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帰ってきたオイルシェール
〜 一世紀にわたる技術開発に飛躍の芽 〜

　世界は70ドル／バレルの高油価が続いている。発展途上国の経済成長による需給の逼
ひっ

迫
ぱく

感があるが、根
底には、「オイルピーク論」に代表される石油途絶危機感があると考えられる。数十年オーダーの中期的
には、有限である在来型石油資源が生産減退に向かうことは、紛れもない事実である。しかし、オイルサ
ンドやオイルシェールに代表される非在来型石油資源には、まだまだ開発の余地が残されている。
　日本は、20世紀前半に中国の撫順で当時の満鉄がオイルシェールからの製油を企業化した経験を持つ。
その経験を生かして、日本の1980年代の国家プロジェクトは成果を上げ、他にブラジル、オーストラリア
の実績もあり、露天掘り−地上乾留法は確立された技術と言える。
　しかし、石油危機後、1980年代に各社がコロラド州など３州にまたがる鉱床でオイルシェール開発に邁

まい

進
しん

した、世界最大のオイルシェール資源を持つ米国でさえ、1990年代の油価低迷とともに本格商業化は見
送った。
　今、油価高騰の時代を迎え、米国政府は再度オイルシェール開発に向けて動き出した。なかでも、
Royal Dutch Shell社は、地中で乾留するインシチュー（in situ）法を開発し、さらに中国吉林省への投資
を決定した。オイルシェール開発は、本格的に加速される情勢である。
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（1）　オイルシェールとは？

　古く、海や湖沼に生息していたプラ
ンクトンや藻類の死骸の一部は泥とと
もに水底に沈積し、長い年月のうちに
地中バクテリアや地熱の作用を受けて
ケロジェン（kerogen；加熱などによ
り石油または石油ガスに変化し得る固
体高分子有機物質）に変化した。オイ
ルシェールは、堆積岩中にケロジェン
が比較的高濃度（油分10％前後）で蓄
えられた堆積岩（泥岩）を言う。通常
は、４％以上のものをオイルシェール

（oil shale）に分類する。約２億年前
からの中生代（ジュラ紀、白亜紀）や
約6,000万年前からの新生代第三紀、
さらに約４億年前の古生代デボン紀に
堆積したものが多く、油母頁岩、油頁
岩とも言う。Shaleは頁岩を意味し、
書籍の頁をめくるように剥

はく

離
り

する堆積
岩（泥岩）を指している。
　このケロジェンを含む堆積岩が、さ
らに長い年月、地中深く熱と圧力を受

け、ケロジェンが変化し（続成作用）、
貯留岩（砂岩、石灰岩）に染み込んだ
液状の有機成分が石油であり、かつ石
油を通す隙

すき

間
ま

のない岩石（帽岩）に遮

られた地層構造（背斜トラップなど）
に移動・集積したものが、人類が利用
できる石油鉱床である（図1）。
　上記のケロジェンに対する続成作用

１． オイルシェールとは？

図1 石油とオイルシェールの生成過程

オイルシェールは石油生成過程の②の段階で変化が停止したものであり、堆積岩（泥岩）中
にケロジェンを含むものである。
出所：石油情報センター『OIL NOW 2001　石油はいま』



がさほど働かず、地表近くに残留した
堆積岩（泥岩）がオイルシェールである

（図１②）。したがって、オイルシェール
は比較的浅い地層（深度1,000m以浅）
に賦存するので、通常、地表に露頭が
現れている鉱床を露天掘りで採掘す
る。
　オイルシェールから粗油をつくる工
程（製油）は、比較的簡単である。オ
イルシェールを地表または地中より採
掘し、適当な大きさに破砕した後、乾
留炉の中で無酸素状態で約500℃に昇
温すると、ケロジェンが熱分解を起こ
し、その生成物が気体として蒸発して
出てくる。それを集めて取り出し冷却

（通常は水で直接冷却）したうえで、
油水分離すると粗油が得られる。この
粗油は、一般の石油と同等の沸点範囲
を持つ有機成分から成るものである。
　一方、オイルサンドは、いったん石
油鉱床が形成された地層（貯留岩）が
地殻変動で地表近くに現れて軽質油成
分が蒸発し、残留した重質油成分が砂
などといっしょに存在するものである。
したがって、オイルサンドを採掘・処
理して得られるビチューメンは高粘性
の超重質油成分が主なものであり、こ
の点では、オイルシェールから得られ
る粗油の方がはるかに軽質である。

（2）　 19世紀オイルシェール資源利

用の始まり

　オイルシェールからの製油は、19世
紀前半に、まず西欧先進国で始まった

（1838年フランス、1848年スコットラ
ンド）。次いで19世紀後半に、西欧系
の国々に広まった（1860年カナダ、同
年ロシア、1865年オーストラリア、
1881年ブラジル、1884年ドイツ）。オ
イルシェールの場合は、乾留という工
業的な手法が必要なので、このような
推移になったものと思われる（表1）。
　かつては、教会・修道院などの公共
施設で、また各家庭で夜間の照明に用
いる灯油については、海でクジラを捕

獲して得られる鯨油
に頼っていた時期が
長く続いた。しか
し、産業革命後の工
業の発達により、オ
イルシェールの乾留
という工業的な手法
で、安定して灯油を
得られるようになっ
たのである。
　中国が1929年と記
載されているが、こ
れは旧満州の撫順炭
砿で満鉄が始めたも
のである（後述）。
　なお、この表には、
各国でオイルシェー
ル製油が中断した年
も記載されている
が、1950〜60年代が
多い。これは、第二
次大戦後に石油を大
量生産する技術が世
界で普及した時期に
相当する。

（3）　 世界のオイル

シェール資源

量および分布

　 世 界 の オ イ ル
シェール資源量は、
原油換算合計約３兆
3,000億〜３兆5,000
億bblと見積もられ
ている（表2）。な
お、ここではオイル
シェールの含油量を
約40ℓ/t以上のもの
に限っている（以下、
重量を表す単位トン
をtで、また油量バ
レルをbbl、リット
ルはℓで表記する）。この３兆bblを超
える巨大な資源量は、在来型石油資源
６兆bbl強の約半分にとどこうとする

ものであり、今後は特に、無視できな
い存在になると思われる（図2）。
　国別では、米国が約２兆bblと圧倒
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表1 国別オイルシェール製油開始と中断時期

国
開始時期 終息時期 最大生産量

備考
（西暦年） （西暦年） （bbl/ 日）

オーストラリア 1865 1952 200
ブラジル 1881 Currrent 4,000
カナダ 1860 1870 100
中国 1929 Currrent 15,000 1945 年までは主に満鉄
エストニア 1921 Currrent 8,000
フランス 1838 1957 500
ドイツ 1884 1963 200
ニュージーランド 1900 1910 50
ロシア 1860 Currrent 11,000＊

スコットランド 1848 1963 4,400
南アフリカ 1935 1962 600
スペイン 1922 1966 2,400
スウェーデン 1941 1965 2,000
スイス 1915 1930 少量
米国 1986 1991 6,000

＊製油に相当する天然ガス生産
Currrent：下記レポート作成時期（1993年）において継続中の意。
出所： 米国専門家 J.E.Sinor氏レポート "Oil Shale Resource Study" 

 （石油公団1994年４月）

報告例 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
アメリカ合衆国 2,166,200 2,018,000 2,200,000
ブラジル 802,000 802,000 800,800
旧ソ連邦 112,000 112,000 115,000
ザイール 100,000 100,000 100,600
イタリア（シシリー） 63,000 63,000 35,000
カナダ 44,030 156,000 50,000
モロッコ 37,900 95,000
中国 28,000 163,000 27,900
オーストラリア 17,000 17,000 17,500
イタリア 10,000
マダガスカル 10,000 10,000
フランス 7,000 1,370
タイ 6,000 6,000
イスラエル 5,000 1,600
イギリス 3,500 3,500
スウェーデン 3,160 4,000 2,500
ドイツ 2,000 2,000
ミャンマー 2,000 2,000
ユーゴスラビア ＞ 1,540 1,540
ヨルダン 800 5,500
ルクセンブルグ 700 700
ベルギー 690
アルゼンチン 400 400
スペイン 280 280
ニュージーランド 250 250
南アフリカ 130 130
ブルガリア 125 125
ポーランド 48 48
チリ 21 20
トルコ 18 270
オーストリア 8 7
エストニア 19,000
タスマニア 20
その他 6,900
合計 3,424,000 3,584,761 3,358,200

単位：百万 bbl

表2 世界の国別オイルシェール資源量

世界のオイルシェール資源量は原油換算で３兆bblを超える。
報告Ⅰ： 含油率40ℓ/t以上；Smith, J.W.: Mineral & Energy Resources, 

23 ⑹, pp.1-18 （1980）
報告Ⅱ： 含油率42ℓ/t以上；Hoiopaine, H.; Oil Shale, 8 ⑶, p.195 （1991）
報告Ⅲ： 含油率38ℓ/t以上；Sinor, J.E.: 平成５年度石油公団オイルシェー

ル調査発表会資料
出所： 社団法人　日本エネルギー学会編『エネルギー便覧　−資源編−』

コロナ社、2004年５月



� 石油・天然ガスレビュー

帰ってきたオイルシェール　〜 一世紀にわたる技術開発に飛躍の芽 〜

TACT SYSTEM

K Y M C

（1）　満鉄のオイルシェール開発

　今年は満鉄創業100周年と聞く。こ
の機会に、満鉄が創始したオイル
シェール事業の足跡を尋ねることも意
味なしとはしないであろう。
　ここで、語り部として、佐野初雄先
生に登場頂こう。佐野初雄（以下、敬
称略）は、昭和９年、東京帝国大学工
学部鉱山学科を卒業する際、希望して
満鉄に入社した。入社後は撫順炭砿に
配属され、ほぼ一貫してオイルシェー
ル開発および製油事業に携わり、戦後
も昭和23年まで撫順炭砿に留用され、
中国側へ技術移転をした後帰国した。
現在は、東方科学技術協力会の会長を

務め、96歳の高齢ながら元気に活躍し
ておられる。なお、撫順のオイル
シェール製油は満鉄により、1930年

（昭和５年）に商用炉が稼働し、現在
も生産を続けている。
　1904〜05年の日露戦争の結果とし
て、日本はロシアより当時の東清鉄道
および撫順炭砿を譲り受けた。日本は
それらを基幹として満州経営に乗り出
すべく、1906年（明治39年）半官半民
の国策会社である南満洲鐵道株式會社

