって実現される。

960万トンだが、日本の輸入量が天然ガス全量の６％に達

2030年までに、東シベリア・極東の原油採取量は１億～

するものと期待されている。

１億500万トン、天然ガスが1,300億～1,500億立方メートル、

東シベリア太平洋パイプラインは、2009年末までに第１

石炭が特に増え１億～１億1,500万トンとなる。そのため

期工事が終わり、その長さは2,700㎞に達している。2008

には、インフラの整備がまず必要で、東シベリア太平洋パ

年４月には中国とトランスネフチの間で東シベリアから中

イプラインの建設や東方ガスプログラム、小規模な輸送プ

国国境までの支線の建設、原油取引、融資に関する契約が

ロジェクトが進められている。また、シベリアからの石油

締結された。中国国境から中国国内のパイプライン建設は

8
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中国側が行うことになっている。また、輸出の効率を上げ

ジニ・ブレイスカヤの水力発電所および極東風力発電所の

るためにコジミノ港の整備が着手された。パイプラインの

建設に関し話し合いを進め、技術面及びファイナンスで三

終点での製油所の建設については、別に報告があるだろう。

井、電源開発の参加が見込まれる。メチェルとSUEKの石

東部ガスプログラムは２年前に政府の承認を得て、私が

炭供給についても、後で報告があるだろう。原子力分野で

直接、政府との交渉に参加したものだが、探査段階からプ

も二国間協力がある。回収ウランの再濃縮など、日本のウ

ロジェクト実施段階に移ったことは非常に喜ばしい。すで

ランの25％をロシアから賄おうとするもので、10年計画で

に建設が始まったサハリン・ハバロフスク・ウラジオスト

費用は５億ドルになろう。

クのガスパイプラインは、まず国内の需要を満たすもため

エネルギー安全保障は需要・供給双方の安全保障を意味

のものであり、さらにアジア太平洋地域、とりあえず韓国

しており、どちらかに偏るものであってはならない。エネ

と中国向けの天然ガスを輸出するためものだ。天然ガスの

ルギーの需給予測を恣意的に上下させることは、生産者を

液化に関してはウラジオストクでFS作業が始められてお

混乱させ、市場のバランスを狂わせる。アジア太平洋地域

り、ガス化学工業の発展も図られ、将来は輸出に振り向け

のガス需要予測は、例えばIEAやEIAなどの情報源によっ

られるだろう。

て大きな違いがあり、
その誤差は30％を超える場合もある。

最近の日ロ協力プロジェクトとしてまず、イルクーツク

予測をはっきりと具体的に行う必要がある。こうしたネガ

石油会社とJOGMECの油田探査・開発があり、2009年６

ティブな傾向を避けるためには、多国間、地域間、企業間

月３日、試験ボーリングが開始された。ルスギドロは、ニ

の関係を調和させることが重要だ。

基調講演

日露エネルギー協力と地域エネルギー安全保障
㈶日本エネルギー経済研究所理事

小山堅

日ロエネルギー協力はなぜ重要で、関心を集め、活発な

ここで、私どもの研究所が先ごろ発表したばかりの世界

議論が行われるのだろうか。それは、エネルギー供給の安

のエネルギー受給見通しについて紹介しよう。世界の需要

全保障と、エネルギー需要の安全保証を二国間で相互補完

は金融危機を克服し、中長期的には増えていくだろう。石

できるところに大きな可能性と重要性があるからだ。

油の需要は850万バーレル／日（2007年）だったものが、

この問題を考えていく上では、現在の国際エネルギー情

2035年には１億1,300万バーレルと大幅に増える。増加分

勢の現実に基づいた議論が重要だ。その現実とは、
第１に、

のうち７割近くはアジアで増え、中国やインドなど発展途

ますます重要になるエネルギー安全保障問題と気候変動問

上のアジアの国々の石油需要が大幅に増えていく。日本は

題であり、その中でアジアが非常に重要になっていく。第

現在、アジア最大の石油輸入国だが、間もなく中国が一番

２に、世界金融危機。第３に、日ロ両国およびこの地域全

の輸入国になる。
またインドも大きな輸入国になってくる。

体の政治、経済の新しい動き。第４に、APECなどの地域

アジアの石油の輸入依存度は拡大の一歩をたどることが予

協力に向けたさまざまな展望である。

想され、2007年の輸入依存度67％が、2035年には84％まで

これらを踏まえ、世界全体の情勢を見てみたい。まず、

上昇するとみている。

国際的なエネルギー市場における原油価格の著しい変動が

クリーン燃料として関心が高まる天然ガスも、2007年か

ある。原油価格は2008年に150ドル近くまで上昇した後、

ら2035年にかけて20億石油換算トンと、石油以上に大幅な

2009年の年初には30ドル代、そして現在は80ドル近くと、

需要増加が見込まれる、ここでもやはりアジアが４割を占

大きく変動している。一方、エネルギー需要はアジアを中

める。国別では中国、インド、日本などが重要な天然ガス

心に拡大し、それが世界のエネルギー安全保障問題に様々

消費国になってくる。

な影響を及ぼすだろう。供給サイドにも資源ナショナリズ

需要が増えると当然、CO2の排出量も増える。石炭をた

ム、投資、エネルギー輸送安定性などの課題あるいは制約

くさん使う中国やインドが、今後の排出の中心国になると

が浮上してくる。そして今、最も世界で重要かつ関心を集

ことが目に見えている。

めている問題が持続可能性、環境問題である。

供給サイドでこれから重要になってくるのがロシアであ

9
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る。ロシアには石油、ガス、石炭、再生可能エネルギー、

で、70年代の石油危機以降積み上げてきた技術、知見、ノ

原子力など、非常に豊富なエネルギーの供給ポテンシャル

ウハウをいかに活用していくかが重要だ。

がある。世界のエネルギー需要の増加に見合うだけのポテ

ロシアは重要なエネルギー資源国であり、成長するアジ

ンシャルがあるのは疑いない。

ア市場に近接した特徴を生かして需要拡大に対応すること

最近のロシアの石油ガス生産は、やや停滞している。金

が可能だ。
金融危機はロシアにもさまざまな影響を及ぼし、

融危機の影響もあるが、これまで主力だった西シベリアの

欧州市場にも大きな打撃を与えた。その意味で、ますます

油田やガス田の生産が低迷している。資源のポテンシャル

輸出市場の多様化が求められる。また、長期的な観点から

を生かして供給を拡大するためには、新規あるいはフロン

も、持続可能な経済成長、経済構造の多様化・高度化がエ

ティアエリアでの生産増が重要だ。米EIA、IEAなどの将

ネルギー戦略の中に求められてくるだろうし、APECのエ

来見通しには大きな差、不確実性が見られる。資源的に問

ネルギー協力も含めた地域全体の協力、統合を促進してい

題はないと思うが、いかに開発が進んでいくかという見方

くというのが重要になっている。

によって違いが出てくるのであろう。

このような観点で、協力可能なさまざまな分野がある。

ガスについても、全体としては生産が拡大していくだろ

第一は、エネルギーの供給安全保障と需要安全保障の相互

うが、現在の主力地域の生産は徐々に低減する。それに替

補完であろう。そのほか、サハリンや極東などさまざまな

わって、極東地域、ヤマル、シュトックマンといった新規

地域におけるエネルギー供給能力の拡大、日本の特徴とロ

地域の開発が進むことで、ロシア全体の生産が拡大してい

シア側ニーズをうまく組み合わせることによる省エネル

く。

ギー・代替エネルギー開発の促進、そして環境協力などが

こうした点を踏まえて、エネルギー消費国である日本と、

ある。こうした具体的なエネルギー協力を支える上でも、

生産国であるロシアの協力がいかに重要かを見たい。

今回のような相互信頼と情報共有を促進する対話がますま

日本の特長は重要な輸入国で消費国であることだ。成長

す重要になってくる。

性は中国やインドには負けるが、安定性や信頼性のある

ロシアはエネルギーの生産国として、これから拡大して

マーケットであると言える。輸入の中東依存度が高い中で

いくだろうエネルギーの需給ギャップを満たす重要な役割

のエネルギーの安全保障や、気候変動の問題はこれまでも

がある。日ロ両国は、新たな政治・経済・エネルギー市場

最大の政策課題だったが、新政権において、ますます重要

の環境に直面しつつ、相互協力を進め、双方がベネフィッ

視されてくるだろう。さらなるエネルギー供給構造の多様

トを得ていくことが大切であり、地域全体、世界全体にベ

化や、高度化が追求され、アジア共同体構想も含めたアジ

ネフィットが広がるような方式を考えていくことが重要で

アとの協力が重視されてくると思う。これらを追求する上

ある。

第１セッション

地域開発協力：ロシア極東・東シベリアのエネルギー開発
日本政策金融公庫国際協力銀行経営企画部長

このセッションは三つのアイテムからなっており、一つ

議長
前田匡史

供給が確保できるかという視点が非常に重要になる。二つ

は石油、二つ目は天然ガス、三つ目は石炭である。

目は、供給や価格の安定には流通インフラストラクチャー

エネルギー安全保障には二つの観点があり、供給者の側

やロジスティクスが非常に大切である。

から見た考え方と、需要者の側から見た考え方があり、こ

東アジア全体を見るとき、エネルギーの問題は非常に重

の見方は日ロのエネルギー協力をどのように捉えるかとい

要なテーマであり、常にロシアの存在が問題となる。この

うことと密接に係わってくる。一つ目は、日本は需要者で

ような視点を考慮しつつ、皆様からお話を承りたい。

あり、昨今の状況に照らせば、価格変動を含めた安定的な
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第１セッション

