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【個別特集】 
 

国際エネルギー機関（IEA）マンディル事務局長にインタビュー 

 

                       NEDO 技術開発機構 パリ事務所 

      

2005.9.12       

 
近年の石油価格の高騰、そして米国におけるハリケーン「カトリーナ」による石油

供給ストップなど、緊迫したエネルギー情勢と今後の国際エネルギー機関（IEA）（注１）

の活動について、IEA マンディル事務局長にインタビューした。 
 

 

経歴 
G7 原子力安全ワーキンググループ議長（1996 年）、IEA 理事会議長（1997 年～1998 年）、ガ

スドフランス(GDF)マネージングディレクター（1998 年～2000 年）、仏石油研究所 CEO（2000
年～2003 年）、2003 年２月より現職 

 
写真 

2005 年 9 月 12 日 IEA マンディル事務局長へのインタビューにて 
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―石油価格の高騰や石油供給の逼迫、特にハリケーン「カトリーナ」による石油供給

ストップと IEA 加盟国の備蓄石油の放出など、最近の国際エネルギー情勢について

伺いたい。 

 

―マンディル事務局長 

 まず、ハリケーン「カトリーナ」前の状況ですが、年毎に石油価格が高まっています。

これは悪しき状況でして世界経済にダメージを与えています。特に最貧国にとっては深

刻です。この状況については国際通貨基金(IMF)との共同調査レポートで説明していま

す。 
近年の石油価格は市場の指標からはまったく説明がつかないものでした。なぜな

ら、供給は適正で、需要より供給が多かったわけです。そして石油ストックは増え

ていました。ならば、なぜこのように高価格になったのかというと、それは市場が

石油供給に“柔軟性が無い”ことに気が付いた為です。 
つまり、石油生産などのアップストリーム（上流部門）には余力が無いか、あっ

ても非常に少ないと言うことです。例えばサウジアラビアは日産 150 万バーレルあ

りますが十分ではありません。また精製（などダウンストリーム：下流部門）にも

余力はありません。世界中のほとんどの精製設備はフル稼働でした。特にアップグ

レーディング（残油などの重質成分を分解して軽質製品を作る工程）がボトルネッ

クになっています。 
このような状況から、市場は予期しない事態が石油供給ストップを引き起こす可

能性があることに気づいた訳です。イラン、イラク、サウジアラビア、ナイジェリ

アの政治状況が考えられています。 
 そして予期しない事態が起きました。ハリケーン「カトリーナ」です。供給減は

およそ日量２百万バーレルです。おそらくトータルで５千万～１億バーレルが供給

減になると思っています。これは原油生産と石油製品供給の両方です。米国の精製

能力も落ちましたが、しかし代替できる精製の余力はありませんでした。 
その結果、IEA は戦略備蓄の放出を決定したわけです。これは IEA の設立趣旨そ

のものでして、IEA 設立から３１年の間で２回あります。１回目は 1991 年の湾岸戦

争の時です。仮に強い石油供給ストップがあっても、市場に石油供給が出来ること

をデモンストレーションする、すなわちセーフティーネットが働くわけです。 
すでに月量６千万バーレルの放出が決まりました。内訳は３分の２が原油、３分

の１がガソリンなどの製品です。IEA の重要メンバーである日本も含めて、IEA メ

ンバー26 カ国は満場一致で IEA の提案を受け入れ備蓄石油の放出を行っています。

今週９月１５日の IEA 理事会で市場をレビューし、必要あれば追加対策をとります。 
私のコメントとしては、まず、今回の備蓄石油放出がセーフティーネットが機能
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しているというデモンストレーションをしていること、つまり IEA 設立当初にメン

バー国が作り上げた政策的保険は良い決定であったことです。 
次は、アップストリーム、ダウンストリームの余裕を改善することがより重要に

なったこと。原油生産能力の増強が必要です。もし出来るならば軽質重油の増産が

望まれる。そして精製の増強も必要です。特に、軽質製品の生産を可能にする改質

能力の増強です。お話したようなことで、石油価格が低下することを願っています。 
 
―先のグレンイーグルズ G８サミットでは、IEA は国際エネルギー問題の専門機関と

して、“気候変動、クリーンエネルギー、持続的開発”に関する G８アクションプ

ラン（注２）への貢献を求められていますが、これから IEA 理事会で議論されること

とは思いますが、要請に対するこれからのIEAの作業方針を教えていただきたい。 

 