（満鉄）を設立した。なお、旧満州国
が成立するのは、後の1931年（昭和６
年）満州事変後のことである（図4）。
撫順炭砿のある撫順市は、当時の奉天

（現在の瀋陽）の東北東約50kmに位置
している。
　佐野初雄が入社した時点では、満鉄
は鉄道部門、製鉄部門、炭砿部門の三
つの現業部門を抱え、他に研究機関と
して、調査部、中央試験所を有してい
た（図5）。これら研究機関と本社は
大連にあった。オイルシェール事業に
は、中央試験所と撫順炭砿が関与した。

（2）　 20世紀前半旧満州でのオイル

シェール製油開始

　満鉄は、1909年撫順の地において
“燃える石”を発見し、中央試験所で
調査研究し、オイルシェールであると

的に大きい。２位はブラジルで約
8,000億bbl、そしてロシアとザイール
が約1,000億bblと続いている。
　次いで、イタリアのシシリー島に約
600億bbl、カナダに約400億bbl、モロッ
コに約300億bbl、中国に約280億bbl、
オーストラリアに約170億bblが賦存し
ている。他に、10億bbl以上が賦存し
ている国として、イタリア本土、マダ
ガスカル、フランス、タイ、イスラエ
ル、イギリス、スウェーデン、ドイツ、
ミャンマー、ユーゴスラビア等がある。
　このように見てくると、いわゆる非
産油国にも多く賦存していることが分
かる。これは、オイルシェールの成因

（地下の堆積でケロジェンは生成した
が、石油に至る続成作用までは受けて
いない）に関連していると思われる。
この傾向は、オイルシェール資源の世
界国別分布図にも明らかである（図3）。
この図は、1994年（平成６年）４月に
当時の石油公団が米国の専門家J. E. 
Sinor氏に委託した調査の公開レポー
ト“Oil Shale Resource Study”に拠っ
ている。
　ここで、オイルシェールの含油率に

言及する。具体的な試験法として、
Fischerアッセイ分析法がある（注：
assayは試金、鉱石分析の意）。この分
析法においては、試料100gを実験室で
乾留し、得られる油分量の試料採取量
に対する重量百分率をFischerアッセ
イ値（％）と称する。通常、Fischer
アッセイ値４％以上のものをオイル

シェールに分類する。なお、油分の比
重は約0.9なので、上記Fischerアッセ
イ値４％は44ℓ/t、すなわち、１tの
鉱石から約44ℓの油分が採取できるこ
とを表す。
　なお、米国地質調査所では、商業的
見地から含油率42ℓ/t（10ガロン/t）以
上のものをオイルシェールとしている。

2． 中国撫順で先頭を切った日本の技術

Large Oil Resources ExistLarge Oil Resources Exist

Trillions of
Barrels

Oil in Place

0

2

4

6

8

Conventional
Oil

EHO/Oil
Sands

Oil Shale

Produced

Frontier

Countries with Major Frontier Deposits

３兆bblを超える巨大なオイルシェール資源量は在来型石油資源６兆bbl強の約半量にとどこうとするも
のである。
出所： 2005年９月６日にアバディーンで行われた「Offshore Europe 2005Exhibition and Conference」

において、エクソンモービル・インターナショナルのロバート・C・オールセン氏が行ったプレ
ゼンテーション

図2 世界の石油代替資源埋蔵量と主要資源国
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オイルシェール資源は世界に広く存在し、非産油国にも多く賦存している。これはオイルシェールの成因に関連している。
出所：米国専門家 J.E.Sinor氏レポート "Oil Shale Resource Study" （石油公団1994年４月）

図3 世界のオイルシェール資源分布
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判断した。その後、当時オイルシェー
ル製油が盛んであったスウェーデン、
ドイツ、スコットランドの研究所にサ
ンプルを送り、調査・試験を依頼した。
その結果、商業的な製油に値するもの

と分かり、オイルシェール製油に向け
て満鉄社内で19年間にわたり何段階か
の試験研究を重ね、ついに1930年（昭
和５年）実用化に成功した。この間、
1914〜18年の第一次世界大戦中に英国

がドイツ潜水艦隊の海上封鎖に遭い、
海外石油の搬入に支障を来たした際、
自国内のオイルシェール資源を活用し
た事実を教訓とした模様である。
　撫順の炭田は、炭層の直ぐ上にオイ
ルシェール層があり、石炭の露天掘り
に伴い、必然的にオイルシェールを採
掘する必要があり、オイルシェールは
採炭に伴う副産物であった。そのオイ
ルシェールから、戦前の最盛期には約
50万t/年（約１万bbl/日）の粗油を生
産し、戦後中国が引き継いだ後の最盛
期（1960年頃）には約80万t/年（約
17,000 bbl/日）の粗油を生産した実績
を持つ。
　戦前、オイルシェールからの粗油は、
精製工程を経て、すべてガソリン、
ディーゼル油、潤滑油等にアップグ
レードされ、日本海軍などに納入され
た。
　このようにして、中国では、地下の
石油を汲み上げ、生産する以前に油頁
岩から人造石油を製造することにな
り、この撫順が石油産業発祥の地とな
り、撫順は石油精製の技術を蓄積して
きた。今でもその地位は揺るがず、黒
龍江省の大慶油田の原油は、パイプラ
インで撫順まで運ばれ、撫順で精製さ
れている。撫順石油化工研究院など石
油分野の研究所群も整備されている。

　ここで、参考までに、2001年（平成
13年）撫順砿務局の訪日団が来訪した
折、撫順炭砿の古文書館より関係資料
を収集して要約したものを持参してく
れたので、興味ある読者は囲み部分を
参照されたい。

撫順奉天（瀋陽）

安
東

東　部　線

西　部　線

南
部
線

南
満
線

安
奉
線

東支鉄道
南満州鉄道

上は 1930 年頃の地図である。旧満州国が成立するのは後の 1931 年（昭和 6 年）
満州事変後のことである。撫順炭砿のある撫順市は当時の奉天（現在の瀋陽）の
東北東約 50km に位置している。
出所： JOGMEC 本誌「戦争と石油（１）」（2006 年 1 月号）に掲載の地図に撫順市

並びにアジア経済研究所図書館で収集した満鉄史付図に記載の鉄道路線名
を加筆

図4 満鉄路線および撫順炭砿の位置

南満洲鐵道株式會社

調査部 中央試験所

（鉄道部門）

南満州鐵道

（製鉄部門）

鞍山製鐵所

撫順炭礦

- 採炭部門

- 頁岩製油部門

（炭砿部門）

佐野初雄が入社した時点で満鉄は鉄道部門、製鉄部門、炭砿
部門の三つの現業部門を抱え、他に研究機関として調査部、
中央試験所を有していた。オイルシェール事業には中央試験
所と撫順炭砿が関与した。
出所： アジア経済研究所図書館で収集した満鉄史資料に基づ

き著者が作成

図5 満鉄の組織概要

（引用）
　撫順が油母頁岩を利用して人造石油（注：当時、地下で自然に生成したものを汲み上げた石油に代わり、人為的ま
たは工業的に得られる石油相当品をこう呼んだ。オイルシェールからの粗油、石炭液化油等が含まれる）を精錬する
ことは、1909年に 遡

さかのぼ

る。その歴史は油母頁岩が発見されてから始まり、その後、試験研究、投資建設並びに規模拡大
を経て、今日まで発展してきた。主として以下の三つの段階に区分することができる。
　第１段階：発見と試験段階（1909年〜1927年）
　1909年に、日本は撫順において炭鉱を採掘した時に、石炭層に隣接している岩石を掘り出して捨てたところ岩石が
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燃焼することを発見した。不思議に思って満鉄中央試験所においてそれを検査した結果、岩石の中に油が含まれてい
ることが明らかになった。含油率が低く、工業利用の価値が少なかったため、そのまま放置していた。
　しかし、当時は燃料が極めて不足していて、油母頁岩に対する調査研究を間断することなく、その後も続けていた。
１年後、満鉄中央試験所により、石炭層から100〜170m高いところまでの頁岩石の中に油が含まれていて、且

か

つその品
質と含油率が岩石と石炭層との距離によって異なっていることが判明した。即

すなわ

ち、石炭層から離れれば離れるほど、
その岩石の含油率が高く、平均して5.5％に達している。1921年には、探査によって、撫順炭鉱には２億tの原油貯蔵量
があり、その採掘価値は相当高いことが明らかにされた。
　1920年〜1927年は試験段階であった。
　1921年に撫順炭鉱は10万日本円を投資して、100tのオイルシェールをスウェーデンとドイツに送り、試験を依頼した。
1924年にまた、500tのオイルシェールをイギリスのスコットランドに送り、乾留試験を行ってもらった。いずれの試験
でもよい結果を得た。1925年の５月には大連において、各界の専門家を集めて会議を開いた。乾留の生産方法を改善
し、イギリス式の外熱式炉型から内熱式炉型に変えることになった。そして乾留炉と発生炉の二段に分けて、発生炉
のガスで加熱したり、熱を循環供給したりする技術を採用することを決めた。その後、小規模の実験を行った。同年に、
撫順炭鉱鉱長である梅野実らが撫順化学工業所ガス工場の一角で、オイルシェール処理10t/日の処理能力の内熱式炉を
作ることを決めた。その試験結果は良好だった。翌年、同40t/日の処理能力の試験炉を設計したが、その効果も理想的
だった。大量の理論研究と試験を基にして、一定規模の建設計画をたてて投資生産をする時期は熟してきた。
　第２段階：炉を建設し、工業生産する段階（1927年〜60年代初期）
　1927年10月に、日本政府は炉の建設を批准し、投資して生産することを決定した。1941年までに前後して石油一工
場（元西製油工場）と石油二工場（元東製油工場）を建設した。
　１、石油一工場について
　この工場は1928年に建設が始まり、1930年に完成した。50t/日の油母頁岩を処理する能力を持つ炉を80基建設した。
破砕、蒸留そして石

