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り、当面の間は化石燃料に頼らざるを得ない状況が続く

はじめに

わが国にあって、当社事業の重要性は今後、いっそう高
まることは必至である。

2011年12月、アラブ首長国連邦（UAE）は、建国40
周年を迎え各地でこれを祝う記念式典が開催された。ア

今回、アブダビ石油の歴史の一端と数々の取り組みを
以下にご紹介させていただいた。

ブダビ石油は、現在の７首長による連邦国家であるUAE
が建国される前のアブダビ首長国の時代からアブダビの

アブダビ石油の利権契約

地で石油開発に携わる大変歴史のある会社であり、UAE
にとっても老舗企業である。

UAEはご存じのとおり、７つの首長国で構成されて

また、100％日本企業として鉱区権益も100％当社単独

いる国家であるが、原油の90％以上は、アブダビ首長国

で保有し、しかも日本法人のまま自らオペレーターとし

からの産出である。現状、アブダビの産出量は１日当た

て操業しているUAEにあってはユニークな石油開発会

り260万バレル前後であるが、アブダビの国営石油会社

社である。さらに、生産した原油（自主開発原油）を全

（以下「ADNOC」
）は、その生産量を2018年までに１日

量、日本の株主へ販売しており、まさに「日本」ずくめ

当たり350万バレルへの引き上げを計画しており、ここ

の昔から「日の丸」を背負った企業といえよう。

アブダビでは、増産に向けてのさまざまな油田開発プロ

アブダビ石油の活動はエネルギー資源の確保を旨とす
るわが国政府の方針とも合致するものであり、折に触れ

ジェクトが進行している。
なお国際協力銀行では、ADNOCとの業務協力協定を

国際協力銀行の融資もご利用いただいている。私自身、

通じ、2007年および2010年にADNOCに対しそれぞれ30

石油開発案件の融資担当をしていた20年近く前に、アブ

億ドルを融資し、ADNOCの石油・ガス開発および日本

ダビ石油のオフショアサイトやアブダビオフィス（鉱業

への石油引き取りを支援している。

所）を出張ベースで訪問させていただいた経験があるが、

一般的に、アブダビでの油田開発は、ADNOC60％と

今回、ドバイ駐在員として再度訪問する機会を得て、さ

外国資本40％の出資で構成されるオペレーティングカン

まざまなお話を伺った。

パニーと呼ばれる石油操業会社により行われる。主に陸

一見、20年前とは何ら変わらない光景に不思議な安堵

上油田の開発、生産を行うアブダビ陸上石油操業会社

感を覚えたが、世界的な石油、ガス需要の高まりを背景

（Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations：

とした産油国における世界各国の資源獲得競争が激化す

ADCO）や海上油田の開発、生産を行うアブダビ海上鉱

るなか、40年以上にわたる操業の裏ではご苦労を伴う取

区石油操業会社（Abu Dhabi Marine Operating Com-

り組みもなされている。

pany: ADMA-OPCO）が代表的なオペレーティングカ

東日本大震災後の相次ぐ原子力発電所の運転停止によ
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ンパニーである。