テーマ１ ESPO と沿海石油精製基地建設の近況
ロスネフチ・アジア太平洋地区事務所副代表

ウラジミル・イワノフ

ロスネフチはロシアの石油部門で最大手の会社で、油ガ

量は年産2,500万トンが期待されているビッグプロジェク

ス田の探鉱から、石油製品や石油化学製品の生産を行って

トである。東シベリア地域にはヴェルフネチョン油ガス田

いる。主に西シベリア・極東で活躍しており、75％はロシ

とユルブチェン・トホモ油ガス田の２大産地があり、前者

ア連邦が株主、15％は浮動株の国営上場会社である。サハ

からは年間900万トンの採掘が可能であろう。したがって

リンでは日本企業と関わりを持ち、ロシアの7つの製油所

「東シベリア・太平洋」パイプライン（ESPO）へ長期間

で4,900万トンを精製しており、38の国家構成主体に販売

の原油供給が保証されると言える。

網を築いている。確認埋蔵量は220億バレル（30億トン）

ロスネフチは2005年から2011年までに、中国へ合計4,800

あり、年間生産量は１億１千万トン。可採埋蔵量は260億

万トン以上の石油を送ることになっており、スコボロディ

バレル（35億トン）が推計されており、年々確認埋蔵量を

ノ－大慶の原油パイプラインが完成すると、毎年1,500万

増大させることができる根拠となっている。

トン、20年間で合計３億トンを送ることになる。中国石油

世界的な格付け会社Plattsによれば、ロスネフチは世界

天然気集団公司（CNPC）との協力関係では二つの合弁会

のエネルギー部門で第６位であり、運営・経営面でも高く

社があり、ロシア国内の探鉱・生産会社と中国国内の製油

評価されている。これまで米国、日本、インドと協力して

所である。また、SINOPECとの合弁企業ウドムルトネフ

サハリン１プロジェクトを実施してきたが、今後はサハリ

チは、両者が共同出資して作った新しい形の会社である。

ン３でSINOPEC（中国石油化工集団公司）とも協力関係

日ロには相互補完性があると言われるが、日本とは原料

を持つ。

面だけでなく、新しい技術を取り込んだ統合的な協力を進

新たな開発地としては東シベリアおよびサハリン大陸棚

めてゆきたい。たとえば、石油化学工場や製油所をナホト

を中心に開発を進めていくが、2020年には6,000万トン増

カ近郊に建設する計画がある。今後５年ぐらいで2,000万

の１億7,000万トンにする目標を持っている。ロシア東部

トントの石油精製能力を持つことになるだろう。これらの

における先進的なプロジェクトはクラスノヤルスク地方の

プロジェクトは競争入札が行われるので、日本からの企業

バンコール油田で、2008年には生産を開始し、将来の生産

参加も募っている。

第１セッション

テーマ２ 東シベリア～サハリンにおけるガス開発動向
ガスプロム副社長顧問 アレクセイ・マステパノフ
（ウラジミル・シモニョーノク代読）

2030年までの経済発展を目指す二つの重要な決定がなさ

ロシア極東は国内の埋蔵量全体の27％、67兆m3の地下

れた。一つは2008年11月17日付のロシア連邦経済社会長期

資源を有している。東部ガスプログラムでは、ロシア東部

発展構想に関する政令であり、また、2009年８月27日にロ

の４カ所の大型産地において、2030年までに2,000億m3を

シア政府は2023年までのエネルギー戦略の見直し案を承認

採掘することが見込まれている。これらの産地は21世紀の

した。ロシア極東地域におけるエネルギー消費の大幅増が

ユーラシアガス輸送システムに組み込まれ、これにLNG

見込まれているが、それを賄い、さらに輸出ポテンシャル

輸出システムが新たに創設されることになる。

を高めるための天然ガス政策が重要視されている。世界経

プログラムでは優先的にサハリン－ハバロフスク－ウラ

済の危機的状況の中にあっても、ガスプロムは極東プロ

ジオストク・ガス輸送システム（総延長1,800km、ガス輸

ジェクトを全力で支援し続ける。2010年における東部ガス

送量472億m3）の構築を進めている。2011年第３四半期に

プログラムの投資額は１千億ルーブルになる見込みである。

はガスの供給がウラジオストクで開始される。これにより
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地域産業を活性化させ、パイプライン沿線地区のガス化を
進め、地域の雇用促進を促すことになる。
開発についてはまず、サハリンガス採掘センターの創設
である。サハリン２のガスはサハリン南部のプリゴロドノ
エLNG工場へ送られ、ルースカヤA鉱区の操業などで2010
年には設計生産量を達成する見込みである。今後はさらに
生産量を増加させ、３トレイン目のLNG工場を建設する
必要がある。現在、ガスプロムはサハリン３開発の準備に
取り掛かっており、本年７月キリンスクガス田で初調査用
ボーリングを実施した。ガスプロムがライセンス取得をし
た東オドプチンブロックで開発が進めば、極東地域へのエ

また、
クラスノヤルスク・イルクーツクガス採掘センター

ネルギー供給を安定させることができるが、ガス供給は

では23の鉱区で地質探査が行われ、既に石油ガス・コンデ

2015年以前には実現しないと思われる。

ンセートであるベリャンビンスクとチカンスクの二つの鉱
区を発見した。なお、イルクーツクガス採掘センターのガ
ス化プログラムでは2007年末に、イルクーツク州の消費者
に最初のガスを提供した。具体的なガス化プロジェクトと
して、現在ソビンスク・パイギンスク石油ガス・コンデン
セートを処理するクラスノヤルスクガス処理・ガス化学工
場を建設しており、チカンスク石油ガス・コンデンセート
を処理するイルクーツクガス化学工場の建設準備を行って
いる。さらにサハ・ヤクート共和国においてLNGを建設し、
サハリン大陸棚開発に伴い、ハバロフスク地方にガス化学
工場を建設する予定である。

次に、ヤクーツクガス採掘センターのチャヤンディンス
ク石油ガス・コンデンセート産地では2010年に建設作業を
開始することになっており、原油の採掘は2014年に始まり、
2016年にはガスの開発を始める予定である。ヤクート－ハ
バロフスク－ウラジオストク・パイプラインは2016年には
稼動させる計画で、サハリンガス輸送システムとつながる。
チャヤンディンスクガスのヘリウム抽出のためのガス処理
施設にかわかる研究・調査を外国企業との協力で進め、ガ
ス処理・無機化学工場の建設用地の選定、内外市場への物
流システムも構築したい。
昨年の発表でも、ガスプロムはガス化学工場建設のため
の外国の融資、テクノロジーを誘致したいと強く望んでい
ることをお話したが、日本と共同でアジア・太平洋市場に
向けた天然ガス化学製品およびヘリウム生産事業を行いた
い。

東北電力㈱火力原子力本部燃料部副部長

佐々木隆志

東北電力の中核事業は電気事業で、販売のエリアは新潟

2008年度の発電電力量を電源別に見ると、石炭35％、ガス

を含む７県、2008年度の販売電力量は約810億kWhだった。

23％、原子力21％、水力13％などとなっている。今後10年
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間の経営の方向性を示す「東北電力グループ経営ビジョン

シア・サハリン２等が加わり、2010年度以降の長期契約は

2020」においては、低炭素社会の実現に向け、二酸化炭素

５カ国６プロジェクトに増加した。供給源の分散化・多様

を排出しない原子力や風力・太陽光といった電源の比率を

化による供給安定性の向上が期待できるものと考えている。

高めていくこととしている。

サハリン２プロジェクトについて、当社は2006年５月に

石油、石炭、LNGなどの燃料は、安定性、経済性、柔

サハリン・エナジー・インベストメント社との間でLNG

軟性の観点から検討し、調達しており、主に石油を電力需

売買契約を締結した。契約期間は2010年４月から20年間、

要のピーク対応、石炭をベース電源と位置付けている。

数量は2010年度から2015年度にかけて年間引取量を約12万

2008年度の調達量は、石油が約100万キロリットル、石炭

トンから約30万トンに引き上げていくとともに、2016年度

が約1,200万トンだった。

以降は年間約42万トンとなっている。

LNGについては、ミドルからピーク対応の電源と位置

サハリン２プロジェクトは、日本市場に近いため、輸送

付け、所要量を長期契約で確保し、必要に応じてスポット

リスクの低減あるいはコスト競争力の確保といった点で多

契約を組み合わせている。調達したLNGは日本海エル・

くのメリットがある。因みに、当社の場合、新潟に最も近

エヌ・ジーで受入・気化し、東新潟火力発電所、新潟火力

いプロジェクトはマレーシアで、片道約4,600km、航海日

発電所、新仙台火力発電所で使用している。現在の長期契

数約７日間の距離にあるが、サハリンは約900km、約２日

約先は、インドネシア、マレーシア、カタール、オースト

である。当社としては、日本市場への近接性に伴うサハリ

ラリアの４カ国、５プロジェクトで、契約数量は単純合計

ン２プロジェクトのメリットが、今後とも発揮されること

で約275万トンである。さらに、新たな供給ソースとしてロ

を願っている。

第１セッション

テーマ３ ロシア極東の石炭開発
シベリア石炭エネルギー会社（SUEK）副社長兼政策・経営企画部長 アンナ・ベローワ

SUEKはロシアに31の炭鉱を持ち、8カ所の発電所を操

東のワニノ港に1,200万トンを扱う近代的大型石炭積み出

業し、900万人に電力を供給して、石炭の埋蔵量で世界３位、

しターミナルがあり、日本のユーザーの方にも現地紹介さ

生産量で８位、輸出量で７位にある。ロシアは欧州諸国の

せてもらった。

石炭の25％を賄っているが、アジアではわずか6％に過ぎ
ない。2008年、日本は1億2,300万トンの石炭を輸入してお
り、70％はオーストラリア炭とインドネシア炭だった。エ
ネルギー安全保障を考えた場合、供給源の寡占は日本に
とって非常に危険な状況である。
SUEKの生産量は2008年で9,600万トン、輸出量は2005年
の1,870万トンから2008年には2,820万トンまで増加し、最
近4年間の設備投資額は14億ドルである。SUEKは現在、
国内石炭需要の43％を賄い、発電用および住宅・企業向け
に一般炭を中心に供給している。
現在は金融危機の後遺症で停滞しているが、2015年から