せき

蝋
ろう

製造などの職場があった。1933年に、撫順製油工場の工場長である大橋頼三は設備を改造する
ことを決めた。すなわち、頁岩処理能力50t/日を100t/日に増加し、年間人造石油生産量を７万tから14.5万tに拡大した。
これと同時に、撫順西露天掘りの油母頁岩の採掘深さを220mから350mまで深くした。また、日処理量150tの試験炉を
作り、試験の結果、実際には日処理量170tに達していた。1936年４月に第二次設備拡張を実施し、この工場の人造石油
の生産量は年間30万tに達した。当時の日本国内における年間石油生産量より５万tも多かった。
　1945年８月以降、この工場の生産は大きな破壊を受けたため、1948年までに人造石油を２万tしか生産しなかった。
　1948年に撫順が中国共産党により解放され、1952年までにこの工場は総計22.6万tの人造石油を生産した。それを全
部ガソリン、ディーゼル油、石蝋及び潤滑油に加工した。
　２、石油二工場について
　1941年に日本海軍部が投資して石油二工場を建設した。ガソリンと海軍軍艦用ディーゼル油生産を主目的にし、副
産物として硫安を作るためであった。計画した生産量は年間50万tであった。その後、潤滑油工場が新たに建設された。
　1945年に日本が敗戦するまで、年間19.2万tを生産することができる乾留炉を１炉団20基ずつ３炉団建設し、局部に
おいて試験運転をした。第１炉団は試験運転を経て、生産に移った。第２炉団は試験運転までしたが、故障で生産停
止した。第３炉団も問題が発生し、正常に稼動できなかった。それでも、常圧装置や再蒸留の管式加熱炉、コークス
連続生産装置、ガス成分分析装置、潤滑油、硫酸および触媒工場などをほぼ完成した。
　1945年８月以降、この工場は大きな損害を受けた。
　1948年に撫順が解放されてから、1954年までに鉱石処理、変電所、水源地、ボイラなどの生産補助装置を建設し、
1955年までに17.1万tの人造石油を生産した。
　上記の二つの工場は1959年までに、合計年産72万tの人造石油、９万tのガソリン、18万tの硫安を生産し、世界の最
高水準に達した。中国唯一の人造石油の生産基地となり、世界最大のオイルシェール工業基地の一つになった。
　第三段階：砿区におけるオイルシェール煉油工場の建設
以下、略

（引用終り）
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（3）　撫順での佐野初雄の活躍

　1934年（昭和９年）撫順炭砿に赴任
した佐野初雄は、鉱山技師として、ま
ず採炭用露天掘りおよび坑内掘りの拡
張計画作りに従事し、次いで1936年（昭
和11年）より石炭およびオイルシェー
ル露天掘りの拡張計画作成に携わっ
た。その中で、中小河川の流れを変え
て、古城子露天掘りと楊柏堡露天掘り
を併合し、西露天掘りを形成した。こ
れが後に「東洋一の露天掘り」と謳

うた

わ
れるものになる（現在深さ約450m、
東西約６km、南北約２km）。
　またオイルシェール専用の東露天掘
りを開発し、東製油工場を計画し、建
設に従事した（図6）。
　撫順炭田は、石炭埋蔵量約10億tと
言われる。西露天掘りでは炭層の厚さ
が120mあり、選炭場付近から傾斜し
て深くなっているが、その上約30mを
隔てた上層に約100m厚さのオイル
シェール層が並行して堆積しており、
採炭するにはオイルシェール層を剥離
する必要があった（図7）。このよう
にして、必然的に副産するオイル

シェールから製油できることは一石二
鳥であった。
　当時の撫順オイルシェール製油工場
は、オイルシェール処理量200t/日前
後の乾留炉を約100基備え、人造石油

（粗油）を約30万t/年生産していた（図8）。
この写真は、2001年（平成13年）１月

にわれわれが撫順に出張した帰途、日
露戦争当時の旅順戦跡を見学した際、
激戦地二○三高地の次に訪れた水師営
の会見場（日本側乃木希典大将とロシ
ア側ステッセル将軍）において土産品
として購入した「旅順戦跡」なるA5
版横綴じ厚さ約１cmの写真帳のなか

上図は昭和 53 年に満鉄撫順会で佐野初雄が講演した時の資料である。西露天掘りにおいてオイルシェー
ル層は炭層の上数十メートルを隔てた位置に存在し、採炭時にはオイルシェールが副産した。
出所：満鉄撫順会大会（昭和 53 年）佐野初雄氏講演資料

1.現在の撫順炭砿

古城子露突掘

佐野初雄氏講演要旨抜萃
満鉄撫順会大会（昭和53年）にて

エキスカベーター

選炭場

（撫順炭田埋蔵炭量）
日本時代　概算　9億5千万屯
現在　中国側で14億5千万屯
と公表しております。

旧撫順中学
表土

終戦時の終掘予想点
（その後中国側のボーリングで炭層は、歪曲して
遥かに離れて、地表近くにまであることが判明した。）

-400ｍ
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在

図7 撫順炭砿の炭層とオイルシェール層
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石油一工場はかつて西露天掘り坑の北側にあった。石油二工場は東露天掘り坑東側の「東製油」である。同坑南側の「新設製油」は戦後建設されたもので、
今でも稼働している。縮尺は概略
出所：佐野初雄氏提供資料

図6 撫順炭砿平面図
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の１頁である。
　なお、撫順人造石油工場の製品

（ディーゼル油）は、1941年（昭和16年）
12月８日に敢行された真珠湾攻撃の
際、潜水艦の燃料に使われ、勝ち戦で
あったゆえか、海軍の担当将官がわざ
わざ礼を言いに現れたという。
　ところで、佐野初雄の私事にわたる
ことであるが、1937年（昭和12年）４
月29日天長節の嘉日に炭砿倶楽部の２
階大広間で佐野は華

か

燭
しょく

の典を迎えた。
新婦は、東大鉱山学科および満鉄で数
年先輩になる人物の妹であった。な
お、上記炭砿倶楽部は現在、撫順砿務

局の迎賓館である撫順賓館となってお
り、2001年（平成13年）３月にわれわ
れに同行して撫順賓館に宿泊した佐野
は、感慨深いものがあったようである。

（4）　満鉄法（撫順炉）の内容

　撫順炉は、当初横断面が矩
く

形
けい

の炉で
あり、炉内のバーナーで外部燃料を燃
焼して高温ガスを作りオイルシェール
を乾留する形式であったが、これでは
オイルシェール中の残留炭素が利用さ
れず、乾留温度の制御も難しかった。
　次に、円筒形の炉が開発された。こ
の炉では、炉内が上下２段に区分され、

残留炭素を下部で燃やして高温の乾留
ガスとして上部に送り、オイルシェー
ルを乾留する方式であった（図9）。
200t/日の円筒炉の操業では、オイル
シェール処理230〜250t/日、装入粒度
12〜125mm、油収率70〜75％、乾留
温度550〜600℃、粗油生産40〜45kg/t、
乾留ガス量300〜350㎥/tなどの実績が
ある。

今でも現地でこの写真とほとんど同じ形の乾留炉群が稼働しているのを見ることができる。
出所：2001年１月旅順観光地で著者が購入した写真帳「旅順戦跡」の１頁

図8 戦前の撫順炭砿オイルシェール乾留炉群（右上円内）
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75℃

ブラスト 87℃

ガス 550℃
頁岩 350℃

ガス 636℃

熱ガス
500℃

180トン乾留炉

シャフト炉であり、上下 2 段に分かれている。油
頁岩鉱石は炉頂部より装入され、炉底部より排出
される。鉱石は炉上半部で乾留され、油分は冷
却・油水分離されて粗油（製品）となる。乾留後
の鉱石は下半部で残留炭素が燃焼して発熱し、高
温ガスを形成するので外部燃料は不要。その高温
ガスが炉上半部に上って乾留に必要な熱を供給す
るが、同時に、含まれる酸素が油分を燃焼消耗す
るので、油収率は低い。
出所： 日本国家プロジェクト開始時に旧満鉄撫順

炭砿頁岩製油関係者提供の資料

図9 満鉄法撫順炉の概要

（1）　 20世紀後半日本オイルシェー

ル開発国家プロジェクト

　日本は、1970年代に２度にわたるエ
ネルギー危機を経験した。これを契機
として、在来型石油代替エネルギー資
源としてオイルシェールの利用が浮上
し、1981年（昭和56年）、当時の通商
産業省資源エネルギー庁、ならびに石
油公団の主導のもと、民間企業36社（鉄

鋼、重機、プラント・エンジニアリン
グ、資源採掘、セメント、石油精製、
商社等）が参集し、日本オイルシェー
ルエンジニアリング㈱（Japan Oil 
Shale Engineering Co., Ltd.； 略称
JOSECO）が設立された（図10）。こ
のように、戦後日本におけるオイル
シェール技術開発は、国家プロジェク
ト（国プロ）による研究として始まっ

た。
　1981年に開始された研究開発は、そ
の後、ベンチプラント試験、パイロッ
トプラント試験、さらにそれら成果の
評価、データ蓄積等データベース化と、
約10年間にわたり段階的に進められた

（図11）。
　オイルシェールが採り上げられた背
景には、次のような見方があった。

3. オイルショック後の技術開発
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・ 石油資源への高い代替性がある
・ 石油資源に匹敵する資源量がある
・ 石油に比べて、探鉱段階における

リスクが小さい
・ 他の代替エネルギーに比べて、日

本の各産業界が保有する技術力、
技術開発力を生かしての技術開発
が比較的容易に行える

・ 一方、固体状態で存在し、かつ含
油率が低いため、大量の鉱石の採
掘・ハンドリング、また乾留炉の
操業、さらに廃シェール処理、環
境に及ぼす影響等を考え、広範囲
な分野の技術を総合する必要があ
り、日本が得意とする開発分野で
ある

　第１期の基礎研究段階では、調査研
究費約40億円はほぼ全額国庫負担（石
油特別会計の委託費）で行われ、第２
期のパイロットプラント研究段階は所
要約115億円の75％は国庫負担（石油
特別会計の石油開発技術振興費からの
交付金）、残り25％は株主の負担によ

り賄われた。
　初期の構想段階では、当
時の担当国研である工業
技術院資源環境技術総合
研究所の当該部門の研究
者に加えて、旧満鉄撫順炭
砿の頁岩製油関係者（当時
日揮㈱副社長森川清や佐
野初雄を含む）も顧問団と
して参画した。
　なお、当時、本件は新エ
ネルギー技術開発の重要
テーマとして注目された
大規模国家プロジェクト
であっただけに、参画民間
企業各社からそれぞれ多
数の技術者が参集したが、
その後プロジェクトの終
了とともに四散した。
　ただ、当社には当時のJOSECO技術
者のうち２名、すなわち、片山力（当
時、新日鐵勤務）、松江正人（同；
JOSECO解散処理まで担当）が残り、