アブダビ石油の油田レイアウト図

2011年２月３日、ADNOC本社にて当時のオメール
ADNOC総裁とアブダビ石油・川名社長が利権協定書に調印

アブダビの大規模な油田は、先のADNOCと外国資本
アブダビ石油は、1967年に当時の丸善石油、大協石油

出資による共同企業体であるオペレーティングカンパニ

（この２社は合併し、現コスモ石油）
、日本鉱業（現JXホ

ーにより開発が行われている。一方で、アブダビ石油の

ールディングス）が当時の故ザーイドアブダビ首長より

鉱区は、比較的油層が薄く開発が困難とされる油田が多

石油利権を獲得し、翌年その３社の出資により100%日

い。薄い油層を長期にわたり安定的に開発、生産してい

本法人として設立した会社である。

くことは非常に難しい作業であるが、アブダビ石油は40

1967年に締結されたアブダビ石油の利権契約は、2012

年以上にわたり、日本人ならではのきめの細かい対応と

年12月に45年間の契約期間満了となるが、現利権契約満

技術力を生かし生産を可能にしてきた。新たな利権協定

了後、2012年12月６日を開始とする新たな30年間の新利

においても既存鉱区の開発、
生産は継続されることとなる。

権契約が2011年２月にアブダビ首長国最高石油評議会
（Supreme Petroleum Council：SPC）とアブダビ石油

原油の回収率と生産を最大化するためには、その油田
の特性に適した方法を選択する必要がある。

間で締結された。新たな利権契約には、アブダビ石油が

たとえば、ムバラス油田は、油層の周りに大きな水層

現在、生産を行っている３鉱区のほかに新規１鉱区が含

があり、原油とともに多量の水が生産されること、また

まれる。

原油から遊離するガスが少ない特徴を有している。アブ

アブダビ石油が石油の利権契約をアブダビ政府との交
渉により更新できたことは、世界各国が石油開発利権獲

ダビ石油はこれらの特性を生かして坑井の中に電動ポン
プを設置し、高い回収率を実現している。

得をもくろんでいる昨今の情勢から考えれば、画期的な

一方、他の油田、ウムアルアンバー油田やニーワット

出来事である。前述した国際協力銀行によるADNOCへ

アルギャラン油田では、多量のガスが随伴する反面、油

の大型融資を通じたアブダビとの経済・友好関係強化も

層周りの水層がほとんどなく、水の生産が少ないという

評価された点と思われる。

特徴を有している。アブダビ石油は分離したガスを有効

過去40年間以上にわたり100％日本法人として油田開
発、操業に携わってきたアブダビ石油は、今後も100％

利用し、地下の油層へ圧入する方法により回収率を高め
ている。

日本法人企業としてさらに30年間の操業を継続すること

また油田は生産とともに、油層圧力の低下や水生産の

となる。操業の地はアブダビであるが、その歴史、資本

増加などによって生産能力が低下するが、それを補う方

構成、人材からみれば中東の地アブダビの中で日本式の

法として、近年多くの坑井で水平掘技術が採用されてい

経営スタイルをうまく取り入れながら操業している特異

る。通常、坑井は垂直に掘られ、油層と交わる部分から

な会社といえる。

生産するのに対して、水平掘は油層の中を水平に掘り進
むことで坑井の生産性向上を図る。

油田の開発

アブダビ石油の油田は、非常に薄い油層から構成され
ており、これらの油田では地下深度約3000mで、厚さ約

1973年にムバラス鉱区から最初の原油が日本に出荷さ

２mの油層に水平に掘り込む高い精度が要求される。ア

れて以後、アブダビ石油は中東諸国の混乱の間も継続し

ブダビ石油は、高い技術力と慎重な作業により、このよ

て原油を採掘し、日本向けに安定した原油供給を継続し

うな困難な生産活動を実現し、効果的に安定生産を継続

ている。

している。
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ゼロフレア

ムバラス島で生長したマングローブ群

アブダビ石油は原油の生産活動とともにムバラス島内

環境に配慮した技術の導入と
自然環境保護

における自然保護活動を会社の重要な活動方針として位
置づけ、５つの自然環境保護活動、①オスプレイ（日本
語名：みさご、タカの一種）の保護、観察、②自生植物

油田開発における回収率を高める方策のほかに、アブ
ダビ石油が実践している優れた点は、環境に配慮した技
術を他社に先駆けて導入したことである。

の生育促進、③マングローブの植林、④サンゴの移植、
増殖、⑤海草の移植、増殖を積極的に行っている。
マングローブの植林は操業間もない1983年から87年ま

油田といえば、燃える炎がシンボルとして定着してい

で実施され、この時期に植林され生存しているマングロ

るかもしれないが、これは原油に随伴して生産されるガ

ーブはかなりの大きさに生長している。2005年からは継

スや原油処理の過程で発生するガスを焼却処理している

続して大規模な植林活動を行っており、現在まで約20万

もので資源の浪費といえる。またガスの中には、有毒な

本以上の苗木を植林している。2012年も約10万本の植林

硫化水素や二酸化炭素が含まれていることも多く（この

を計画している。

ようなガスをサワーガスと呼ぶ）
、ガスを焼却すること

サンゴは、世界的な海水温の上昇によりここアブダビ

は、環境に悪影響を与えるSOxを大気に放散しているこ

沖でも大量のサンゴが死滅するという白化現象がみら

とにつながる。

れ、サンゴの保護、育成はアブダビ政府内において非常

アブダビ石油は1997年からウムアルアンバー油田、ニ

に高い関心事となっている。アブダビ石油は、大成建設

ーワットアルギャラン油田で生産される石油の随伴ガス

の協力のもと、ムバラス浅瀬においてダメージを受けて

を回収して地下の油層に圧入する「サワーガス圧入プロ

落下した瀕死のサンゴの片を採取し、それを移植するこ

ジェクト」を立ち上げ、2000年から本格的な運転を開始

とで再生化を図るプロジェクトに取り組んでいる。短期

した。油層に圧入されたガスは、原油の回収率増大に貢

的に成果が得られるプロジェクトではないが、移植され

献するとともに、環境保護、資源保全を同時に実現でき

たサンゴは着実に成長していく様子がみられる。

る画期的な手法である。
アブダビ石油はさらに環境保護を推進するために「ゼ
ロフレアリングプロジェクト」に着手し、2001年にその
操業を開始した。それまでは、坑井から生産された随伴