トゥグヌイスク炭では現在、露天掘りが行われており、

の国家エネルギー戦略の実施で天然ガス価格の改定が行わ

１億２千万トンの埋蔵量が確認されている。最高の品質要

れれば、石炭の競争力は向上する。さらに、2030年までの

求をクリアするために580万トンの洗炭工場を立ち上げた。

ロシア戦略では天然ガスの国内需要を抑制し、石炭の割合

もう一つはウルガリスキー炭であり、４億トンの確認埋蔵

を増大させることになっている。

量があり、年産230万トン、2010年には400万トン出炭する

極東における最大企業はプリモルスクウーゴリであり、

予定である。このウルガル炭は当然アジア・太平洋地域へ

従業員3,000人、年間500万トンの石炭を生産している。極

振り向けられるものである。

13
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多くの日本のユーザーは、ロシア炭の品質に不満がある

テムOHSAS18000を受け、生産工程の効率化、品質改善、

ことを承知している。2009年９月に、品質マネジメントの

汚染防止、労働安全性の確保を目指している。

認証ISO9000、ISO14000および労働安全マネジメントシス

メチェル社韓国事務所所長
メチェルは2003年に創設されたロシアのトップクラスの

ドミトリー・ソコロフ

予定になっている。

鉱山・冶金会社である。2008年の純益は11億ドル、連結売
り上げは99億5,000万ドル、従業員数は85,000人である。メ
チェルは世界に販売網を持っていることが非常に大きな競
争力になっている。日本のいくつもの会社とパートナー
シップを持っており、日本に原料炭あるいは一般炭を供給
している。2009年10月にはメチェル東京事務所が開かれた。
これを機会に日本のパートナーをさらに増やしていきたい。
メチェルはロシアで第３位の石炭生産者であり、特に原
料炭生産者の最大手であり、洗炭でも最大の会社である。
メチェルは新たなエリガ炭田をメチェルマイニングが開
発し、現在、エリガ炭田への鉄道建設をラク駅から315km
延長し、周辺道路（270km）も整備中だ。エリガ炭田は20

2009年は非常に難しい時期があったが、国際的な市場の

億トン以上の原料炭の埋蔵が確認されており、2011年まで

好転を受け、中国、日本、韓国のパートナーのおかげで、

に16億4,000千万ドルを投入し、年間3,000万トンを出炭す

企業収支を危機以前のレベルまで回復できた。

る予定である。また、国から300億ドルの支援が得られる

住友商事㈱石炭部長
エリガプロジェクトをはじめとする新たな炭鉱開発およ

高橋和之

は完了する見通しである。

びインフラ整備の増強は、過去１年間を振り返ると、ロシ

極東の石炭輸出基地としては、メチェル社も同様に、操

ア側の尽力により着実に進んだ。昨年挙げた課題が解決に

業中のポシェット港を250万トンから700万トンまで能力を

向かいつつある。一方、今年の特徴は、これまで太平洋の

拡大する計画を持っている。極東ではエリガという新規巨

石炭マーケットにおいて大きな供給者であった中国が突然

大炭田開発プロジェクトを抱えており、ワニノのムチカ港

巨大な需要家に豹変したことであり、太平洋の石炭市場で

北方に、メチェル社専用石炭ターミナルを建設する計画が

は中国ショックといったものに見舞われている。

あると聞く。

新たなロシア極東の石炭輸出基地として、ワニノ港の北

これらムチカ近辺の石炭ターミナルの処理能力は、年間

方に位置するSUEKのムチカ・コール・ターミナルが整備

総計5,000万トンに達することになり、日本の石炭需要家

され、日本向けの石炭の出荷も2009年１月に開始された。

にとって大きな福音となる。他方、バム鉄道からムチカに

出荷能力は極東の南部に位置するボストーチヌイ港とほぼ

至る鉄道の輸送能力は、現在わずか1,500万トンであり、

同じ、年間1,200万トン（最大船型17万トン）の能力を有

港の能力増加に合わせて鉄道の増強をしないと太平洋市場

する近代的大型石炭ターミナルである。ここでは、石炭に

への出荷は実現しない。現在、第1次拡張段階として3,200

混入する異物の除去設備が備えられており、日本に出荷さ

万トンまで増強すべく、ボトルネックになっているトンネ

れたカーゴはその効果が確実に発揮されている。このムチ

ルの工事が行われていると聞いている。鉄道・港湾整備は

カに至る鉄道の能力は現状1,200万トンに満たない800万～

公共性が高く、かつ巨額の資金を必要とするので、国家プ

900万トンと言われているが、鉄道能力の増強も数年後に

ロジェクトとして進める必要がある。

14
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双日㈱金属資源部門長補佐

竹村豊

石炭に関しては中国の存在が大きく、2009年の石炭市場

は相当量のロシア炭を既に導入・輸入しているが、一方、

のトピックスは中国の輸出入の逆転であり、年換算で8,500

電力業界は窒素の含有量の問題でロシア炭の占める割合は

万トンの輸入超過となる。中国からの輸出がピークだった

極めて小さいのが現状である。他方、エリガ炭は低窒素含

2003年以来、太平洋市場において実に１億6,000万トン以

有量であるだけでなく、高揮発、高発熱炭であることに加

上の需給変化発生したことになる。

え、低硫黄という特徴を備えている。洗炭することも計画

日本の石炭需要家は豪州炭への依存度を増しており、石

されているので、異物問題も相当程度解決できると思われ

炭供給の多元化はわが国にとって急務である。石炭性状、

る。

港湾の積み出し能力、海上輸送距離の観点から考え、代替

プロジェクトオーナーであるメチェル社と弊社は2004年

の候補として、ロシアの石炭輸出に対する期待感は高まっ

以来、住友商事と一緒にエリガ開発プロジェクトを日本に

ている。エリガ炭田開発プロジェクトに対する日本側の期

紹介しており、大型案件であることを考慮すれば、日ロ両

待している点について話をしたい。

国政府ならびに関係諸機関、石炭需要家各社の諸方面での

業種別に見ると、日本の場合、製鉄会社やセメント会社

第１セッション

ご協力を仰ぐ必要がある。

議長総括
前田匡史

天然ガスについて日本の需要側の話をすると、2011年か

話し合いが順調に進捗しているとは言えないが、資源量は

2012年以降、インドネシアからの供給量が急速に減少する

非常に有望だと思う。現段階では、生産分与に相当する部

時期に当たる。2012年以降のロシア産天然ガスの供給に対

分を輸出に振り向けることができるという理解が成り立つ。
（前田）

する日本側の期待は大きい。
質問をしたい。まず、サハリン１の天然ガスをウラジオ

石油・天然ガス・石炭、いずれの資源についても、ロシ

ストクでLNGにするということを何度か聞いているが、

アの安定的な供給者としての期待が非常に高まっている。

可能性としてあり得るのか。あるいは、基本的には国内需

石炭については、エリガ炭田で言及があったように、タイ

要に向けられるのか。二つ目はサハリン３以降のプロジェ

ミングの良い関連インフラの整備と輸送・輸出ロジスティ

クトについて、基本的には輸出を念頭においてウラジオス

クスの整備をやっていく必要がある。同じ目標と情報を共

トクまで持ってくるのか。

有するということが大事である。また、巨額の資金を必要

（シモニョーノク）

とするプロジェクトであるのでファイナンス・ソースの多

輸出の可能性についていえば、2011年の資源が不足して

角化が必要である。

いるために、ガスの輸出はまだ不可能だと思う。ガスプロ

二点目は、経済危機にもかかわらず引き続き高い経済成

ムとしては、キリンスキー開発を早急に行い、2016年まで

長を維持している中国の存在である。日本は中国とただ競

には何とかしたいと考えている。同時に、サハリン１、サ

い合うのではなく、中長期的な観点から、中国も巻き込ん

ハリン２の増産を行う。国内需要はあるが、おそらく100万

だ東アジア全体の需給バランスの安定化に向けて努力して

トン程度の輸出は可能ではないかということを示唆したい。

いく必要がある。

（サエンコ）

日ロ両国のエネルギー協力は２国間にとどまらず、リー

最初にハバロフスク地方、沿海地方の国内需要家向け供

ジョナル、ひいては世界のエネルギーの需給バランスに貢

給を満足させなければならない。そこで、新規開発地域の

献することになる。関係者の信頼関係を醸成してゆくこと

サハリン３に大きな期待をしているし、サハのガス田も開

が大切である。

発しなければならない。サハリン１のガス利用については

15
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第２セッション

メタンハイドレート資源開発に関する日ロ技術開発の状況
日本のメタンハイドレート研究開発プログラム－その概要と成果－
石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）石油開発技術本部特命審議役
図３

メタンハイドレートとは

大野健二

基礎試錐で確認された砂層中のハイドレート

メタンハイドレートは水の分子が作るかご構造の中にメ
タン分子が閉じ込められた物質である。見た目が氷状の物
質のため「燃える氷」と呼ばれることがある。ハイドレー
ト１に対して、160～170倍の体積（0℃・１気圧）のメタ
ンが含まれている。
図１

メタンハイドレートの分子構造

日本におけるメタンハイドレート研究の背景と研究開発プ
ログラム
1999年に経済産業省（METI）の委託により日本の南部
海域で掘削された基礎試錐「南海トラフ」によって、メタ
ンハイドレートが大水深海底下の砂で出来た地層の砂粒の
間の空隙（孔隙）を埋めるようにして（通常の石油の場合
メタンハイドレートの存在する環境は「温度が低く、か

と同じような形態で）大量に存在していることが世界で始

つ圧力が高いところ」で、例えば１気圧（常圧）ならマイ

めて明らかにされた。この結果を踏まえて、METIは2001

ナス80℃以下。10気圧ならマイナス30℃以下、50気圧なら

年に、メタンハイドレートの将来のエネルギー源としての

６℃以下、100気圧ならプラス12℃以下で安定的に存在し

可能性を確認するという中長期的視野に立った「メタンハ

うる。自然界では、陸域では永久凍土の厚く存在する極地

イドレート開発研究プログラム（フェーズ１～３）」を策

の地下1,000メートルの地層中。海域では水深500メートル

定した。

以深の海底下数百メートルの地層中か、海底面が、このよ
研究開発推進体制

うな温度・圧力条件になるためメタンハイドレートが安定
して存在し得る。これまで科学調査等により世界各地の深

これを受けて2001年、石油・天然ガスの探査開発を担う

海底面や永久凍土の下で発見されている。
図２

国の機関である石油公団（現石油天然ガス・金属鉱物資源
機構JOGMEC）
、広範な技術開発を担う国の研究機関であ

世界で確認されているメタンハイドレートの賦存

る産業総合研究所（AIST）
、民間のエンジニアリング企業
を中心とするエンジニアリング振興協会（ENAA）が研
究コンソーシアム（略称MH21）を組成して各々、「資源
量評価」
「生産技術・モデリング」
、
「環境影響評価」を担当
、
しつつ協力してフェーズ１の研究開発を行うこととなった。
研究開発の目的とゴール
本研究計画はメタンハイドレートを探鉱し、メタンを経
済的に生産し得る技術の開発を促進し、長期的に安定なエ
ネルギーの供給に寄与すること。
対象を海底下の砂層中（空