後年二人は筆者とともに中国撫順鉱務
局頁岩煉油廠拡張F/S業務に携わるこ
とになる。
　ベンチプラント段階では企業３社が

研究開発段階 （S.56)
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

（H.1）
1989 1990 1991 1992 1993

第1期
基礎的研究調査

第2期

第3期
情報収集・蓄積

基礎性状研究
採掘・破砕技術研究
システムの技術検討
乾留基礎
－ベンチスケールテスト
環境保全技術研究

基本設計

詳細設計

建設

要素運転

連続運転

解析評価

情報収集・データ蓄積

パイロット・
プラント研究

図11 国プロのオイルシェール開発研究経過

通商産業省

資源エネルギー庁

石油公団

日本オイルシェールエンジニアリング（株）

技術委員会

-乾留部会　等

（民間企業）

36社
注）その後、合併を経て34社に

パイロットプラント
（新日鐵八幡製鐵所構内）

（国研）

工業技術院

資源環境技術総合研究所

（顧問団）

旧満鉄撫順炭砿

頁岩製油関係者

図10 日本国家プロジェクト（国プロ）の組織概要

出所：著者作成

出所：オイルシェール開発について、日本オイルシェールエンジニアリング株式会社、平成５年３月
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それぞれ独自の方式を提案したが、最
終的にパイロットプラントの方式とし
ては、新日本製鐵㈱（新日鐵）提案の
製鉄における高炉（頂部より鉄鉱石と
コークスを装入）に似た竪型のシャフ
ト炉が採用された。そして、パイロッ
トプラントは、新日鐵八幡製鐵所の構
内にある若松地区石炭貯留ヤードに建
設された（図12）。オイルシェール製
油は、乾留炉にオイルシェールという
固体の原料を装入する点において、鉄
鋼業に類似の環境にあると言える。
　乾留炉は横断面が矩形ではあるが、
上下２段に区分されたものであり、基
本的に満鉄の撫順乾留炉に類似してい
た。ここでは、国プロの成果を用いて
設計した撫順砿務局向け（後述）頁岩
製油乾留炉および付帯設備の図を示す

（図13）。すなわち、オイルシェール
は炉頂より装入され、上半部において
高温乾留ガスにより約500℃まで加熱
され、ケロジェンが変化・蒸発する。

この油分蒸気は炉
内から導出される
乾留ガスにより搬
送され、冷却塔へ導
かれて回収・冷却さ
れ、油水分離を経て
粗油となる。これ
がこの乾留プラン
トにおける製品で
ある。
　この油分を排出し
たオイルシェール
は、未だ残留炭素を
含んでいるので、炉
の下半部において吹
き込まれた空気で燃
焼して約1,000℃の
高温を形成するとともに、半量以上の
残留炭素は吹き込み空気に添加されて
いた水蒸気と反応し、
C＋H2O → CO＋H2（水性ガス反応）

なる反応を経て燃料ガスとなり、炉外

に導出される。この燃料ガスは専用の
燃焼炉で燃焼し、次いでその燃焼ガス
の熱は熱交換器を通じて冷却塔より
戻った乾留ガスに与えられ、その高温

（約500℃）の乾留ガスは再び炉上半部

公称処理 300t/ 日のパイロットプラント 1 基が日本オイルシェールエン
ジニアリング㈱（JOSECO）により新日本製鐵㈱八幡製鐵所の若松石炭
貯留ヤードに建設され、1987 年から 2 年間試験操業を行った。
出所： オイルシェール開発について、日本オイルシェールエンジニアリ

ング株式会社、平成５年３月

図12 国プロのパイロットプラント

廃シェール

500℃

1,000℃

ガス化ガス

ガス化
ゾーン
ガス化
ゾーン

乾　留
ゾーン
乾　留
ゾーン

燃焼炉
空気

空気

熱交換器

副生ガス

副生ガス

排ガス

装入シェール

熱回収設備 油回収設備乾留ガス化炉

乾留ガス

乾留ガス

冷却塔

油水分離器

環境対策設備

粗油タンク

排水処理設備

排ガス処理設備

ガス化供給ガス

工業用水鉱石破砕設備

破砕整粒

整粒シェール

鉱石ヤード

コンベア

C+H2O→CO+H2

 

図13 JOSECO方式オイルシェール乾留炉および付帯設備一式

若松パイロットプラントにはこれらの設備一式が建設された。
出所：株式会社日鉄技術情報センター資料
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に導入され乾留に用いられる。この仕
組みにより、この方式の乾留炉では外
部から燃料を供給する必要がなく、操
業を続けることができる。
　満鉄法（撫順炉）では、乾留炉下半
部の酸素を多く含む燃焼ガスを直接炉
上半部に送り込んで、乾留で得た油分
を燃焼消耗していたので、鉱石からの
油 収 率 は 6 0 ％ 台 と 低 か っ た が 、
JOSECO法では上下の炉内ガスを厳密
に分離し、上半部は乾留、下半部は鉱
石残留炭素のガス化（燃料ガス製造）
に機能分離することにより、油収率を
大幅に向上することができた（下記）。
　パイロットプラントの乾留炉容量
は、オイルシェール処理量公称300t/
日であったが、実際には約250t/日レ
ベルで操業した。1987〜88年（昭和62
〜63年）の２年間試験操業を行い、う
ち100日間は連続操業を実施した。原
料はオーストラリアのコンドル鉱石

（油分約６％）、中国の茂名（マオミン）
鉱石（同10％）を使用し、油収率約
100％を達成した。省エネルギー、環
境面でも良好な成績を上げた。1986〜
88年（昭和61〜63年）にかけて、北南
米、オーストラリア、中国およびモロッ
コ等から合わせて14の視察団が来訪し
たが、異臭が全くしないため、このプ
ラントは本当に稼働しているのかとの
質問が出る状況であった。
　他に、鉱石破砕の過程で、ある程度
の粉化は避けられないので、それら粉
状鉱石を流動床炉で燃焼するシステム
も検討され、実験炉操業の過程でボイ
ラー加熱用などに十分使用できること
が確認された。
　この国家プロジェクト研究は、パイ
ロットプラント試験までのデータを解
析評価して、1990年（平成２年）に終
了した。ただ、その時点では、国際原
油価格が低迷しており、残念ながら開
発した技術を商業的に活用しようとす
る企業が現れず、結局日本オイル
シェールエンジニアリング㈱は解散、

上記パイロットプラント設備も解体・
撤去されるに至った。しかし、その技
術は、約六十数件に達する出願特許と
して、また膨大な報告書および図面類
として、またパイロットプラントの設
計・操業に参画した技術者・オペレー
タが保有するノウハウとして残った。
ただ、その後、関係者は四散し、また
時間も経過したので、国プロで得られ
た知見を生かすには、再度の準備が必
要と思われる。

（2）　 撫順砿務局頁岩煉油廠拡張案件

の検討

　2000年（平成12年）４月頃、当社は、
若松パイロットプラント操業当時熱心
に見にきていた中国撫順のオイル
シェール事業拡張F/Sを、当時の国際
協力銀行新制度「輸出案件発掘・形成
調査業務」の中で行うことを考えた。
　まず、松江正人が撫順へ飛んだ。そ
の際、日本オイルシェールエンジニア
リング㈱時代にご指導を頂き、また撫
順側への連絡ルートを持つ佐野初雄に
同行頂いた。
　松江正人が撫順砿務局を訪れてみる
と、同砿務局が頁岩煉油廠の増設を真
剣に考えていることが確認できた。現
在稼働している「撫順炉」は油収率が
約63％と低いこともあり、これを日本
JOSECOプロセスで約100％に高める
ことを目標として、国際協力銀行への
提案書を作成・提出したところ、2000
年（平成12年）10月に採択の通知を頂
いた。
　この間、日本側の業務実行体制とし
ては、つくば資源環境技術総合研究所

（資環研）のご指導を頂きながら、プ
ロセス設計と総合まとめ業務を当社が
行うこととし、設備設計と見積もりを
新日本製鐵㈱プラント事業部（実務は、
日鐵プラント設計㈱が担当）と新日鐵
化 学 ㈱ に 依 頼 し 、 ま た 資 環 研 の
Fischerアッセイ分析装置を拝借して
模擬乾留を行ったうえで、乾留油など

の分析をする業務を㈱新日化環境エン
ジニアリングに実施してもらうことに
した。また財務評価面などで三井物産
㈱化学プラント部（後、プロジェクト
第一部）に参画してもらうことにした。
最終段階では石油資源開発㈱にもご参
画を頂き、撫順のオイルシェールの現
状を評価して頂いた。なお、当社業務
では、若松パイロットプラント時代の
経験者である新日本製鐵㈱および新日
鐵化学㈱のOBに応援をお願いした。
　撫順砿務局側には、日中共同研究と
して取り組んで頂いた。実務は主に同
砿務局設計院の呂品院長以下が担当し
たが、全体を一貫して同砿務局の「転
産」担当副局長である劉生強副局長が
見ておられた。転産は産業転換を意味
し、撫順の炭砿が約百年間石炭を採掘
した結果、東洋一の露天掘りと言われ
た西砿の石炭埋蔵量が残り少なくなっ
たので、石炭中心から脱皮して、今後
は油頁岩を主軸とする事業で発展しよ
うというものである。具体的には、油
頁岩の豊富な東砿を坑内掘りから露天
掘りに切り替えて、石炭とともに油頁
岩を効率的に採掘する体制を整え、頁
岩煉油廠を拡張するとともに、油頁岩
を破砕する際に必ず発生する頁岩粉を
燃焼して発電する発電所を建設し、廃
頁岩を利用するセメント工場を増強す
るなどであった。煉油廠拡張は、粗油
生産現状９万t/年（乾留プラントの年
間 操 業 日 数 を 3 3 0 日 / 年 と し て 、
1,900bbl/日）に増設24万t/年（5,100bbl/
日）を加えて拡張後33万t/年（7,000bbl/
日）へというものであった。当時、頁
岩油は作れば売れる状況であり、価格
も国際原油価格並みであった。これ
は、中国政府の環境政策（2000年４月
の大気汚染防止法改正で、「第三章 石
炭燃焼による大気汚染の防止」が強化
された）で、事実上大都市での石炭直
焚きが禁止される方向となったゆえ、
中小の工場を含めて燃料を石炭から油
に切り替えるところが多かったためと
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考えられる。
　資源面では、撫順砿務局設計院より
入手した同砿務局地測処の資料によれ
ば、1999年末現在で撫順砿務局が保有
する油頁岩の地質埋蔵量は全体で約35
億tであり、うち西砿に約10億t、東砿
に約25億tある。また、露天掘りを前
提とした場合、地表より地下390mま
での可採埋蔵量は約７億tである。こ
の露天掘り可採埋蔵量は、頁岩煉油廠
の既設設備（粗油生産能力９万t/年）
と新設予定設備（粗油生産能力24万t/
年）を合わせた所要オイルシェール
850万t/年を約82年間賄うことができ
る。
　国際協力銀行への報告書提出期限で
ある2001年（平成13年）３月までの約
半年で、日本側が３回訪撫し、中国側
が１回来日した。2000年12月と2001年
１月の訪撫時は、氷点下10〜20℃の雪
のなかで現場見学を行った。昔の炭砿
従業員倶楽部が現在砿務局賓館になっ
ており、そこで宿泊し、会議も行った。
昔の炭砿本事務所が現在も撫順砿務局