―マンディル事務局長 

 緊急を要するのですでに作業を始めています。G8 で決定したアクションプランの

一部を IEA が担うことは大変喜ばしく名誉なことです。G8 が緊急課題であると認

識していることを歓迎しております。それは良いニュースであり新しいことです。 
IEA の主要なスキルにメンバー国間でベストプラクティス、グッドプラクティス

を共有することがあります。これが IEA に G8 から要請があった理由だと考えてい

ます。G８は、CO2 排出抑制の手段として直ちにとりかかれる最も良い方法がエネル

ギー効率改善だと認識しています。G8 は IEA に規格、標準化、政策を通してなに

がエネルギー効率改善に貢献するかを探すために民生、産業、輸送､電気製品の分野

でのベストプラクティスを見つけ出すことを要請しています。これは、全ての国に

省エネルギーを展開していくために、ある国でどう省エネルギー対策が上手く機能

しているかを知ることが目的です。 
 例えば、世界中で多くの電気製品が待機で多量の電力を消費しています。最近の

優れた商品の中には待機時消費電力が多くても１W というデバイスも出てきていま

すが、世界中ではほとんどこのような電気製品は使用されていません。大抵の製品

は待機時消費電力が１０W 程度となっています。そこで、IEA は“待機時消費電力

が１W を越える電気製品は販売しないというスタンダードを世界中の国々で採用す

るように提案しています。IEA の“１W イニシアティブ”と呼ぶこの提案は、G8
で承認されました。IEA は、まず G8 カントリーがこれを採択することを期待して

います。 
 次のトピックスとしては、G8 は IEA に中長期のエネルギー技術の展望を作る作

業を要請しています。最も有望なのは原子力、風力、バイオマスのどれでしょうか？

IEA はどの技術も有効だと考えています。なぜなら挑戦することはまだ沢山あるか

らです。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート963号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/963/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.963,  2005.9.21 

39 

IEA はコスト面でどの技術が最も有望かということを探し出すために、これらの

作業を IEA の実施協定（注３）を通じ、これに参加する NEDO も含めた世界中の機関

とのネットワークと緊密に連携しながら進めます。 
 G8 から IEA への次の要請は世界銀行(World Bank)との共同で技術移転のメカニ

ズムを改善する作業です。例えば、クリーン開発メカニズム(CDM)（注４）には大変興

味があります。NEDO は CDM について多くの活動をしていますね。IEA はメカニ

ズム自身の効果は大変高いとは考えておらず、改善の余地があると思っています。

これから世界銀行と共同でメカニズム改善に取組んでいきます。 
最後の G8 のトピックですが、グレンイーグルズ G8 には G8 以外の中国、インド、

メキシコ､ブラジル、南アメリカの国が参加していました。IEA はこれら５カ国に

IEA と G8 の作業に参加するように働きかけています。IEA は中国とインドとの協

議を開始しており、２週間以内に南アフリカ政府と協議し、その後、ブラジル、メ

キシコを予定しています。 
 
―エネルギー、環境、技術などの様々な分野において開発途上国の重要性が増してき

ていますが、IEAのこれら開発途上国との協力関係についてお話を伺いたい。 

 