16
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隙中）に賦存するメタンハイドレートとする。

図４

ゴール

砂層中のメタンハイドレート探査技術を確立

１．日本周辺海域のメタンハイドレートの賦存状況を把握
する。
２．ポテンシャルの高い地域でのハイドレート層中のメタ
ンガス量を評価する。
３．資源化の可能性の高い地域を対象に経済性を検討する。
４．同地域において産出テストを実施する。
５．経済的なガス生産を目指し技術の改良を行う。
６．環境に配慮した開発システムを構築する。
フェーズ１研究の主な成果
１．メタンハイドレートが砂の空隙を埋める形で海底面下

図５

の砂層に大量に賦存していることを世界で始めて坑井

世界で始めて連続生産に成功

によって確認した。
２．メタンハイドレートの濃集しているゾーンを主として
地震探査の複数のパラメータで評価する手法を構築し
た（探査手法）。
３．東部南海トラフ海域でハイドレート層中のメタン量を
高い精度で試算した。
４．永久凍土地帯において坑井を掘削し、
減圧によりハイド
レートを地下で分解し継続的にメタンを生産せしめた。
５．地下のハイドレート層からコア試料を採取して地下と
フェーズ２における主要な技術課題

同じ温度圧力条件下で試験する方法を構築した。
６．ハイドレートの物理的な性状を地下条件下で測定する

１．東 部南海トラフ以外の海域におけるメタンハイド

方法を確立した。また砂中のハイドレートを模擬した

レートの賦存状況の評価

人工試料の作成・試験に関わる標準的な手法を開発した。

２．長期的な生産テスト

７．ハイドレートの分解・流動等を評価できる専用の数値

３．海洋における生産テスト

シミュレーターを開発し、コア試験結果、産出試験結

４．より効率の高い生産方法の検討

果の評価に活用できるようにした。

５．環境影響評価
図６

日本近海での海洋産出試験がフェーズ２のターゲット
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第２セッション

ガスハイドレート開発分野における日ロ協力：
立証済み経験と将来の課題
ロシア連邦天然資源・環境省ロシア海洋科学研究所
北極海・世界海洋石油ガス部 タチヤナ・マトヴェエワ

ガスハイドレートは目視では氷のような結晶物質で、比

レ ー ト 堆 積 層 の 発 見 お よ び 研 究 に 従 事 し た。

較的低い温度で水および低い分子のガスから十分に高い濃

VNIIOkeangeologiaは、天然ガスハイドレート研究の分野

度（逸散能、圧力）で形成される。これらは、独特の天然

で、
日本（KIT）
、
韓国（KORDI、
KOPRI）
、
ベルギー（RCMG）
、

ガスの未成熟な資源であり、巨大な資源であること、広範

ドイツ（GEOMAR）
、ブルガリア（Oceanologic Institute）
、

に分布していること、および優れた埋蔵資源でかつガスが

米国（NRL）
、カナダ（University of Victoria）, アゼルバ

濃縮されているという長所によって、伝統的に使用されて

イジャン（Geological Institute）
、その他の機関と協力する

きた埋蔵物と真っ向から競合するものである。ガスハイド

ことに成功している。

レート地質問題における調査の主な目標は、ポテンシャル

その国際協力の成功例の１つがCHAOS（オホーツク海

のある燃料として、天然（主に海底）のガスハイドレート

で の 炭 化 水 素 ハ イ ド レ ー ト 堆 積 層：Hydro-Carbon

の役割を明確にすることだ。また、何処にどれだけ広い範

Hydrate Accumulations in the Okhotsk Sea）プロジェク

囲にガスハイドレートが分布しているか理解することが必

トだ。このプロジェクトは、オホーツク海での流体排出構

要であり、どれだけの量のガスが地球全体のそれぞれ離れ

造（ガス漏出）におけるガスハイドレート形成プロセスの

たガスハイドレート堆積層に濃縮されているかを正確に見

研究を目指している。このプロジェクトのアイデアは新エ

積もる必要がある。オフショアのガスハイドレートは2×

ネルギー資源研究センターである日本の北見工業大学

10

14

15

- 7600×10 立方メートルのガス量を含有する場合が

（KIT、 庄 子 仁 氏 ） お よ び サ ン ク ト ペ テ ル ブ ル グ の

ある。海底ガスハイドレートは世界中で主要なエネルギー

VNIIOkeangeologia（V. Soloviev氏）から発表された。太

資源に替わる可能性があり、天然ガスハイドレート資源の

平洋海洋研究所（ウラジオストク）海洋地質・地球物理学

重要さを解決することは石油およびガス地質の最も現実的

部長のアナトリー・オブジロフ氏がその技術支援推進の責

な課題の一つである。

任者である。５回の探査で独特のデータセットが得られ、

ロシア海洋科学研究所北極海・世界海洋石油ガス部

これらのハイドレート堆積層におけるガス資源の評価がで

（Russian Laboratory for Unconventional Hydrocarbon

きるようになった。その作業は日本学術振興会、文部科学

Resources from I.S. Gramberg Academician All-Russian

省ならびに北見工業大学、ロシア連邦プログラム「世界の

Research Institute for Geology and Mineral Resources of

海洋」
およびロシア基礎研究基金の支援の下に実行された。

the World Ocean (I.S. Gramberg VNIIOkeangeologia)）は

この共同プロジェクトの輝かしい結果により、ガスハイド

1982年に設立された。現在のところ、本研究所はロシアお

レート研究の専門分野の多岐にわたる日ロ協力ネットワー

よび国際科学コミュニティーにより、ガスハイドレート地

クの発展にますます明るい見通しが開かれた。

質の種々の観点（地球化学、地熱、堆積学、物理化学、資

このように、共同のVNIIOkeangeologia-KIT研究の経験

源その他）を十分調査できる機関として認識されている。

が立証されたことにより、我々はガスハイドレートの研究

われわれはノルウェー、黒海、カスピ海、オホーツク海、

および関連産業の発展に関する他の日本の科学団体組織か

北大西洋（黒海淵の海嶺、カディス湾）、バイカル湖、お

らの関心を得ることが期待できる。

よび Messoyakhaガス・フィールドにおいてガスハイド
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第２セッション

オホーツク海におけるガスハイドレートとメタンフラックス
およびそこからのメタン採掘方
ロシア科学アカデミー太平洋海洋研究所
海洋地質・地球物理学部長 アナトリー・オブジロフ

図１ オホーツク海における堆積層から水中に噴出するメ
タン気泡フラックスの水中音響イメージ

オホーツク海におけるガスハイドレート・フィールドに
関する海底堆積層、地質学的あるいは地球物理学的な法則
性を知ることが本調査の目的である。堆積層からガスハイ
ドレートに連結した水柱へのメタンフラックス、およびガ
スハイドレートからのメタン採掘の可能性、そしてメタン
フラックスの環境への影響の調査を行う。
・海洋におけるガスハイドレートの探索方法
・ガスハイドレートを生成または破壊する地質学的な法
則性の研究
・関連するいくつかのガスハイドレートからメタンを採
掘する科学的基礎の確立－オホーツク海における環境
破壊のないメタンフラックス
オホーツク海におけるメタンフラックスおよびガスハイ
ドレートを研究するための地質学的あるいは地球物理学的

この地域では11のガスハイドレート・フィールドが発見

な 複 雑 な 調 査 と し て は、 ロ シ ア・ ド イ ツ（KOMEX、

された（図２）
。ガスハイドレートのメタン源のほとんど

1998-2004）、ロシア・日本・韓国（CHAOS、2003、2005-

が石油ガス堆積層の熱性のガスであり、サハリン大陸棚お

2006）の国際プロジェクト内で実施され、現在もロシア・

よびオホーツク海の大陸棚の斜面にある。

日本・韓国（SAKHALIN、2007-2012）で進行中である。

図２ オホーツク海のサハリン大陸棚に存在するメタンフ
ラックスおよびガスハイドレート（囲み地域がガスハイド
レート・フィールド、
内部の点はメタンフラックスを表す）

ガスハイドレート・フィールドの地質学的あるいは地球物
理学的特徴
世界の海洋およびオホーツク海におけるガスハイドレー
ト分布の共通する規則性がこれまでに検討された。ハイド
レートと石油ガス堆積層との関係があり、メタンフラック
スと地震音響・地殻変動の活動に関係があるという結論で
あった。ガスハイドレートの炭化水素量が調査され、大気
中のメタンフラックスおよびメタンフラックスが地球規模
の気候変動および水中生物相に与える影響が検討された。
SAKHALINプロジェクトではそれが継続され、ガスハイ
ドレート・フィールドの地質学的、地球物理学的、水中音
響およびガス地球化学的パラメータをより詳細に調査中だ。

ガスハイドレートからメタンを採掘する計画

1998年から2009年までの間に、オホーツク海のサハリン
北東大陸棚斜面に数多く（約500個）のメタンフラックス

ガスハイドレートおよびメタンフラックスからメタンを

が発見された（図１）。

抽出する際、商業的にも採算がとれるものとし、それを大
気圧まで減圧する。ガスハイドレートおよびメタンフラッ
クスからメタンを抽出する一つの方法として次のモデル
（図３）を提案する。
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メタンの気泡は多くのトラップを含むので、特別なガス