（名称は局であるが、実態は公司であ
る）の本社として使われていた。撫順
砿務局側の名刺を見て佐野初雄は、「撫
順砿務局のマークはその中央に軌条の
断面が描かれており、満鉄のマークに
酷似している」との感想であった。
　砿務局側の2001年（平成13年）２月
来日の際、劉副局長を団長とする訪日
団は、日本JOSECOプロセスの技術基
盤である新日本製鐵㈱八幡製鉄所の高
炉（基本的にシャフト炉であり、炉頂
部から鉄鉱石とコークスを装入し、炉
底部から溶銑を得る）、新日鐵化学㈱
九州製造所戸畑事業所の油回収塔

（コークス製造時の副生軽油用）など
を見学し、つくば資源環境技術総合研
究所を訪ねて最近の研究状況の解説を
聴き、本調査業務を主管する国際協力
銀行を表敬訪問し、また三井物産㈱や
石油資源開発㈱を訪問した。
　撫順砿務局の頁岩煉油廠で現在稼働

している乾留炉は、
1991〜95年に再建さ
れたものであるが、
基本的に満鉄法を踏
襲している。その外
観も、戦前の写真（図
8）に酷似している

（図14a）。頁岩処
理100t/日の乾留炉
を20基×３炉団計60
基設置し、頁岩処理
6,000t/日で約９万t/
年の粗油を生産して
いる（図14b）。た
だ、環境面の配慮は
やや足りないよう
で、現場では乾留炉
上部から多量の煙が
噴き出し、かなりの
異臭（コールタール
に似た匂い）を放っ
ていた。
　F/S最終段階の財
務評価は、撫順砿務
局設計院が中国流の
やり方（化学工業で
の基準：内部収益率
12％以上）で行い、
その結果を三井物産
㈱がレビューして完
成した。その結果
は、撫順砿務局が販
売する人造石油の価
格（注：ほぼ国際原
油価格に類似の水
準）が当時の最高水
準約30$/bblをかな
り上回って売れれば
はじめて成り立つと
いうものであった。
したがって、残念な
がら、撫順砿務局と
してはこのF/S結果
を採用するには至ら
なかった。

戦前の満鉄法そのままに再建されており、環境配慮が足りず炉上部から
多量の煙が噴き出し、かなりの異臭を放っていた。
出所：筆者撮影、2001年１月

図14a現在の撫順鉱務局頁岩煉油廠乾留炉群

右側から人が指さす樋（とい）を赤黒い粗油が流れている。
出所：筆者撮影、2001年１月

図14b現在の撫順鉱務局頁岩煉油廠油水分離後の粗油

全国的に散在するが、右下の①が同国南部 Parana 州を中心とする Irati
鉱床。
出所：Petrobras 社オイルシェール資料

図15 ブラジルのオイルシェール鉱床
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　ただ、後日、中国国務院の煤炭工業
部（注：日本政府の省に相当）が、国
際協力銀行に対して、「撫順側と他国
企業との共同検討にも利用させてほし
いので、今回F/S報告書の一部を開示
してほしい」との要望を伝えてきたの
で、同銀行へ報告書の前半を開示可能
範囲として提案した。
　なお、撫順鉱務局は民営化の一環と
して、2001年頃改組し、本体は撫順砿
業集団有限責任公司となった。

　このへんで、他の世界オイルシェー
ル拠点の２カ所を一覧する。

（3）　 ブラジルPetrobras社のIrati

鉱床とPetrosix法

　長い間石油が未発見であったブラジ
ルでは、オイルシェール開発に注力し
た。幸い、同国では全国的にオイル
シェールが賦存し（図15）、とくに南
部Parana州のIrati地層は露天掘りで
採掘できる鉱床の一つである（油分約
８％）。

　ブラジル国営石油公社Petrobras社
では、Parana州Sao Mateus do Sul市
に本拠を置くオイルシェール産業監理
局（SIX）が1950年代初めより開発を
開始し、65t/時原型炉プラント（UPI）
を経て、1991年にオイルシェール処理
約7,800t/日の工業モジュール（MI）
を稼働させ（図16）、今日まで継続し
ている。この方式をPetrosix法と称し
ている。上記MIは横断面が円形であ
り、その直径は11m（36フィート）、
高さ約50mの世界最大のシャフト炉型
オイルシェール乾留炉である。そのプ
ロセスは、露天掘りで採掘したオイル
シェールを破砕・篩

ふるい

分けし、握りこぶ
し大の塊状鉱石（最大粒３インチ

（76mm）から最小1/4インチ（６mm）
まで）をシャフト炉頂部より装入し、
廃シェールは露天掘り跡に返すという
流れである（図17）。その間、シャフ
ト炉下部へは戻り乾留ガスが導入され
て廃シェールの熱を回収して予熱さ
れ、シャフト炉中部へは戻り乾留ガス
が外部加熱された上で導入される（図
18）。すなわち、Petrosix法において
は、乾留後シェールの残留炭素を利用
することはしないので、外部加熱用燃
料が必要である（オイルシェールを乾
留して得た油分の一部を燃焼）。
　シャフト炉上部から導出された乾留
ガスは、除塵・水冷された後、コンデ
ンサ（凝縮器）で軽質油が回収される。
コンデンサから出るガスは、H2S除
去、ならびに軽質ナフサおよびLPG回
収のために処理される。コンデンサで
捕集された幾つかの分留油より成る油
は、混成油を形成する。シェール油の
処理は遠心分離と濾

ろ

過
か

を含み、固形物
と水分を除去して、次段階の精製に向
けて油質が調整される。次いで、油製
品は２成分、すなわち、ナフサおよび
重質油に分留される。
　これらMIの製品である粗油4,000 
bbl/日は、すべてParana州都Curitiba
市にある石油精製プラントへ送られ

る。そこで、ナフサ成分はFCC設備で
処理される。上記分留時の底部成分も
やはり精製プラントへ送られ、燃料油
を希釈するために用いられ、産業各部
門へ直接、特別な燃料油として販売さ
れる。
　財務面では、Petrobras社がその40
周年記念として1993年に発表した論文

“Petrosix - An Update”によれば、
「1993年６月に、オイルシェールから
の粗油は22.5$/bblで生産され、目標値
を達成した」との記載がある。
　環境面では、Petrobras社は、本技
術開発における工業的活動のすべてが
環境面で受容可能な操業を確保するよ
うに計画し、実行しているとのことで
ある。露天採掘に起因する環境面の影
響は、植生破壊、肥

ひ

沃
よく

土壌の喪失、地
下水および表層水の変質であり、そし
て最終的には野生の生き物は移動して
いなくなるというものである。同社
は、学術的かつ科学的な研究に基づい
て採掘地域を修復する技術を開発しな
がら、また環境面のバランスを回復す
るように、良心的な努力をしてきた。
これまでに、完全に再生された土地は
200ヘクタールに達している（図19）
と上記論文で述べている。この背景に
は、オイルシェールが乾留を通じて植
栽面で無害化される事実が寄与してい
ると考えられる。
　国際協力銀行−当社の撫順砿務局頁
岩煉油廠拡張F/Sの後、同砿務局は、
ブラジル技術の導入を検討し、2001年
夏頃Petrobras社と協議していたが、
現在に至るまで実現していない。その
状況は、2002年（平成14年）３月当社
に立ち寄ったPetrobras社Oil Shale 
Industrialization Plantの研究開発マネ
ジャー桜井敏雄エリオ氏より聞いた
が、技術協力の対価が撫順鉱務局が負
担できる限度を超えて高額であるよう
に思われた。

同 Petrobras 社 が 1991 年 に 操 業 開 始 し た
Petrosix 法乾留炉の工業モジュール（MI）。オ
イルシェール処理約 7,800t/ 日で、粗油約 4,000 
bbl/ 日を生産する。
出所：Petrobras 社オイルシェール資料

図16 ブラジル国営石油公社の
シャフト炉
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図17 Petrosix法におけるオイルシェールの流れ

露天掘りで採掘したオイルシェールを破砕・篩分けし、握りこぶし大の塊状鉱石をシャフト炉頂部より装入し、廃シェールは露天掘り跡に返す。
油製品はナフサと重質油に分留される。
出所：Petrobras 社オイルシェール資料

（4）　 オーストラリアSPP/CPM社

のStuart鉱床とATP法

　オーストラリアのQueensland州北
東部の海岸線には優良なオイルシェー
ル鉱床が存在する。北部にはBowen
港に近いCondor鉱床（油分約６％）、
中部にはGlad s t one港に近接した
Stuart鉱床（油分約12％）などである

（図20）。なお、Stuart鉱床のオイル

シェール資源は26億bblあり、さらに
Condor鉱床などを含むQueensland州
北東部８カ所の鉱床全体では約200億
bblに達する。仮にこの資源が全量採
掘できるとすれば、乾留プラントの年
間操業日数を330日/年として、100万
bbl/日規模の製油を約60年間継続でき
る。
　1985年頃より同国の石油開発企業

SPP社（Southern Pacific Petroleum 
N.L.）はStuart鉱床の開発および製油
事業に乗り出した（注：後年SPP社は、
子会社CPM社〈Cent ra l  Pac i f i c 
Minerals N.L.〉を吸収合併し、SPP/
CPM社となった）。
　乾留装置としては、ATPプロセス
が採用された。同プロセスはカナダの
AOSTRA（Albe r t a  O i l  S and s 
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Technology Research Authority；ア
ルバータオイルサンド技術研究公社）、
UMAエンジニアリング会社のW. 
Tac i ukにより発明されたもので、

“AOSTRA Taciuk Processor”を略し
てATP法と呼ばれる。1975年にカナ
ダAlberta州のオイルサンドから油を
回収するための技術開発が行われ、

1978年５t/時のパイロットプラント試
験が始められ、1985年にオイルサンド
からの油回収技術開発に成功した。
　オーストラリアStuartオイルシェー
ル鉱床開発については、一時、カナダ
のオイルサンド企業Suncor社も加わ
り、1987年に米国で頁岩処理量80t/日
のプラントが建設されて試験が行わ

れ、良好な結果が得られた。その後、
1999年に現地Stuart鉱床傍にデモプラ
ントが建設された（図21）。敷地内に
改質プラントまである。
　まずオイルシェール鉱石は、８mm
以下の粒状に破砕・粉砕される。
　ATP法乾留炉は、内筒を持つ回転
キルンであり、予熱部と乾留部に分か
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Petrosix 法においては、乾留後シェールの残留炭
素を利用することはしないので、外部加熱用燃料
が必要である（オイルシェールを乾留して得た油
分の一部を燃焼）。
出所：Petrobras 社オイルシェール資料

