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保証を通じた、

企業財務の負担軽減

債務保証

　石油・天然ガスの開発段階における事業は、既に油・ガスの存在が確認されていることか

ら、探鉱段階に比べて投資リスクは低くなります。そのため、その資金は通常金融機関などから

の借入により調達されますが、開発段階における投資規模は探鉱段階に比べて格段に大きく、数

百億～数兆円にも達する莫大なものです。また、既に発見されている石油・天然ガス資産を買

収する際も同様に巨額の資金が必要となります。

　そこで、資金調達の円滑化を図るため、JOGMECは企業が借入れにより調達する資金に対し

て、債務保証による支援を実施しています。さらに、2016年11月には、海外の資源会社の買

収に対する支援も追加されています。JOGMECは、我が国への石油･天然ガス資源の安定供給

の実現を目指し、当該事業を通して日本企業の国際競争力強化を積極的にサポートしていま

す。

事業推進部アクセス

民間株主

プロジェクト会社 金融機関等

債務保証 債務保証

JOGMEC

出資

開発資金融資

資産買収資金融資

液化資金融資

海外の資源会社買収資金融資

債務保証スキーム

※一定の要件を満たした事業に対し債務保証の上限を75％まで引き上げることもあります。

出資を通じた、探鉱・開発・

生産活動の活性化

出資

事業推進部アクセス

　石油・天然ガスの探鉱・開発事業は巨額の資金を要す

る事業です。特に探鉱事業は商業化に足る石油・天然ガ

ス資源が発見できないリスクが高い事業であり、これら

探鉱資金の全てを独力で調達することは、企業財務にと

って大きな負担となります。このため、JOGMECは石油

･天然ガスの探鉱資金を出資という形で提供しています。

　また、石油・天然ガスの開発、天然ガスの液化、石

油・天然ガス資産の買収には探鉱資金を大きく上回る規模の資金が必要となります。これらの

資金の多くは金融機関からの借入れで賄われますが、一部資金は出資金で調達される場合があ

ります。JOGMECはこれらの資金について出資を通じて供給することにより企業の財務負担を

軽減し、探鉱・開発・生産活動の一層の拡大、促進を図っています。

　さらに、2014年からの油価低迷により、世界の資源開発投資は2年連続で縮小し、資源開発

会社は売上減少のピンチとなっています。しかしその一方、海外の資源開発会社の株式や権益

の価格が下がっており、買収のチャンスともなっています。こうした情勢変化を踏まえ、

2016年11月に、JOGMECの機能として海外の資源会社の買収や資本提携に対する支援も追

加されています。

　支援事業の採択に当たっては、対象プロジェクトの技術、経済性リスク評価及びHSE（労働

安全・衛生・環境）などの審査を行った上、国のエネルギー政策との整合性につき、経済産業

大臣との協議を行っています。

　なお、事業が成功した案件については、下記の機構株式売却要件に照らして順次株式を売却

処分していく方針です。売却にあたっては、事務手続きルール及び最低売却価格等の専門的審

議を行う有識者による株式等評価委員会を設置し、透明性、公平性の確保に努めています。

※一定の要件を満たした探鉱事業及び資産買収事業に対して、出資の上限を75％まで引き上げることもあります。
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地質構造調査・油ガス田評価