図３ ガスハイドレート・フィールドにおけるメタン気泡
のガス抽出装置

集積機を使用してガスを上昇させる。この集積機はガスが
採掘されるにつれ上昇し、船の中で満たされると船はト
ラップ毎に（例えば50トラップ毎に）ガスを受け入れ、最
後のトラップを受け入れると最初に戻る。それが繰り返さ
れる。

第２セッション

バイカル湖におけるガスハイドレートの探査研究の結果と見解
ロシア科学アカデミー陸水学研究所バイカル湖地質学グループ長

オレグ・クリストフ

バイカル湖の淡水域内のガスハイドレートについて、最
初は1980年にVNIIGAZにより、その堆積がありそうな地
域についての発表があった。そして1989年と1992年に実施
したマルチチャンネルの地震波測定探査の後、ハイドレー
トを含む水分が存在する地域の地球物理学的兆候である
BSR（Bottom Simulating Reflector、海底疑似反射面）を
バイカル湖の堆積層から得ることができた。1992年のセレ
ンガ川デルタ地域の探査結果からBSRマップが作成され、
それにより初めて8.8×1011 － 9×1012 立方メートル以内で
のガスハイドレート埋蔵量の予測分析が可能になった。
1997年に深海ガスハイドレートの最初のサンプル（立方
構造KC-1の生物起源メタンの一種）が水深1,420メートル

われわれが推進したガスハイドレート調査でも、湖底表

の湖底から 121メートルと161メートルのポイントから得

面の近くにガスハイドレートが堆積していることが分かっ

られた。1999年から2009年までの地質学および地球物理学

た。そこで得たサンプルは、生物起源メタンKC-1ハイド

活動により、バイカル湖底の４泥火山地区に14の泥火山が

レートと、発熱性のエタンと生物起源メタンの混合物

見つかり、そのうち７つの泥火山でガスハイドレートが確

KC-2ハイドレートの両方を同時に構成するものだった。

認され、１つの石油流出サイトが発見された。

2009年には潜水ビデオカメラDMA「MIR」を使用して湖
底表面に出現したハイドレーを撮影した。
バイカル湖のガスハイドレート調査から得られた多くの
経験から、大規模な基本研究の継続のみならず、現在では
ガスハイドレート堆積層表面の近くからガスを採掘する技
術を開発し、それを試験することができる。この事業は
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SB RAS（ロシア科学アカデミーシベリア支部）統合プロ
ジェクトNo.27で実行される。

第２セッション

バイカル湖の湖底表層のメタンハイドレートからのガス回収実験
清水建設㈱技術研究所主任研究員
昨年８月にバイカル湖で実施した湖底表層のメタンハイ

西尾伸也

新たな生産手法を適用したガス回収実験をバイカル湖で行

ドレートからのガス回収実験について報告する。この実験

うことにした。

は、独立行政法人科学技術振興機構の2006年度採択革新技

バイカル湖は淡水湖として唯一、メタンハイドレートの

術開発研究事業による委託を受け、清水建設、北見工業大

存在が確認されており、湖底表層には泥火山由来のメタン

学、北海道大学そしてロシア科学アカデミー陸水学研究所

ハイドレートも存在する。こうした泥火山をターゲットに

と共同で実施した。

してサンプリング調査を進め、メタンハイドレート、間隙

メタンハイドレートの集積パターンは大きく２つに分類

水、堆積土の物性評価を行うと共に、コーン貫入試験によ

される。一つは、海底や湖底の「深層」にあるメタンハイ

りメタンハイドレート層の存在、堆積深度、産状を把握し

ドレートであり、地盤内の透水性層にゆっくり時間をかけ

た。

て集積したものである。もう一つは、地盤内の断層や泥火

提案するガス回収方法を検証するため、バイカル湖の南

山に起因した下部からの急激なガス流動によって海底や湖

湖盆のサイトでガス回収実験を行った。解離チャンバーを

底の「表層」に集積したものである。深層型の場合は、僅

湖底に着底させ、湖表層のメタン溶存濃度の低い水を送水

かに温度・圧力条件を変化させるだけで平衡状態が崩れ、

しながら、チャンバー先端に取付けたウォータージェット

ハイドレートを分解させることができるが、水温の低い表

で湖底のメタンハイドレートを掘削・攪拌し、メタンハイ

層型の場合は、平衡状態を変化させるのに大きなエネル

ガス回収実験の概要

ギーが必要となる。深層型メタンハイドレート資源開発に
おいては、分解させてガス化させ、そのガスを回収する方
法が考えられているが、表層型メタンハイドレートを回収
するには、深層型とは異なる方法が必要になる。
深層型メタンハイドレートについては，過去10年以上に
亘ってその調査研究が進められており、具体的な生産手法
も検討されている。しかし、表層型メタンハイドレートに
ついては、日本近海でも確認されているにも拘わらず、ま
だ調査は進んでいない。しかし、貴重な国産エネルギー供
給源を確保するため有望と考え、パイロットスタディとし
て、メタンハイドレートを水に溶解させて回収するという
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ドレートが溶解・混合した水を揚水することによりガス化

象にしたガス回収手法の検証であり、
ガス回収効率の向上、

させ、そのガスを船上で回収した。ガス回収実験の結果、

経済性評価は今後の課題である。しかし、水域からのガス

炭化水素濃度90%以上のガスが回収でき、ガス組成、安定

回収に成功したのは初めての事例であり、国産エネルギー

同位体比の分析結果より、回収ガスの主成分はメタンハイ

供給源を確保する一つの選択肢として、表層型メタンハイ

ドレートの解離ガスであることが明らかになった。

ドレート資源開発の可能性を示すことができたと考えてい

今回の実験の目的は湖底表層のメタンハイドレートを対

る。

第２セッション

メタンハイドレード開発における地盤調査の重要性
北海道大学大学院工学研究科教授

田中洋行

従来の資源開発において地盤の強度が問題となるケース
は、大深度の石油や天然ガス開発以外においては、あまり
存在していなかった。その理由は、石炭や石油など今まで
人類が採取してきた資源は、強固な岩盤（専門用語でいえ
ば固結した地盤）に存在しているからである。しかし、メ
タンハイドレードは未固結な地盤の中に存在しているの
で、地盤の特性が大きな問題となる。
メタンハイドレードの開発において、地盤工学上問題と
なるのは、図に示すように、採取するための基地建設のた
めの基礎構築であり、もう一つは資源採取後の地盤の安定
である。特に後者は、不安定な海底地盤上に、開発が引き
金となって、大規模な海底地すべりが生じる可能性がある。
これらの問題を解決するためには、予測に必要な地盤の物

ために、土木や建築の分野では地盤調査法が発達した。し

性値を精度良く測定する必要がある。

かしながら、このように培われた技術はメタンハイドレー

未固結な地盤が問題となるケースは、これまでに主と

ド開発に、
そのまま適応できない。大きな障害となるのは、

して建設の分野であり、特に日本においては、人間活動の

水深である。資源開発以外に経済的に見て開発可能な海域

中心は平坦な場所が沖積平野に代表されるように、未固結

は、せいぜい50ｍより浅い深度である。ちなみに、人工島

土が厚く堆積している場所である。このような場所にビル

に建設された関西国際空港の水深は20ｍである。1,000ｍ

や道路を建設すると大きな沈下が生じたり、場合によって

を超える水深の海底調査を行う技術を早急に整備する必要

は地盤が破壊する。したがって、これらの問題を回避する

がある。
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国際科学技術センター（ISTC）の活動について
国際科学技術センター（ISTC） 高木優
〈設立の背景〉