図18 Petrosix法乾留炉に
おける乾留ガスの流れ

同社は環境面のバランスを回復するように良心
的な努力をしてきた。これまでに完全に再生さ
れた土地は 200 ヘクタールに達している。オイル
シェールは乾留を通じて植栽面で無害化される。
出所：Petrobras 社オイルシェール資料

図19 露天採掘後の地域修復

Stuart 鉱床、Condor 鉱床などを含む Queensland 州北東部 8 カ所の鉱床全体でオイルシェール資源は約
200 億 bbl に達する。
出所：Southern Pacific Petroleum N.L. "Stuart Oil Shale Project" 2002.11

図20 オーストラリア北東部のオイルシェール資源

S P P C P MS P P C P M

同社が Stuart 鉱床傍に建設した。敷地内に水素添加による改質プラントまである。
出所：Southern Pacific Petroleum N.L. "Stuart Oil Shale Project" 2002.11

図21 SPP/CPM社のStuart鉱床デモプラント
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れ、複雑なシェールとガスの流れに
なっている。キルンは水平に設置さ
れ、原料はキルンの回転と内部のスパ
イラル状のレーキにより送られる。水
平コンベヤーで予熱部（予熱ゾーン）
に導入された粒状鉱石は、キルン回転
とレーキにより乾留部（反応ゾーン）
へ送られる。乾留部の入口で高温の乾
留後シェールと混合され、さらに内筒
外部を流れる高温ガスと残留炭素の燃
焼熱によって加熱乾留される。乾留

後、シェール中の残留炭素の一部は外
側のキルンにおいて導入空気で燃やさ
れ（燃焼ゾーン）、高温加熱ガスを形
成する。乾留部の外側のガスは予熱用
内筒を外側から加熱し、自身は冷却さ
れる（冷却ゾーン）。廃シェールは、
原料導入部付近の外筒から排出され
る。含油ガスは、乾留部内筒より系外
へ導出される（図22）。
　原料シェールとガスは内筒の内外を
向流で流れ、加熱、乾留、燃焼が機能

別に別々の部位で行われるように工夫
されている。設備の動く部分は多くは
ないが、複雑な設備構成となっている。
製品オイル（粗油）と排ガス中のダス
トが多くなりがちなので、除

じょ

塵
じん

および
濾過が重要である。
　デモプラントは、頁岩処理6,000t/日
で、粗油4,500bbl/日を製造する仕様で
あった（図23）。設置場所が居住地域
に近かったせいか、住民から異臭問題
の提起があり、稼働開始が遅れた。そ
の後、2001年頃より操業開始し、２種
の油を生産した。2003年（平成15年）
10月に当社に来訪したSPP/CPM社社
長Mr. James D. McFarlandがサンプ
ルを見せてくれたが、一つは水素添加
を経た透明なナフサであり、オースト
ラリア国内のCaltex社に販売している
とのことであり、もう一つは褐色の軽
油であり、こちらはシンガポール方面
に燃料油として出荷しているとのこと
であった。同社は、乾留プラントの敷
地内に改質プラントも持ち、粗油を水
素添加によりナフサまでアップグレー
ドして販売していた。
　SPP/CPM社が2001年（平成13年）
８月に講演した資料によれば、オイル
シェール採掘-製油コストは25$/bbl程
度であり、オフショアの原油とさほど
変わらないと述べている（図24）。
　ただ、同社は、現地の環境団体から、
化石燃料製造を通して地球温暖化に加
担しているという理由だけで、執拗に
付け狙われていたようである。少なく
とも、乾留後廃シェールを露天掘り坑
に埋め戻して植栽するなどの環境対策
を実施してPRすべきであったかもし
れない。
　2003年（平成15年）10月当時、
SPP/CPM社は撫順鉱務局より技術支
援を求められ、それを同社に代わって
実行するエンジニアリング会社を日本
で探していた。
 その後、SPP/CPM社は、オイル
シェール事業の拡張を目指して増資を

廃シェール

燃焼用空気

燃焼ゾーン

反応ゾーン

冷却ゾーン

排ガス
蒸気

予熱ゾーン

大塊除去

コンベヤー

オイル
シェール 補助

バーナー

含油ガス乾留後
シェール

内筒を持つ回転キルンであり、水平に設置される。原料はキルンの回転と内部の
スパイラル状のレーキにより送られる。シェールとガスは複雑な流れを示す。
出所： 社団法人　日本エネルギー学会編『エネルギー便覧　−プロセス編−』　

コロナ社、2004年５月

図22 ATP法キルン炉の概要

S P P C P MS P P C P M

オイルシェール処理約 6,000 t/ 日で、粗油約 4,500 bbl/ 日を製造する。
出所：Southern Pacific Petroleum N.L. "Stuart Oil Shale Project" 2002.11

図23 デモプラントのATP法乾留炉
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図り、幹部がたびたび来日し、石油お
よび重工業分野の日本大企業数社を訪
ねていたが、2004年（平成16年）２月
頃破産の上、米国Texas州の投資家
Mr. Jeff Sandefer（注：従来よりSPP/
CPM社の株主）が管財人となった。
同氏は、その後、Stuart鉱床を継承所
有する新会社QER社（Queensland 
Energy Resources）を設立したが、
元来純粋の投資家であるせいか、技術
的側面を伴うオイルシェール事業を積
極的には進めていない模様である。

（5）　 オイルシェール製油4プロセス

の特徴比較

　ここで、オイルシェール製油におけ
る世界４拠点の特徴を概観する（表3）。
　まず、中国撫順で現在も稼働し続け
ている満鉄法（撫順炉）は、1930年満
鉄により始められた２段シャフト炉形
式の乾留炉であり、途中何年かの休止
はあったものの、70年近い長期の操業
を続けている。途中の休止も、黒龍江
省大慶油田の開発とまた枯渇傾向に連
動しており、オイルシェールが石油代
替資源であり得ることを如実に示して
いる。なお、戦前の満鉄時代には、軍

事目的とはいえ、オイルシェール乾留
製品である粗油の全量がガソリンなら
びにディーゼル油に精製されていたこ
とは特筆に値する。満鉄法は、外部か
らの燃料供給は不要であったが、乾留
炉下半部で乾留後頁岩の残留炭素を空
気で燃焼して高温ガスを作り、それを
そのまま乾留炉上半部へ送っていたの
で、その中の酸素成分がせっかく乾留
して得られた油分を燃やしてしまい、
乾留炉としての油収率は60％台と低目
であった。
　次に満鉄法の影響を受けた戦後日本
の国家プロジェクトJOSECO法は、や
はり２段シャフト炉形式の乾留炉（横
断面は矩形）であるが、満鉄法の低い
油収率を改善するため、乾留炉下半部
で乾留後頁岩の残留炭素を水性ガス反
応により燃料ガスとし、いったん炉外
に導出して専用の燃焼炉で燃やして得
た熱を熱交換器で乾留ガスに与える方
式を採り、外部燃料なしに高い油収率

（最高100％）を確保した優れたプロセ
スである。加えて、環境への配慮もい
きとどいており、海外からのプラント
訪問者は全く異臭を感じないと賞賛し
ていた。

　次いでブラジルPet rob ra s社の
Petrosix法は、やはりシャフト炉形式
の乾留炉であるが、乾留後頁岩の残留
炭素を熱源に利用することはしていな
いので、系外から燃料を供給する必要
がある。実際には、オイルシェールを
乾留して得た油分の一部を燃焼してい
る。したがって、油収率はそれだけ低
い（約90％）。しかし、同社がParana
州Sao Mateus do Sul市で1991年以来
操業している工業モジュール（MI）は、
現状世界最大のシャフト炉型オイル
シェール乾留炉（頁岩処理約7,800t/
日）である。粗油4,000bbl/日は全量州
都Curitiba市の石油精製所に送られて
いる。
　最後に、オーストラリアSPP/CPM
社のStuart鉱床傍に設置されたATP法
横型キルン乾留炉デモプラント（オイ
ルシェール処理量約6,000t/日；粗油量
4,500bbl/日）は、2001年頃より操業開
始し、構内に改質プラントも持って粗
油を水素添加によりナフサまでアップ
グレードし、また粗油のまま（褐色軽
油）の２種の油を生産・販売していた。
その後数年で操業停止したのは残念で
ある。
　なお、撫順やブラジルIrati鉱床のよ
うに比較的硬い鉱石に対しては塊状鉱
石を装入する竪型のシャフト炉が構造
簡便で適しており、また経済的にも有
利である。一方、オーストラリア
Stuart鉱床のように油分が高く砕けや
すい鉱石については、複雑なプロセス
ではあるが、粉状にしてから装入する
キルン炉が適していると言える。

　これら４拠点以外には、東欧のエス
トニアで高油分のオイルシェールを乾
留しているが、他方で岩石ごと燃料に
使用もしている。また、中国吉林省樺

か

甸
でん

でも、オイルシェールを市の集中暖
房システムの燃料として用いている。

S P P C P M
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High quality oil productsHigh quality oil products

-- ultraultra--low sulphurlow sulphur

US$/bbl

Offshore Oil1 Oil Shale Mining2

0

10

30

20

26.003

Profit Margin (BTax)15.20

Operating Costs7.504

Capital Costs62.50

Royalty 50.80

25.00

11.75

3.60

6.50

3.15

NotesNotes:: 1. Average cost structure of GOM, W.Africa, N. Sea, Brazil. CERA1. Average cost structure of GOM, W.Africa, N. Sea, Brazil. CERA Report July, 1999.Report July, 1999. 4. Target for commercial oil shale development (comparable to r4. Target for commercial oil shale development (comparable to range of costs ange of costs 
2. Oil shale commercial development, internal estimates and2. Oil shale commercial development, internal estimates and achieved by Suncor and Syncrude oil sands projects).achieved by Suncor and Syncrude oil sands projects).

analyst reports. analyst reports. 5. Assumes 3% for oil shale, 12.5% for conventional.5. Assumes 3% for oil shale, 12.5% for conventional.
3. Assumes US$1.00/bbl premium for low sulphur synthetic crude.3. Assumes US$1.00/bbl premium for low sulphur synthetic crude. 6. Oil Shale Mining: Midpoint of US$26. Oil Shale Mining: Midpoint of US$2--3/bbl range of initial and sustaining capital costs3/bbl range of initial and sustaining capital costs

amortised over project life. Offshore Oil: finding and deveamortised over project life. Offshore Oil: finding and development costs.lopment costs.