新利権協定下で供与された新たな鉱区は、ムバラス島
から約10kmの自然環境保護地域に位置しているため、
特別に環境に配慮した対応が求められる。
アブダビ石油は創業以来、既存の鉱区で養った環境対

ガスや、出荷処理過程で発生するガスを焼却していたが、

応技術や自然環境保護活動の実績を生かし、この新たな

ゼロフレアリングプロジェクトでは、これらのガスを回

鉱区の油田開発の取り組みを始めたところである。

収し、陸上集油基地に送ることでガスフレアリングを最
小化することができる。本プロジェクトの結果、ムバラ

アブダビへの教育分野における協力

ス油田はゼロガスフレアリングを達成した。
アブダビ石油の操業の中心地であるムバラス島は、非

直接操業に関連する油田開発や環境対応技術のほか

常に美しい海に囲まれた地域で、特別に環境への配慮が

に、アブダビ石油は、現在、アブダビの高校において、

求められる地域である。自然環境の保護は、今や世界的

当地の高校生に日本語を教える活動を行っている。活動

な関心事であるが、アブダビ政府は特に自然環境保護を

のきっかけは、2005年にコスモ石油岡部会長がムハンマ

重視している。

ド皇太子と面談した際に、皇太子より「日本の教育、し
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つけは優れており、ぜひとも、その手法を何らかのかた
ちでアブダビの教育に反映してもらいたい」との要望が
あり、その要請に応えるため2007年からアブダビ市内の
公立小学校で、小学３・４・５年生に日本語を教えるク
ラスを開講した。日本から派遣された先生２名が、３年
間日本語および日本文化を紹介し、一定の成果がみられ
たことから、次はより効果的な教育成果を目指して高等
教育レベルで展開することとなり、2011年よりアブダビ
のATHS校（Applied Technology High School：技術
系に特化した私立高校）において、選抜した男女生徒約
30名を対象に日本語教育を開始した。このプログラム

日本人幼稚園で日本人児童と遊ぶUAE国民の児童

は、コスモ石油、立命館大学と協力し３社で行っている。
高校生の日本語習得に対する情熱は非常に高く、授業を

ビとの協力関係、貢献度合いの深さが究極的な局面で問

受けている生徒のうち何名かは、将来、日本の大学で学

われることになる。

びたいとの希望をもっている。
初年度終了後の今年の夏には、日本の高校で２週間、

おわりに

日本の高校生とともに学生寮に滞在し日本語を学んだ
り、日本文化を体験したりする研修に参加する予定にな
っており、生徒たちは初めての日本での研修を非常に楽

田中鉱業所所長に今後の
取り組みについて伺った。
「アブダビ石油にとって、

しみにしているようである。
また、アブダビ石油は、ムハンマド皇太子から日本大

今年は、新たな30年間の利

使館に要請のあった日本人学校・幼稚園でのUAE国民

権をスタートする大きな節

子弟の受け入れや教育プログラムについても、他の現地

目の年であり、75年企業に

進出日本企業とともに積極的に支援してきた。すでに、

向けての第二の創業のスタ

小学校４年生から幼稚園まで合計13名のUAE国民の児

ートの年ともいえます。

童、園児が日本人の子供たちと一緒に元気に日本語で勉

1968年の操業開始以来、

強したり、遊んだりしている。アブダビ石油は、今後も

今日まで、アブダビ石油は、

日本人学校へのUAE国民子弟受け入れの支援を続け、

日本企業ならではのきめの

彼らの成長を見守っていく計画である。

細かい対応や当時の先端技術の導入、実践を地道に確実

田中幸宏・
アブダビ鉱業所所長

原油の生産とは直接関連しないプログラムではある

に積み上げてきました。そのほかの自然環境保護活動へ

が、日本の企業としてアブダビとの協力関係を構築し維

の取り組み、教育分野への協力などを含めたアブダビ石

持していくことは、この国で生産活動を続けていくため

油の活動全般を通して、着実にUAE・アブダビとの良

の大事な要素である。

好な関係を構築してきたことが、今日のアブダビ石油の

一企業のみならず、日本全体としてのUAE、アブダ

発展を支えていることは間違いありません。
これから新鉱区の開発、今後30年をにらんでの操業の
基盤強化などチャレンジングな課題が待ち受けています
が、日本人、UAE国民、ローカル社員一丸となって目
標達成に取り組んでいく決意です。そして、先達の手で
積み上げられてきたこの40年以上にわたる歴史に新しい
ページを１つひとつ積み上げていくことがわれわれの役
目と考えています。
」
資源確保競争の中で、小さい油田ながらも、新たな30
年の権益を獲得できたことは非常に大きい。これは40年
以上の歴史の中で以上に述べた活動が大いに評価され、
また今後の発展、アブダビ政府への貢献を期待されての

ATHS校男子部での日本語授業

ことである。
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