の交流促進を実現します。

国際科学技術センターは、冷戦終結後、ロシア・CIS（独

パートナープロジェクトは、ロシア・CISにおける民間

立国家共同体）諸国の研究者を支援するとともに民生分野

団体の活動の活発化を受けて近年ISTCが特に力を入れる

の活動への転換に貢献する国際機関です。92年11月27日に

プログラムであり、科学技術情報（シーズ）の無料提供、

日本、米、EU、ロシアの４極が署名した「国際科学技術

プロジェクト実施の際の免税措置や税関手続の支援の他、

センターを設立する協定」に基づき、94年３月に発足し（支

プロジェクト成果に付随する知的財産権の扱いについても

援側として韓国が1998年、カナダが2004年に加盟）
、ロシ

パートナーにとって有利な制度に基づき、マッチメーキン

アに加え、アルメニア、ベラルーシ、グルジア、カザフス

グを支援しています。特に免税措置により、日本で同様の

タン、キルギス、タジキスタンの研究者への支援を行って

R&Dを実施する場合と比べて経費を削減できるほか、プ

います。

ロジェクトの実施状況についてISTCが調査し、監査も実
施してプロジェクト実施の透明性を担保します。

〈ISTCの役割〉
ISTCの活動目的は、主に以下の5つが挙げられます。①

〈日本関連の実績〉

ロシア・CISの研究者に、彼らの技術を用いて民生分野の

ロシア・CIS諸国は独自に培われたユニークな技術ポテ

研究活動に参画できるよう研究資金を提供、②ロシア・

ンシャルを有していますが、必ずしもどこでどのような研

CIS内外の科学技術の発展に貢献、③ロシア・CISの市場

究が行われているのかについての情報は十分ではありませ

経済化を支援、④ロシア・CISの研究者が世界的な科学技

んし、法制度の違い等もあり、協力活動の開始に慎重にな

術コミュニティーに参加できる機会を提供、⑤日本を含む

りがちです。このため、現在も、日本を含む多くの外国研

加盟国の大学・研究所及び民間企業等がロシア・CISの独

究機関、企業がISTCを通じて協力活動を行っています。

創的で優れた科学技術を活用できるように研究情報の提供

これまでに日本政府が支援したレギュラープロジェクトは

やプロジェクト支援を実施し、加盟する政府間、関係する

約220件にのぼり、パートナープロジェクトについては、

国際機関、民間団体等との橋渡しを行います。

20団体が約50件のプロジェクトが実施しています。ISTC
はロシア・CIS諸国の研究機関とのコラボレーションの水

〈具体的活動〉

先案内人として、今後一層、日本の大学・研究所及び民間

上記のような目的を達成するために、ISTCは各国政府

企業との協力を促進させて参ります。具体的なプロジェク

が政策ニーズの高い優良プロジェクトに出資（ファンディ

ト情報をホームページ上に公開しており、過去にISTCに

ング）する「レギュラープロジェクト」のほか、
パートナー

寄せられたプロジェクト情報をデータベース化し、キー

（民間企業等）の技術ニーズに応じて実施する「パートナー

ワード検索等により、ご関心の技術分野の情報を無料で入

プロジェクト」のプログラムを実施しています。

手していただくことが可能です（http://www.istc.ru/istc/

レギュラープロジェクトのファンディング対象分野は、

istc.nsf/va_WebPages/TechnologySearchDBEng）。また、

基礎研究、核融合、エネルギー、原子力安全、医学、電気

様 々 な 科 学 技 術 分 野 を テ ー マ と し てISTC Japan

工学、材料、宇宙・航空等広範な範囲にわたっており、加

Workshopを年５回程度開催し、ロシア・CIS諸国の研究

盟各国の専門家から構成される科学諮問委員会（SAC）

者を日本に招聘して最新の研究動向を御紹介しておりま

の審査を経て、これまでに2600件以上の研究プロジェクト

す。さらに、ISTCに所属する各分野の専門家のアドバイ

に対して総額約800百万ドルの研究資金がロシア・CIS諸

スにより、個別に研究所へのコンタクト、訪問のアレンジ

国の研究者に提供されています。このプログラムには、加

を実施しております。日本人職員２名及び日本語を操るロ

盟各国の大学・研究所に所属する専門家がコラボレーター

シア人スタッフの計４名が皆様をサポートさせて頂きます

として参加し、プロジェクトの進行に際して助言を行うほ

ので、お気軽にお問い合わせください。

か、得られた研究成果の情報・データを共有し、研究者間
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第３セッション

地域間協力：地域社会とエネルギー

基調報告１

日本の省エネルギー・新エネルギー政策
経済産業省資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部政策課長 増山壽一

エネルギーを節約することは、実はエネルギーをつくる

置、RPS法などを組み合わせて普及を促し、2005年に比べ

ことになる。化石燃料依存度を下げることとエネルギー効

て2020年に約20倍にしようとしている。さらに太陽光発電

率を上げることを組み合わせることによって、経済成長し

の電力を今の値段の約２倍で買い取る制度も11月からス

てもCO2が減っていく。省エネルギーこそがエネルギーを

タートした。
日本は京都議定書で90年比７％の削減義務を負ってい

生み、経済を強くするキーワードになる。
日本の省エネルギー政策は世界で最高水準と言われてい

る。鳩山政権はポスト京都において、2020年までに90年比

る。ロシアのエネルギー効率と比べると、日本のエネルギー

25％削減、という非常に野心的な目標を掲げた。これを達

原単位は約17分の１である。しかし日本の問題点は、家庭

成するのが私の仕事だが、日本だけがそれをやっても意味

や事務所、車の省エネが進まない。日本の省エネのターゲッ

がない。
いかに中国、
インド、
ロシアの方々が省エネルギー、

トは、いかに運輸部門と民生部門の省エネを進めるかであ

新エネルギーの開発を通じてCO2を削減するかが重要だ。

る。

2009年４月、ロシアのエネルギー省と資源エネルギー庁

このため、日本は「エネルギー管理士」を各事業所や工

との間で始めて省エネルギー対話の枠組みをつくった。日

場に義務付け、これをベースに「トップランナー方式」と

本にとってロシアは、石油・天然ガスを買うだけの関係で

いうユニークな制度を導入している。例えば、現段階にお

はなく、原子力、新エネルギー、省エネルギーにおいて協

いて最も省エネルギーの効率のすぐれた車があるとする。

力できる相手だと考えている。現在、モスクワの都市開発

それを５年後の最低基準に置いて、各社が５年以内に追い

に日本の省エネルギービルの技術を使ってもらおうと提案

付くように促していく政策だ。これがテレビ、ビデオ、車

をしている。極東においても同じような提案がなされてい

など25品目に指定されている。最近導入した「エコポイン

る。

ト制度」も、こうしたベースがあったからだ。

ロシアが省エネルギーを真剣に考え、それが成功するこ

省エネルギーはエネルギーの需要面だが、新エネルギー

とは、ロシア自身にとっても温室効果ガスの削減枠を外国

はエネルギーの供給面であり、コインの裏表になる。日本

に売れる意味においてプラスだ。省エネルギーこそが経済

では、電力会社に一定程度の新エネルギーを買ってもらう

成長をしてもCO2が減る魔法のフォーミュラの重要な要素

「RPS法（Renewable Portfolio Standard Law）
」というス

である。

キームがある。例えば太陽光発電は、補助金、税制上の措

第３セッション

基調報告２
ロシアにおけるエネルギー効率利用と省エネルギーの見通し
NTER RAO UES 極東支社副社長 アレクサンドル・オグネフ
ロシア科学アカデミー・エネルギーシステム研究所副所長 ボリス・サネーエフ

世界経済危機において、ロシア経済の安定と競争力に

2009年６月18日、メドベージェフ大統領は経済近代化・

とってますます重要な要素となってきたのがエネルギー効

技術発展委員会の会合で優先的技術発展の戦略的方向性を

率向上と省エネだ。

５つ挙げ、その中でエネルギー効率向上と省エネが最上位
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を占めた。

ネプログラムが採択されている。地方、地域の省エネ法の

2009年７月２日、エネルギー効率向上問題に関する国家

特徴は、
個別企業における省エネ開発導入を具体的に示し、

評議会幹部会拡大会議が開かれ、エネルギー効率について

省エネ促進の経済的特典や特恵措置を企業に与え、省エネ

のエネルギー国家政策を策定する上での優先課題として、

やエネルギー効率向上導入を奨励していることだ。

市町村の住宅・公共サービスや電力・水道・電力供給体系

具体的な例として、ハバロフスク地方で行われている

におけるエネルギー効率の向上と省エネルギー、イノベー

TEKR（経済調整料金制）という助成制度がある。2004年

ション技術を中心に代替燃料や近代的設備を活用したエネ

から2008年、TEKRの支援を受けたのは70以上のプロジェ

ルギー資源の生産・供給、水道事業の経済効率向上、これ

クト、総額11億ルーブル以上（TEKR助成６億2,200万ルー

らのサービス料金の上昇を抑えること、などが挙げられた。

ブル）に達した。しかしハバロフスクの規模はロシア全体

大統領がロシア政府に対して出した指示以外にも、1996

の資源節約可能性とは比べ物にならない。

年４月３日付連邦法28号・省エネ法、2002年12月27日付・

2030年までのロシアの新しいエネルギー戦略案では、専

連邦法184号・技術的規制法（修正2007年の５月１日付）

門家の評価によると、省エネのポテンシャルは36％が燃料

などがあり、最近では2008年６月４日付・大統領令889号・

エネルギー関連施設に集中し、産業部門24％、住宅・光熱・

ロシア経済のエネルギー・エコロジー効率向上のための措

水道関係18％、輸送部門13％となっている。最も有効な分

置について、などがある。

野、措置、節約の可能性は次表の通りである。

地方レベルでも、連邦法の拡大や追加として法律や省エ
Industries

Measures

Possible saving

Ferrous metallurgy

Out-of-furnace steel processing technology

Decrease energy consumption by 30-40 %

Machine building

◦New technologies
◦Increasing share of assembling
productions
◦Labor productivity grows

Decrease energy consumption by 20-30%

Chemical industry

◦Replacement of equipment
◦Implementation of new technologies

Annual decrease of electric intensity by
2%

Electric transport

◦New rolling stock
◦New equipment

Annual decrease of electric intensity by
2%

Pipeline transport fuel
(natural gas)

◦Improving the operation characteristics
of gas-pumping units
◦Consecutive connection of compressors

Natural gas consumption decreased by
5-7%
Decrease electicity consumption by 7-20%.

Heat supply system

◦Replacement of worn heat networks;
◦Application of advanced heatinsulating
and waterproofing materials of foamed
polyurethane

Two-fold decrease in heat intensity by
2030, fuel saving - 40 mln tce

Domestic sector (service
sector, residential buildings
and households)

◦Decreasing heat losses and introducing
energy saving technologies in buildings
◦Energy use accounting systems

Decrease of :
heat consumtion by 600 - 700 mlnGcal,
electricity use by 70-75 bln kWh fuel use
by 45 mln tce

また、GDP当たりのエネルギー原単位は、2009年から

ためには積極的な国家政策、実践が必要だ。

2012年までに2005年より27％下げ、20年までに約47％、30

ロシア経済のエネルギー・エコロジー効率向上措置につ

年までに約62％下げることができるとしている。火力発電

いての2008年６月大統領令889号では、2020年までにGDP

所の燃料消費率も、2009年から2012年で６％、20年までに

に対するエネルギー原単位を2007年の40％以上向上させる

10％、30年までに20％低減することが考えられている。

という野心的な課題を掲げた。これを実施するための施策

しかし、法的基盤の不整備からエネルギー効率の向上や

として、最近では2009年９月30日、経済近代化・技術的発

省エネ技術の導入が間接、直接に妨げられている。エネル

展委員会と科学技術教育評議会幹部会の合同会合で大統領

ギー効率向上の障壁は、以下の５つに分類することができ

は、公共事業、産業部門、社会福祉、住宅部門などで次の

る。モチベーションの不足、情報の不足、財源不足、運営

ようなエネルギー高効率技術導入プロジェクトを実施する

の悪さ、技術的な制約である。これらの障壁、制約緩和の

という提案を行った。
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Project

Measures

Possible saving

Count, save and pay

- providing of users the measuring of
account;
- change in consumer behavior;
- increased production of modern
measuring devices

Decrease energy consumption in domestic
and household sector by 20%

New light

- implementing new light equipment

Save 10% of electricity
generating capacity.
Reduction of light use electricity
expenses by 40%

Power efficient district

-modernization of small districts and cities;
-making of standardmechanismfor
financing energy
efficiency measures and further
implementation in all regions of Russia

Reduce municipal budget
expenses by 25%.