Illustrative Profit Margins at US$25/bbl WTI

オイルシェール採掘-製油コストは26$/bbl程度であり、オフショアの原油とさほど変わらない。
出所：Southern Pacific Petroleum N.L. "Stuart Oil Shale Project" 2002.11

図24 オイルシェール粗油とオフショア原油のコスト比較
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拠点

プロセス

中国
撫順

満鉄法（撫順炉）

日本
国家プロジェクト
JOSECO法

ブラジル
Petrobras社
Petrosix法

豪州
SPP/CPM社
ATP法

採掘
露天掘り-東坑（油分7％）；石炭
層の上位に賦存し、採掘が必然

注）豪コンドル（油分6％）、中
国茂名（油分8％）の鉱石を使用

露天掘り-Irati鉱床
（油分8％）

露天掘り-Stuart鉱床
（油分12％）

乾留操業の歴史
1930年操業開始
（満鉄）～現在

1987～88年試験操業 1991年操業開始～現在
2000年操業開始～
2004年に中断

乾留炉
（鉱石処理量）

2段シャフト炉
（円断面）

（100t/日×60基）

2段シャフト炉
（矩形断面）

（250t/日×１基）

シャフト炉
（円断面）

（7800t/日×１基）

キルン炉
（内筒有）

（6000t/日×１基）

原料鉱石
塊状

（12-125mm）
塊状

（6-70mm）
塊状

（6-75mm）
粉状

（8mm以下）

熱供給方式 内燃式 外部熱交換式 外部熱交換式
熱媒体加熱方式
（廃シェール）

残留炭素燃焼熱利用 実施 実施（水性ガス反応） 実施せず 実施

外部燃料 不要 不要
要

（乾留ガスの一部を燃焼）
不要

油収率 低目（60-70％） 極高（100％） 高目（90％） 高目（90％）

環境 低水準 優秀 良好 良好

粗油生産量
270t/日［9万/年］
（1900bbl/日）

12t/日
（84bbl/日）

580t/日
（4000bbl/日）

650t/日
（4500bbl/日）

粗油用途
注）最盛期（1950年頃）80万t/年

（戦後）燃料油
－ （全量外部精製工程へ）

ナフサ（水素添加後）
→精製へ、褐色軽油

→燃料油

精整後製品
（戦前）ガソリン～ディーゼル油、

潤滑油
－ 石油精製品 ガソリンなど

廃シェール処理 露天掘り―西坑へ － 露天掘り坑に戻し、植栽
露天掘り坑に戻し
（未植栽）

総合評価 低水準 優秀 良好 良好

満鉄法シャフト炉は油収率が低い。ブラジル Petrobras 社の Petrosix 法は現在、世界最大のシャフト炉を稼働させているが、外部燃料が必要である。オース
トラリア SPP/CPM 社の Stuart 鉱床傍に設置された ATP 法横型キルン乾留炉デモプラントは鉱石を粒状にしてから装入する必要があり、構造が複雑である。
乾留プロセスとしては、JOSECO 法２段シャフト炉が油収率、エネルギー効率、環境の面から最も優れていると考えられる。ただし、砕けやすい鉱石には
ATP 法が適している。
出所：著者作成

表3 オイルシェール製油4プロセスの特徴比較

（1）　 米国オイルシェール資源開発の胎動

　米国には世界最大量のオイルシェー
ル資源が賦存している。1980年の報告
によれば、42〜420ℓ/tの含油量で28
兆bblが、100〜420ℓ/tの含油量で
２兆bblの資源が存在すると推定され
ている。
　東部〜中西部ではインディアナ州、
ケンタッキー州など約10州にまたがる
648,000km2の地域に古生界デボン系等
のブラックシェールが賦存し、西部で
はユタ、ワイオミング、コロラドの３
州にまたがる42,700km2の地域に古生
界二畳系等のオイルシェールが賦存し
ている。前者は含油率が低目（約
39ℓ/t）で硫黄分が高目（約５％）で
あり、後者は含油率が高目（約113ℓ/t）
で硫黄分が低目（約0.5％）である。

後者西部のオイルシェール資源は、
Green River層に埋蔵されている（図25）。
そのGreen River層は、厚さ約300mの
表 土 の 下 に 厚 さ 約 7 0 0 m の オ イ ル
シェール層として存在する（図26）。
このような地下の深さ約１kmにわた
るオイルシェール層ゆえに、後述のin 
situ法が試みられたとも言える。
　同国では、1970年代の石油危機後に
連邦政府の指導もあり、コロラド州で
Unocal社、Royal Dutch Shell社、
ExxonMobil社等多数の民間企業がオ
イルシェール開発プロジェクト（大半
は採掘−地上乾留法、一部が地下乾留
法）を推進した。1980年当時、カーター
大統領の下で、議会が原油に相当する
国産の新しい資源を開発すべく合成燃
料公社（Synthetic Fuels Corporation）

を設立するに至ったが、1980年代の油
価下落とともに相次いで撤退し、後に
は多数のゴースト・タウンが取り残さ
れた。

　しかし、近年の原油高騰を背景にし
て、2005年６月、米国政府の土地管理
局（Bureau of Land Management； 
BLM）は、上記Green River層が賦存
するコロラド、ユタ、ワイオミング３
州におけるオイルシェールからの油回
収技術の研究、開発、プロセス・デモ
ンストレーションのための土地貸与先
の募集を公示した。それに対し、同年
９月に20社（または企業グループ）が
提案書を提出し、BLMと州政府によ
る審査が開始された。2006年１月には
６社の提案書が上記審査を通過し、現

4. 再び注目が集まるオイルシェール
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在環境影響評価のもとにあり、早けれ
ば今年夏にも土地貸与先企業が決定さ
れると伝えられている。
　すなわち、米国政府は、再びオイル
シェール開発に向けて民間企業を誘導
すべく乗り出したと言える。

（2）　 Shell社のインシチュー（地中

内回収）法

　ところで、1980年代の米国政府およ
び各企業の一斉撤退の後も、オイル
シェール開発に取り組み続けた企業が
ある。Royal Dutch Shell社である。同
社はこの約20年間、オイルシェール開
発に注力し、同社独自のIn  - S i t u 
Conversion Process （ICP）法を編み
出した（図27）。同法では、地表から
地下のオイルシェール層に向けて垂直
の孔

あな

を複数本掘削し、そこに電熱ヒー
ター（風力発電による電力を用いると
の情報もある）を挿入し、３〜４年間
をかけて表土をカ氏650度（343℃）ま
で加熱する。その間で、極めて濃い油
分とガスがケロジェンから生成し、一
連の変化を経て、水素リッチな軽質油
成分比率が増大する。この軽質油成分
およびガスは、上記加熱井の間に複数
本設置された従来型の石油生産井を通
じて汲み上げられる。この方法では、
地下の有機炭素資源の65〜70％が回収
される。地中に残る炭素分はチャー

（木炭）に似ており、取り出しても、
精製には多量の水素とエネルギーが必
要であるので放置する。汲み上げられ
た生産物は、通常の原油よりはるかに
軽質であり、また重質油成分を含まな
い。その品質は、加熱時間と温度によ
り制御可能とのことである。
　なお、上記の地下資源利用率が65〜
70％であることは、採掘−地上乾留法

（日本の国プロ）が採掘−破砕途中の
粉化を考慮しても100％にかなり近い
ものであることに比べれば、Shell社
のICP法など地下乾留法は、石油系資
源をだいぶむだ遣いする方法であると

言える。
　コロラド州にあるShel l社のパイ
ロットプラントでの試験結果によれ
ば、生産物は2/3が液体であり、1/3が

プロパンおよびブタンのようなガスで
ある。液体は、ナフサと呼ばれるガソ
リン前駆体、ジェット燃料、ディーゼ
ル油がそれぞれ約30％ずつ含まれ、残

Green River 鉱床はユタ、ワイオミング、コロラドの３州にまたがる。
出所：Rand 社ホームページ

図25 米国西部のオイルシェール地層

コロラド州 Piceance ベイスンは厚さ約 300m の表土の下に厚さ約 700m のオイルシェール層として存在
し、地表下約１km にわたる深さを持つ。
出所：Rand 社ホームページ

図26 コロラド州オイルシェール地層の断面
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り10％がわずかに重質の油分である。
これらの成分は、従来の原油よりもは
るかに軽い処理で最終製品まで精製す
ることができる。
　同社は、地下水（地下加熱に不利）
を当該プロセスから、また副生物を地
下水の流れから遠ざけるには、地下水
を 表 土 氷 障 壁 （ s u b s u r f a c e  i c e 
barrier）とすることを提案している。
これは既に確立した採掘技術の一つで
あると述べている。同社の試験結果で
は、実際に、凍結した壁が加熱領域か
ら汚染物質が漏れ出ることを防いだと
いう。
　米国のシンクタンクRand社（Rand 
Corporation）が米国エネルギー省

（DOE）のエネルギー技術研究所
（Nat iona l  Energy  Techno logy 
Laboratory）向けに研究し、2005年に
公 開 し た レ ポ ー ト “ O i l  S h a l e 
Development in the United States: 
Prospects and Policy Issues”におい
て、同社は次のように述べている。
◦　 米国でオイルシェール開発を前進

させるには、民間セクターが自己
の技術面、経営面、財務面の資源
を全面的に使うことができるま
で、大部分の投資を政府が担うこ
とが不可欠であろう

◦　 コスト面では次のように考えられる

　➢　�Shell社のICP法は、約30$/bbl
の原油価格水準で成り立つ

　➢　�他方、採掘−地上乾留法では、
原油価格が少なくとも約70〜
95$/bblの水準に高止まりしな
ければ、成立しないであろう

◦　 採掘−地上乾留法に比べて、次の
ような点でICP法は環境面の負荷
を軽くする

　➢　�土地の利用：露天掘りしないの
で、現状の土地利用を変える必
要がない

　➢　 インフラストラクチャー：道路、
電力供給および配電システム、
パイプライン、用水貯留および
供給施設、建設準備領域、有害
物質処理施設、建屋など

　➢　 大気質（基準公害物質）、地球
温暖化ガス排出の面

　➢　 水質：採掘−地上乾留法におい
ては、潜在的な水質汚染が多数
考えられる。これに対して、
ICP法では、地下水流および水
質に対する長期的な影響がほと
んど考えられない。Shell社の
凍結壁は、ほんの小さな第一歩
である

　➢　 用水消費量：採掘−地上乾留法
においては、オイルシェールか
ら の 粗 油 １ b b l 当 た り 2 . 1 〜

5.2bblの用水を必要とすると推
定される。ICP法では、このよ
うな用水を幾らか節約できる
が、一方でかなりの量を必要と
する。それは、石油およびガス
の汲み上げ、汲み上げ後の冷却、
製品の精製、環境制御システム、
発電などのためである