―マンディル事務局長 

 これまでもIEAはいくつかの開発途上国と仕事を一緒にしています。主に中国とイ

ンドですが、先ほどの話とは別です。IEAはこの２カ国の政府と良好な関係を築いて

きました。主に、石油、電力、ガスのマーケットの課題です。と同時に温暖化問題に

ついての共同作業を試行するための良好な関係を構築して行こうとしています。 
IEAが考えている主要な課題はこれらの国での投資を育成するために、どうやって

CDMの効果を高めていくかです。開発途上国の温暖化対策の課題の多くは、投資がエ

ネルギー効率の改善には十分でないという事実です。例えば、パワープラントは安い

が､しかしエネルギー効率は良くない。車は古く、エネルギー効率は悪いなどです。そ

こで、おそらくCDMになると思いますが、これを通してどうやってエネルギー効率に

対して投資を行うか、開発途上国の政府と共同で見つけることが必要です。 
またIEAは非IEAメンバー国にもオープンであるIEA実施協定に開発途上国の研究

所が参加するように働きかけています。すでに中国の研究所が実施協定に参加してい

ます。 
 
―将来のエネルギー需給の安定には新エネルギー、省エネルギー技術の開発が重要

となりますが、どのような技術の重要度が高いと考えておられるか。 
 
―マンディル事務局長 
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 チャンピオン技術を選ぶには早すぎると思います。おそらくこれからの挑戦は非常

に大きいだろうということです。全ての技術を必要としており、完璧な技術があると

は考えていません。多くの異なる技術を利用してエネルギー効率の改善を図る必要性

を重視すべきです。 
また、再生可能エネルギーは重要な役割を担うでしょう。しかし、それには太陽電

池、バイオマスなどの再生可能エネルギーコストの大幅な低減が必要となります。バ

イオ燃料はすこし楽観的に考えています。新しい発酵技術によってコスト低減が可能

との展望がありますが、まだ多くのR&Dが必要です。 
将来の原子力の役割についても楽観していますが、もし核廃棄物問題が解決できな

ければ、原子力は市民には受け入れられないでしょう。やはり、さらなるR&Dが必要

です。 
しかし、エネルギー効率、再生可能エネルギー、原子力の急速な増加があっても化

石燃料の大量使用を防ぐことができるとは考えていません。そこで、CO2回収隔離を

コスト的に有効な技術にするために、多くのR&Dが必要となります。 
今、最も難しいチャレンジの一つは輸送部門です。現在、石油に代わって多量に供

給できる代替品がありません。これがバイオ燃料が重要と考えている理由ですが、そ

れでも石油代替の一部にしかなりません。 
水素燃料電池自動車の開発には注意すべき点があります。それはCO2を排出せずに

水素をどうやって製造するかです。恐らくベストな方法は天然ガスから水素を製造し

て、その際発生するCO2は回収し貯留する方法だと思います。また原子力と水電気分

解による水素製造のような技術もありますが、これは非常に効率が悪いプロセスです。

したがって水素はイージータスクではありません。 
 
―対処しなければならない現在の問題、及び今後増える新たな問題のことを考慮する

と、IEA の役割は益々重要になると考えられますが、IEA の今後の進むべき方向を

どう見ておられるか？また、IEA と他の国際機関との協力関係についても伺いたい。 

 

―マンディル事務局長 

 IEA 設立から３１年が経ちました。今も組織の効率を高めるように努めています。

IEA メンバー国の閣僚が２年毎に集まる閣僚理事会が３ヶ月前に開催されました。

その際、IEA の仕事により良く優先順位をつけるように要請されました。また閣僚

からは IEA の有益な役割を拡大すべきとの考えが示されました。しかし、追加的な

予算をどうするのかは議論されませんでしたので、これに関してはすこし難しい問

題が存在するかも知れません。 
確かに「カトリーナ」以降、エネルギーセキュリティーの必要性や IEA の緊急時

の役割を議論する人はだれもいないでしょう。また、G8 が IEA のスキルを認めて

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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いる現在、経済・エネルギー展望や地球温暖化問題に対する IEA の役割を議論する

人はだれもいないでしょう。 
IEA が合理化しなければならない事は非メンバー国と実施している作業です。残

念ながら資金不足で作業が難しくなっている国の中から、IEA が協力する国を選択

しなければなりません。 
 また、IEA はさらに多くの国際機関と協力して作業しなければなりません。機関

には経済協力開発機構(OECD)（IEA は OECD のファミリー）、世界銀行(World 
Bank)また国連の枠組機関である気候変動枠組条約 (UNFCCC) 事務局、国連環境