Power efficient social sector

- implementation of energy efficient
technology in public institutions;
- creation of typical long-term energy
service contracts

Reallocation of funds received from energy
saving in public sector

Small complex energy sector

- screening of the technically out-of-date
and economically inefficient regional
systems of energy supply;
- use of alternative solutions in small
energy complex;
- creation of standard solutions for whole
economy

Reduce fuel consumption by 20 mln tce by
2020

Innovation energy sector

- implementation of innovation projects,
related to superconductivity, use of biofuel

diversification of the fuel supply

省エネとエネルギー効率向上に関するロシア連邦法修正

エネルギー効率管理スキームにも変更が見込まれてい

について現在、議会下院で第２回審議が行われている。法

る。それによれば、地方のエネルギー政策や省エネを担当

律では、地方自治体レベルのエネルギー効率プログラムに

するのは連邦機関「ロシアエネルギー情報局」であり、そ

含まれるプロジェクト実施に国家支援策が見込まれてい

れぞれの構成主体で施策が実施されるために、省エネ・エ

る。2009年には、新しい連邦特別プログラム「2010年～

ネルギー効率向上省庁間評議会がつくられ、エネルギー資

2015年のロシア連邦エネルギー消費効率向上」の案が用意

源の生産・輸送・消費市場での主要プレーヤーの利害を守

され、この枠内でエネルギー効率プロジェクトへの資金出

り、彼らの活動を調整する。

動をすることになる。大規模エネルギー供給プロジェクト

最近、政府及び大統領によってとられている措置は、い

は地方のエネルギー効率プログラムに、小規模エネルギー

ずれもこの分野で実質的な成果を期待させるものであり、

供給プロジェクトは自治体のプログラムに含まれる。

国際的な協力において達成されることを期待している。

第３セッション

基調報告３

低炭素社会に向けた新潟県の取り組み
新潟県産業労働観光部参与 安居徹
にいがた産業創造機構（NICO）産業創造グループマネジャー 横田優治

（安居） わが国はエネルギーのほとんどを海外に依存し、

15％を供給している。

自給率は４％、原子力を加えても18％となっている。４％

日本の温室効果ガスは京都議定書で90年比６％減という

の内訳は、水力、廃棄物等だが、新潟県は国内では主要な

目標があるが、
新潟県は2006年で90年比12％増加している。

天然ガス、石油、水力の産地であり、国産エネルギーの約

分野別に見ると、家庭、業務、運輸部門からのCO2排出量
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が45％を占め、しかも基準年である90年から23％増加して

法や効率的な運用方法について検証している。

いる。

また需要側としては、農山村の多い雪国における電気自

さらに需要部門別にどのようなエネルギーを使用してい

動車コミュニティーを構築するために、電池切れ車両を救

るかを見ると、産業部門では石油・石炭・天然ガス、運輸

出するための急速充電器を搭載した電気自動車（EV）の

部門ではガソリン・軽油、家庭部門では灯油・電力・都市

開発と実証、および雪道やぬかるみで滑らないアンチス

ガス、業務部門では電力が主に利用されている。新潟県は、

リップEVの開発と実証を行っている。これをわれわれは

天然ガスの産地でもあり、産業部門や家庭部門においてガ

「助っ人EV」と呼んでいる。このようなEVは世界に類が

スの割合が、全国平均と比べ高くなっている。太陽光発電

ない。

や風力発電等の新エネルギーは新潟においては、１～２％

最後に、新潟工科大学で実施中の分散電源ネットワーク

程度である。

のレイアウトについて説明する。新潟工科大学のキャンパ

新潟県では2001年に新エネルギー導入10年計画を策定

スに太陽光発電パネル、
風力発電装置、
BDF（バイオディー

し、促進してきた。雪氷エネルギーは既に目標を越えたが、

ゼル燃料）発電装置を置き、配電盤あるいは二次電池等の

太陽光発電やクリーンエネルギー自動車は目標の１～２割

制御システムを大学院棟に設置することとしている。この

程度の達成状況だ。県としては、国や市町村、NICOなど

システムから生み出された電気をEV用充電器に供給する

と協力し、太陽光発電などの新エネルギーの導入、雪や地

とともに、学内で使用する計画だ。

熱など地域特性を生かした新エネルギーの導入、電気自動
車などクリーンエネルギー自動車の導入、さらには関連産
業の育成を図る。そして、温暖化ガス削減への貢献、わが
国のエネルギー安定供給への貢献、さらには県内産業の活
性化に貢献していきたい。
（横田） 私からは、「新潟の自然と風土を生かした分散電
源ネットワークと電気自動車コミュニティーの構築」につ
いて報告する。
この事業では、電力の供給側として太陽光発電、風力発
電、バイオ燃料によるディーゼル発電を用い、新潟の気候
風土に最適な分散電源ネットワークを構築し、その設計手

第３セッション

ロシア極東における分散型電源システムの見通し
電力バランス予測局極東支社長

ロシア極東地方の大部分は、中央の電力供給網ではカ

パーヴェル・コロフコ

受けるのも難しい。この問題の解決が必要だ。

バーされていない。中央電力システムに接続することの技

再生可能エネルギーの利用については、例えば地熱発電

術的可能性および経済的妥当性は、接続地点とユーザーを

があるが、まだあまり進んでいない。カムチャツカ地方の

隔てる距離に左右される。例えば、ロシア全体の分散型電

パウジェトカ、ムトノフスクヤ、べルフネ・ムトノフスク、

源の30％以上がロシア極東の北部地域に集中し、その中心

およびサハリン州に小規模の地熱発電所がある。小規模水

はディーゼル発電となっている。

力発電所もわずかだ。そのほかでは、チュクチ自治管区の

現在、極東の電力生産に占めるディーゼル発電所のシェ

アナディリ風力発電所の出力は2.5メガワット、カムチャ

アは12％～15％である。他の地域では、ディーゼル発電の

ツカのベリング風力発電所の出力は0.5メガワットである。

シェアは１％に満たない。ディーゼル発電所は設備の老朽

極東の分散型小規模発電システム発展の主な方向とし

化が進んでおり、高価な燃料を大量に消費することになる。

て、まず既存の電源の改修および近代化がある。さらに地

ディーゼル燃料の運搬は季節に左右される上、財政支援を

元産燃料の使用、
そして再生可能燃料の使用の拡大がある。
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ロシア科学アカデミー・エネルギーシステム研究所のデー

住民の個人預金額は約950億ルーブル（30億ドル）だ。こ

タによると、東シベリアおよびロシア極東には地熱資源総

の眠れる資金をエネルギーインフラに集中させることがで

量の８割以上、風力の約６割、小規模河川水力の約７割以

きる。

上が集中している。これら様々な再生可能エネルギー源が

３つの結論を導き出すことができる。まず、ローカルレ

ロシア東部地域では十分に利用されていない。

ベルでイニシアチブを発揮し、具体的なエネルギー関連事

ロシアの「エネルギー戦略」案は、再生可能エネルギー

業を示すことが重要だ。プロジェクトの提唱者として地元

の導入によって出力を上げることを見込んでおり、各地域

行政などが積極的に動き、それぞれの地域社会が自治体と

で関連プログラムが作成され、それにしたがって新しい再

してエネルギー効率計画を策定する。

生可能エネルギーの導入が考えられている。ロシア極東で

連邦レベルでは、この方向を発展させていくための枠組

はこの再生可能エネルギーのシェアが極東での発電量全体

や環境を整備することが必要だ。

の１％にとどまると考えられているが、一部地域ではこの

また、ルースキー島の風力発電所のように、日ロ協力を

再生可能エネルギーのポテンシャルが非常に大きく、例え

拡大し、お互いの地域社会が直接交流を行ってそれを発展

ばカムチャツカ地方では15％を占める。

させていくことが重要だ。この分野における日ロ協力の既

この方向性を発展させていくためには投資が重要だ。統

存の可能性を生かして、極東の地域社会を発展させていく

計によると、ロシア貯蓄銀行（ズベルバンク）極東支店の
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ことができるだろう。

地域のガス化－沿海地方の実例
ガスプロム・インベスト・ボストーク社ウラジオストク生産管理局長
ウラジミル・シモニョーノク

1999年にサハリン州、沿海地方、ハバロフスク地方のガ

ロフスク－ウラジオストク」
幹線ガスパイプラインである。

ス化プログラムが策定された。このプログラムの中で、ロ
シアの設計研究所と日本のエンジニアリング会社、住友商
事、東芝との協力の実績があった。日ロ間にはガスの共同
研究、共同使用についての豊富な経験が過去にあったこと
を指摘したい。
現在、沿海地方のガス化の基盤となっているのは、ガス
を採掘・輸送・供給しアジア太平洋諸国へ輸出する一貫シ
ステムの東シベリア・極東における創設に関する国家プロ
グラムである。これは2007年の９月にロシアの連邦産業エ
ネルギー省（当時）によって承認された。連邦政府はガス
プロム社をこのプログラム実施のコーディネーター企業に
指名している。このプログラムの目的は社会経済発展の進

沿海地方ガス化プログラムは、2020年までの沿海地方の

展を図り、エネルギー資源の効率を各地域で上げ、市町村

社会経済発展に関する沿海地方法で定められている。目的

のガス化を図ることである。

は、
沿海地方の消費者への天然ガスの供給、
燃料エネルギー

沿海地方では天然ガスは使われていない。液化された炭

バランスの改善、住宅・公共設備の近代化、電力供給の確

化水素ガスの割合は8.5％である。実際にガスを供給され

実化、労働・生活・環境条件の改善だが、課題は需要およ

ている住宅やマンションの戸数は117,090戸。農村地帯で

び財源の特定、ガスの確実な供給、暖房用ボイラーの設備

はわずか80,900戸。液化炭化水素の販売量は11,150トン、

更新、
ガス利用への転換システムの経済効率の特定である。

家庭用では約9,000トンとなっている。

プログラム構成は、ガスの安定供給の確保、地方自治体の

沿海地方へのガス供給の主な供給源は「サハリン－ハバ

全体のガス化、
ガス供給システムの運用自体の改善である。
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ガスプロムの研究所がこの実際のプログラムの実施を管理