　ここで、上記環境面負荷の見方につ
いて、日本の国プロで地上乾留法を開
発した立場からは、とりあえず次のよ
うなことが言えると思われる。
　①　 露天掘りを仮定すれば、反論なし。
　②　 少なくとも乾留プラントについ

ては、ICP法と大差ないのでは
ないか。

　③　 上記②に伴い、大気質への影響
は採掘−地上乾留法もICP法と
大差ないのではないか。

　④　 日本の国プロ当時、外国からの
訪問者が「異臭がしない。この
プラントは稼働していないので
はないか」との発言があったく
らいで、日本工業界の環境配慮
技術をもってすれば、少なくと
も乾留プラントについては問題
ないと考えられる。

　⑤　 撫順鉱務局頁岩煉油廠拡張F/S
の検討において、乾留プラント
の用水使用量は粗油１bblあた
り約1.2bblであった。上記Rand
社レポートでは過大に見積もら
れていると言える。

　上記Rand社レポートにおいては、
米国旧来の、環境配慮が立ち遅れた重
工業プラントを想定して検討している
ようにも思われる。

（3）　 メジャーの中国オイルシェール

への投資

　中国において、吉林省はオイル
シェールの確認埋蔵量が174億tに達
し、全国トップである。

Shell 社の ICP（In -Situ Conversion Process）法では、地表から地下の
オイルシェール層に向けて垂直の孔を複数本掘削し、そこに電熱ヒー
ターを挿入し、３〜４年間をかけて表土をカ氏 650 度（343℃）まで加
熱する。ケロジェンから生成した水素リッチな軽質油成分およびガスを
上記加熱井の間に複数本設置した従来型の石油生産井を通じて汲み上
げる。
出所：Green Car Congress ホームページ

図27 Shell社のICP法
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　2006年４月、オランダ・ハーグ市の
Royal Dutch Shell社の本社で、同社の
中国法人Shel l吉林能源公司および
Shell中国公司は、中国東北地区吉林
省の吉林光正鉱業開発公司と合弁企業
の設立式を執り行った。これを受け
て、Shell社と吉林光正は、吉林省で
オイルシェール資源の共同探査と開発
を進めることになった。
　Shell側は設立した同合弁企業の株
式の61％を保有し、第１期投資として
１億5,000万$を投入する。中国側は吉
林省が採掘権を提供し、吉林光正が株
式の39％を保有する。中国の鉱物資源
探査・開発事業において、海外企業の
持ち株比率が50％を超えるのは今回が
初めてのケースである。同合弁企業
は、今後２年間のオイルシェール地質
探査事業を計画している。採掘にあ
たっては、Shell社のICP法を用いると
も伝えられている。
　また、2005年10月には、中国電力投
資集団公司が吉林省吉林市と、吉林市
樺甸地区でのオイルシェール開発事業

に出資することで合意したと伝えられ
ていた。樺甸地区のオイルシェール確
認埋蔵量は５億4,600万t、可採埋蔵量
は３億1,700万tである。上記事業で
は、27億5,000万人民元の資金が投ぜ
られ、285万t/年のオイルシェール採
掘、製油のための乾留工場設置に加え
て、オイルシェールをそのまま燃料と
して用いる発電所（５万kW×２基）、
セメントや陶粒（セラムライト）を製
造する工場を建設するとのことであ
る。

（4）石油系3種資源の比較

　ここで、石油、オイルサンド、オイ
ルシェールの石油系３種資源の特徴を
比較して見る（表4）。
　まず、石油は採掘後の処理は原則不
要であり、精製も分留をするだけと容
易であるが、探査に大きなリスクを持
ち、コストを押し上げる。
　オイルサンドは、いったん生成した
石油が地殻変動で地表に露出し、軽質
油成分が蒸発した残

ざん

渣
さ

であるゆえ、本

質は砂に絡んだ高粘性超重質油であ
り、採掘後の処理が必要であり、また
精製工程においては水素添加や熱分解
を必要とし、採掘後処理および精製工
程は石油ならびにオイルシェールより
むしろ難しいものと言える。
　オイルシェールは、堆積岩（泥岩）
にケロジェンが含まれたものであり、
もともと続成作用を受けて石油になる
ものであるので、長期間地下深くで熱
を受ける代わりに工業的に500℃程度
で乾留すれば粗油が得られる。その沸
点範囲はオイルサンドと異なり、石油
に同様である。精製においては、粗油
中に窒素分とオレフィンが多いので、
ある程度の水素添加が必要である。
　オイルシェールの乾留は、常圧で
500℃程度である。石炭液化の数十気
圧で数百℃よりははるかに負荷の小さ
いプロセスである（表4付表）。
　なお、オイルシェールを乾留した後
の廃シェールがむしろ無害化されてお
り、埋め戻し後の植栽に適しているこ
とは特記されるべきことである。

段階 石油 オイルサンド オイルシェール

探査・採掘
難
注）�近年では深海底（深度約3,000m）での
探査が多い。リスク大

易
注）�比較的地表に近い地層（深度1,000m以
浅）に賦存。露天掘り可の場合もある

易
注）�比較的地表に近い地層（深度1,000m以
浅）に賦存。露天掘り可の場合もある

採掘後中間品 原油 砂+超重質油 岩石+ケロジェン

採掘後処理

不要 要
－熱水+遠心分離
－高圧蒸気注入による
in�situ法

要
－破砕+乾留（500℃）
－電熱によるin�situ法
注）in�situ法では油収率が低い可能性あり

処理後中間品 （原油）
ビチューメン

（高粘性超重質油）
注）常温では固体

粗油
注）沸点範囲は石油に同様

廃棄処理

不要 要
－砂

要
－廃シェール；無害化により植栽可能
注）�in�situ法では生成した油分が地層を伝っ
て漏れ出る恐れもあり

精製
（アップグレーディング）

易
－分留

難
－水素添加分解+分留
－熱分解+分留

中程度
－水素添加（窒化物除去）�+分留

精製後製品
ガソリン～ディーゼル油、燃料油、

石油化学原料
ガソリン～軽油、発電用燃料油 ガソリン～ディーゼル油、燃料油

表4 石油系3種資源の特徴比較

石油は探査に大きなリスクを持つ。オイルサンドは砂に絡んだ高粘性超重質油であり（たとえ in situ 法であっても）採掘後の処理ならびに精製が難しい。オ
イルシェールは乾留後、石油に同様の沸点範囲を持つ留分が得られるが、窒化物を除くための水素添加が必要。in situ 法では軽質油のみ入手可能。
出所：著者作成

プロセス オイルシェール乾留
石炭液化
（直接法）

圧力 常圧 数十気圧

温度 約 500℃ 数百℃

（参考）付表 採掘後処理反応条件
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（5）　オイルシェール製油の今後

　最近は、原油価格が70$/bblを超え
る時もあり、オイルシェール製油の環
境は整ってきていると言える。オイル
シェールは、世界に原油埋蔵量の半量
近く賦存しており（表1）、在来型石
油生産2004年ピーク説すらあった今
日、石油代替資源として検討に値する
対象であると思われる。
　Shell社のICP法も開発されつつある
が、現在実働している乾留法は地上乾
留のシャフト炉（中国撫順砿業集団の
満鉄法〈撫順炉〉、ブラジルPetrobras

社のPetrosix法）であり、一昨年まで
キルン炉（オーストラリアSPP/CPM
社のATP法）も実働していた。1980
年代の日本国家プロジェクトで開発し
たJOSECO法も、シャフト炉による工
業的な方法である。この日本独自のオ
イルシェール乾留プロセスを、ぜひ実
現したいものである。
　米国Rand社のレポートでは、地上
乾留法を、あたかも公害をまき散らす
旧式の重工業のように見ているが、オ
イルシェール分野においては、鉱業部
門の技術者と工業部門の技術者がお互

い謙虚に対話する必要があるのかもし
れない。
　既存の採掘−地上乾留法に加えて
Shell社ICP法のようなin situ法（地下
乾留法）が現れつつある現状であるが、
今後、両者については、採掘−地上乾
留法は、既に露頭が現れている地表に
近いオイルシェール層に、in situ法
は、米国西部Green River層のように
地下深くまた厚いオイルシェール層に
用いられるように棲み分けるものと考
えられる。

　オイルシェールは不思議なエネル
ギー資源である。1800年代初めに主に
西欧の工業国で採掘・製油されていた
が、1900年代の石油の大量生産開始に
伴い、ほとんどが停止した。しかし、
石油価格の高騰に伴い、その度に話題
になり、開発検討の対象とされてきた。
それは、本格的な開発には幾つかの
ハードルがあるものの、捨て置くには
もったいない資源であるからであろ
う。オイルシェールは、原始埋蔵量が
石油に匹敵するほど膨大であり、また
賦存の状況が石油資源に比べて探査の
確度が高い上に、乾留に要する技術が
さほど高度なものでないこと、さらに
得られる粗油の成分が在来型の原油に
近いことが挙げられる。
　オイルシェール製油のこれまでの開
発結果を要約すると、賦存状況にもよ

るが、粗油生産コストはおおむね30〜
35$/bblであり、石油資源が枯渇した
後に用いるべき未利用石油資源とされ
てきた。しかし、本当にそうであろう
か。在来型石油生産は2004年にピーク
を打つとの説すらあった最近の状況も
あり、中国等の石油消費の急増から、
石油の逼迫は現実味を帯びてきた。現
に、石油価格は70$/bbl台をつけてい
る。また、オイルシェールと並び称さ
れた代表的未利用石油資源のオイルサ
ンドは、一足先に本格生産に入ってい
る。
　さらにオイルシェールには追い風と
なる要素がある。それは、オイル
シェールが乾留によって無害化され、
埋め戻し後の植栽に適した土壌になる
ことが証明されつつあることである。
あたかも、かつては環境汚染の元凶と

も見はなされた製鉄所が、少なくとも
日本においては、今では森の中の製鉄
所になっているようにである。
　米国では、世界最大のオイルシェー
ル鉱床であるコロラド州、ユタ州、ワ
イオミング州にまたがるGreen River
層において、1980年代後半にあらゆる
プロセスの開発が行われ、１万bbl/日
のUNOCAL社プラントも稼働してい
たが、1990年以降すべてのオイル
シェール開発は中止された。しかし、
昨年より、米国エネルギー省（DOE）
の委託調査が開始されている。
　このように見てくると、再度という
べきか、今度こそというべきか、オイ
ルシェール開発が本当に本格化するよ
うに思われる。
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