計画(UNEP)、国連開発計画(UNDP)、国連欧州経済委員会(UNECE)などがあります。 
また、IEA は石油輸出国機構(OPEC)、アジア太平洋経済協力(APEC)、ラテンア

メリカエネルギー機構(OLADE) （残念ながらこの機関は活動資金が足りない状況で

す。）と緊密な関係にあります。そして、アフリカ諸国のニーズにあった地域の組織

の開発に IEA はアフリカ諸国を支援する試みを行っています。 
 

―最後に IEA と NEDO、また日本との協力関係について、マンディル氏が期待すると

ころを伺いたい。 

 

―マンディル事務局長 

 日本はメンバー国の中で２番目の大国です。日本との関係は IEA にとって非常に

重要です。日本政府が IEA は重要と考えていただく必要がある。私は経済産業省、

外務省など日本のカウンターパートへの訪問で日本にはしばしば行きます。 
日本は技術大国です。また開発途上国への興味ある多くの技術移転も行っていま

す。そのようなことで、NEDO は日本のキー組織です。IEA は NEDO が幾つかの

実施協定に参加していることに喜んでおります。しかし、NEDO にもっと多くの実

施協定に参加していただきたい。 
IEA は技術移転に関する日本との共同作業が出来ればと思っています。特に CDM

の改善の課題に関して、どの技術はどのタイプの国に合っているか？中国にはどの

技術が良いか？アフリカにはどの技術が良いか？おそらく同じではなく異なるでし

ょう。 
IEA と NEDO との関係は良好ですが、共同作業を通してもっと関係を促進し改善

が出来ると思います。日本の技術開発への努力を賞賛しています。例えば、輸送分

野の課題では、日本はトップです。代替燃料に関して言えば、DME（ヂメチルエー

テル）、バイオ燃料､ハイブリッドカー、水素など、日本はリーディングカントリー

です。IEA は日本を大切なパートナーと考えています。 
（取材：深澤和則、クリストフ ドゥブイ） 
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（注釈） 
（注１）IEA（International Energy Agency）国際エネルギー機関は、第 1 次石油

危機後の 1974 年に世界のエネルギー安定供給への対応など国際エネルギープログ

ラムを執行する機関として、経済協力開発機構（OECD）の枠内に設立された。 
事務局所在地はパリ１５区。現在の加盟国は 26 カ国。 詳細はhttp://www.iea.org 
 

IEA 事務局組織図（概要） 

 

理事会 

Governing Board 
 

事務局長 

Executive Director 
 

 

長期協力・政策分析局 

Long-term Cooperation and Policy Analysis 
 

石油市場・緊急時対策局 

     Oil Markets & Emergency Preparedness 
 

 

非加盟国局 

Non-Member Countries 
 

エネルギ－技術・研究開発局  

Energy Technology and R&D 
 

 

（注 2）グレンイーグルズ G8 アクションプラン 
  詳細はhttp://www.fco.gov.uk/Files/kfile/CC%20PoA_jpn.pdf 
   

（注 3）実施協定（Implementing agreements） 
 プログラム毎に実施協定があり、必要と考える実施協定に参加することができる

（分担金が必要）。実施協定の総数は 42。そのうち日本は 31 に参加している。
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現在 NEDO は以下の 3 作業部会に分かれた 13 の実施協定（名称は略名）に参加してい

る。 
 

 [最終用途技術作業部会(EUWP)] 
・高温超伝導、・自動車用先進燃料、・燃料電池、 

・輸送用用途先端材料、・ヒートポンプ 

[再生可能エネルギー作業部会(REWP)] 
・太陽電池、・バイオエネルギー、・地熱エネルギー、・水素製造 

[化石燃料作業部会(FFWP)] 
・クリーンコールセンター、・流動床燃焼、 

・クリーンコールサイエンス、・温室効果ガス R&D 

 

（注 4）クリーン開発メカニズム(CDM) 
京都議定書のフレキシブルメカニズムであるクリーン開発メカニズム(CDM)は、

先進国と途上国が、GHG 削減プロジェクトを共同で実施し、投資国である先進国が

削減分を排出枠として獲得できる仕組み。 
                                  以上 