スに切り替える。ガスパイプラインはウラジオストク発電

する。また財源確保もガスプロムの仕事になる。

所までで、さらにルースキー島までの支線を敷設しなけれ
ばならない。この作業は2011年に完了するだろう。

プログラムでは沿海地方の31市町村の502の居住区にガ
スを供給することになっている。特に重視しているのは、
交通機関の燃料をガスに転換することだ。ロシアの中小企
業は既に数年前から、この分野で実績のある日本企業との
提携を模索している。
ガス消費量の見通しとして、年間174億m3のガスが必要
になる。石油ガス化学工業用が100億m3、家庭用が12億m3
になる見込みである。
液化天然ガス工場とガス化学工場のプロジェクトも有望
だ。
ガス化が優先される施設としては、まずルースキー島の
施設がある。それから第２火力発電所の燃料を石炭からガ

第３セッション

ロシア極東のエネルギー供給への
コージェネ・ガスタービン装置導入の展望
極東燃料エネルギー産業発展戦略研究センター所長

ロシアではエネルギー部門は公益エネルギーとローカル

イーゴリ・スベトロフ

きる。このガス化の効果を上げるためには、極東連邦管区

エネルギーの二つに分けられる。

のローカル電力供給システムを近い将来、革新技術によっ

公益エネルギーは連邦レベルの大規模な発電所と熱供給

て近代化しなければならない。

施設から構成され、極東では株式会社エネルギーシステム・

われわれのセンターはこの問題を明確に認識し、ハバロ

ボストーク（ESボストーク）に所属する。同社は国有送

フスク市に小型・中型のガスタービン・コージェネ設備を

電網を使って市民、企業、諸施設に電力を、また熱供給ス

生産する工場を建設する計画を立てた。タービンで天然ガ

テーションの供給網を使って熱を配分している。

スを燃やして発電し、そこで発生する熱と排ガスを熱エネ

ローカルエネルギーは連邦構成主体の管轄下にあり、そ

ルギーとして使うことで、大量の電力と熱の需要を同時に

の資金で運営される。地元のボイラー施設、分散型発電施

満たすとともに、一次エネルギーの使用量を削減し、電力

設など、各町村に置かれた施設が含まれる。ESボストー

供給のための資金を削減することができる。ESボストー

クの熱併給施設がカバーしきれないところに地元自治体の

クとの競争力をもつことで、電力料金の引き下も促進でき

ボイラー施設から熱が供給される。

るだろう。

現在、極東連邦管区では、自治体ボイラー施設が4,710

このプロジェクトの実施のためのオペレーターとして、

カ所あり、その大部分が石炭あるいは重油を使っている。

有限会社ハバロフスク・ガスタービン工場建設事業会社

また、分散型発電施設としてディーゼル発電所がある。

（KGTZ）が2009年３月31日に設立された。また、関係各

地方自治体のボイラー施設の設備効率は極めて低い。ま

省庁・ハバロフスク関係機関が共同で「科学生産施設ハバ

た、ディーゼル発電所も型式が古く、老朽化が進んでいる。

ロフスク・ガスタービン工場」建設プロジェクトを実現す

これらの発電所による電力コストは極めて高く、電力料金

るための計画を作成し、ハバロフスク知事に認可された。

を高めに設定しなければならず、実体経済の発展にブレー

そこには、税制上優遇措置、ハバロフスク州からの財政支

キがかかり、住民の不満の種になっている。

援などが含まれる。対外経済銀行と対外貿易銀行は、有限

ガスプロム社の東方ガスプログラムを実現することに

会社KGTZに対して日本の国際協力銀行がローンを供与す

よって、ローカル発電の領域はすべてガス化することがで

る場合、そのローンに対して保証を与えることに事前合意
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している。さらに、イシャーエフ・ロシア極東連邦管区大

ロシア経済におけるエネルギー効率の向上は、まず住宅・

統領全権代表の斡旋によって、ハバロフスク・ガスタービ

公共事業分野において緊急課題であり、ロシア政府の最重

ン生産工場建設を、ロシア大統領直属ロシア経済近代化・

要政治課題の一つでもある。日本の皆さんがこの課題の解

技術発展小委員会の優先プロジェクト・リストに入れるこ

決に積極的にかかわってくださることが、両国の友好と善

とが計画されている。

隣関係の強化を促すことになる。
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低炭素社会における日本のガス産業の目標－中長期シナリオ
東京ガス総合企画部エネルギー・技術グループ担当課長

清水精太

化石燃料の中で最も環境負荷の小さい天然ガスの需要は

せ、燃料電池システムと太陽光発電の組み合わせなど、シ

極めて旺盛であると予測され、世界全体で年率1.6％以上

ステム全体としてCO2の削減を図っていこうというのがわ

の成長が見込まれている。しかし、日本のようなエネルギー

れわれの製品開発のコンセプトだ。

利用効率の高い国が、先に鳩山政権が表明した90年度比マ

また、利用技術だけでなく、燃料そのもののクリーン化

イナス25％という極めて野心的な目標を達成していくため

も考なければならい。
われわれは地産池消を基本とし、様々

には、天然ガスの位置付けも決して楽観視できる状態では

な種類のバイオマスからバイオガスを精製する技術開発に

ない。こうしたマクロ環境下で、2009年７月、ガス事業の

も取組み、バイオマスを保有しているお客さまに幅広いソ

中長期ビジョンが経済産業省の都市熱エネルギー部会で政

リューションを提供することを開始している。

策提言された。

最後に長期的な構想となるが、特殊な金属膜を利用し、

この「低炭素社会におけるガス事業のあり方について」

天然ガスから水素を製造する技術についても要素開発を進

は４つの方向を柱としている。１点目はコージェネレー

めている。水素エネルギー社会のイメージとしては、水素

ションシステム等の総合効率の高い熱電併給システムのさ

製造装置をローカルに配置し、天然ガス改質により水素を

らなる普及、２点目は水素社会の構築、３点目は高効率燃

製造し、水素パイプラインを通じて各需要先に供給する。

焼バーナー等の天然ガスの高度利用技術開発と普及、４点

改質時に発生するCO2は、CO2パイプラインという静脈イ

目として天然ガスと再生可能エネルギーの相互補完となっ

ンフラを通じて最終的な貯留場所へ搬送される。

ている。これらを軸にさまざまなエネルギーのベストミッ

以上の各戦略要素を統合した、未来の天然ガスを活用し

クスを図っていこうというのがわれわれのビジョンだ。

たエネルギー供給システムをわれわれは「スマートエネル

このビジョンを実現するための具体的な戦略マイルス

ギーネットワーク」と呼び、様々な機会を利用し、社会に

トーンが５つの要素から構成されている。まず天然ガスの

そのコンセプトを広めていきたいと考えている。

普及・高度利用だが、重油から天然ガスに燃料転換するだ
けで25パーセントのCO2削減になる。さらに高効率バー
ナー等を普及させるとCO2排出量はほぼ半減することが可
能で、ゼロエミッション化は荒唐無稽な話ではない。
次に分散型電源の普及・拡大だが、本年度から一般販売
を始めた家庭用燃料電池システム「エネファーム」を例に
取ると、そのCO2削減効果は従来型のシステムに比べて
45％程度にのぼる。家庭用のみならず、さまざまなタイプ
の高効率分散型電源を市場に出していきたい。
厳しい環境制約を天然ガス単体ですべて解決していこう
というのは難しい。太陽熱と高効率ガス給湯器の組み合わ
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直江津 LNG 受入基地の概要
国際石油開発帝石 LNG 受入基地建設本部シニアコーディネーター

野村和男

めてのことだと自負している。

当社は昨年10月１日、国際石油開発と帝国石油との経営
統合によって誕生した。それぞれ海外部門と国内部門を主

直江津のLNG受入基地は直江津港の東側にある埋め立

な業務分野とし、現在は世界26カ国に事業展開するととも

て地で行われる。土地約25ヘクタールは埋め立てが完了し

に、わが国最大の生産量および埋蔵量規模を有している。

たところで、その東側は中部電力上越火力発電所の基地が

国内の事業については、新潟県内の南長岡ガス田で生産

建設中だ。ガスの生産能力は、一日当たり750万立方メー

する天然ガスを、総延長約1,400キロメートルのパイプラ

トル（LNG換算で１時間240トン相当）
。LNGタンクは、

インにより沿線のガス事業会社、大口の工業用需要家に販

18万キロリットルの地上式タンク２機（将来１機増設可

売している。今まではこのパイプラインには国産のガスし

能）
。投資金額は、土地代を含めて約1,000億円。操業開始

か入っていないが、来年からはLNGの気化ガスを入れる

は2014年を計画している。

計画だ。まず来年は、太平洋側の静岡ガス袖師のLNG基
地からこのパイプラインネットワークに乗せる。さらに
2014年から、直江津のLNG基地に海外からのLNGを導入
してこのパイプラインに乗せ、供給の安定性を一層強化し
たいと考えている。
海外の主な自社プロジェクトとしては、西オーストラリ
ア沖合のイクシスプロジェクト、インドネシア領アラフラ
海のアバディ・プロジェクトがあり、二つのプロジェクト
で日本の年間LNG需要の２割相当になる。海外の自社開
発のLNGと国内のガス事業を有機的に統合する「ガスサ
プライチェーン」を単独で一貫して手がけるのは日本で初

第３セッション

議長総括
日本 GIF 研究財団特別顧問

阿部進

低炭素化社会は、啓発の段階から、具体的なプロジェク

新潟でも、例えば新潟青年会議所が「循環型社会構築の

トを進める段階に来た。この分科会で、こうした共通認識

ために」
という提言を出している。
こうしたコミュニティー

を得たのではないか。

活動が生まれたことも、啓蒙の段階から実施の段階に来て

イノベーションにとどまらず、その技術を導入し、社会

いることを物語っている。今回の会議は、これまでにない

に根付かせることが大切であり、そのための自治体やコ

具体的な情報交換の場になった。これからも、新しい段階

ミュニティーの役割が重要だ。新しい市場、新しい資源の

に入った協力、具体化に伴うさまざまな問題を、セカンド

改革に向けた価値観や社会の変化を誘導するなど、環境を

トラック的な場で議論し、解決していこうとすることが、

整えることが求められる。

この会議の目的だと考える。
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