スタディ等を通じた事業参入機会の創出

海外地質構造調査

探査部アクセス

　JOGMEC では、新たな探鉱や開発事業が期待される国や地域に対し、先行的な海外地質構

造調査、知見活用型海外地質構造調査、地質評価等事前スタディを実施しています。JOGMEC

はこれら調査事業を通じ、外国政府や国営石油会社（NOC）との協力関係の構築を図るとともに、

調査結果や調査に伴って得られる優先交渉権などを日本企業に提供し、自主開発原油・天然ガ

ス獲得に向けた日本企業の進出を支援しています。

　具体的な調査事業としては、主に以下の 3 つを実施しています。

（1）海外地質構造調査（従来型）：本調査は、外国政府や

NOC からの要請を受け、あるいは JOGMEC からの働

きかけにより、JOGMEC が費用を負担し、未探鉱地域

での地質調査、物理探査や地質評価、油ガス田評価な

どを実施するものです。これにより、調査対象地域に

おける技術的リスクを軽減するとともに、我が国企業

が優先的に対象鉱区へ参入するための優先交渉権を獲

得することを目的としています。

（2）知見活用型海外地質構造調査：従来の海外地質構造調

査に加え、我が国企業の知見を活用し、効果的に優良

案件を発掘・形成するとともに、企業による権益獲得

を促進するため、知見活用型海外地質構造調査を実施

しています。本調査事業は企業からの提案を受け、調

査を実施するものです。本調査事業は、事業完了後に

調査結果や鉱区取得のための優先交渉権を提案企業に承継することで、我が国企業による

権益獲得機会の拡大を目的としています。 

（3）地質評価等事前スタディ：新規海外地質構造調査事業の発掘及び対象地域の絞込みのため、

また我が国企業への情報提供等に資するために、事前スタディとして広域的な地質評価作

業を実施しています。

　石油公団時代の1979年以降継続して世界各地で調査を行っております。近年は、ケニア陸

上、セーシェル海域とウズベキスタン陸上を対象とする調査を実施しています。また、グリー

ンランド北東海域を対象とした調査では、優先入札への参加権を行使し、我が国企業と共に有

望とされる2鉱区を落札しました。

　また、知見活用型海外地質構造調査は、これまでにインドネシア東部海域、カンボジア陸

上、イラク陸上、ベトナム南部海域で実施し、その一部はJOGMECの探鉱出資事業として引き

続き支援を実施しています。

世界の石油・天然ガス

動向の情報発信

情報収集･分析･提供

調査部アクセス

　2004年より実施している『国際石油・天然ガス動向月例ブリーフィング』には、毎回約90

社から150名以上の参加を得て好評を博しています。また、年6回発行の『石油・天然ガスレ

ビュー』についてもe-book及びPDFファイルをホームページ上で公開し、関係各所から良好な

評価を得ています。
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産油国技術者の育成を通じた

資源外交への貢献

産油国技術者研修

管理・研修部アクセス

　JOGMECでは、産油・ガス国の石油開発技術者を日本へ招聘し研修を行っています。研修に

は、通常コースとして「探鉱地質」「物理探鉱」「掘削マネジメント」「油層工学」の4コース

が設けられており、技術センターにて、概ね年間2コースをそれぞれ10週間の日程で実施して

います。

　また上記通常コース以外に、資源外交の動きにあわせ、産油・ガス国などのニーズを踏まえ

た3～4週間程度の短期コースを設けており、これまでUAE、モザンビーク、イラク、メキシコ

等向けに特別研修等を実施してきました。当該事業を通じ、JOGMECは当該国より我が国の文

化や価値観に対する理解、共感、支持を得られるよう努めており、本邦企業が行う資源開発へ

の信頼感の醸成を目指しています。

　1989 年に旧石油公団により研修事業が開始されて以来、

これまでに40カ国以上の海外技術者等を招聘し、総数は約

3,500名にのぼります。中には政府間の合意に基づき、特定

の国別（UAE、モザンビーク、イラク、メキシコ等）研修を

実施しており、各々の国情にあわせたプログラムを実施して

います。 UAE特別研修

IOC、NOCとの

相互交流を通じた関係深化

協力協定の締結・要人招聘・展示会出展

企画調整部

管理・研修部

アクセス

①協力協定（MOU）締結

産油ガス国との一層の関係強化を図るため、ロシア、アメリカ、タイ、UAE、インド、ウズベ

キスタン、オーストラリア、オマーン、カナダ、トルクメニスタン、ベトナム、メキシコ、モ

ザンビーク等の政府機関や国営石油会社との間で、MOUを締結しています。今後これらの企

業との間では、共同研究や技術研修など、JOGMECの強みを活かした協力関係をより強化し

ていきます。

②要人招聘等

JOGMECは産油ガス国の大臣等政府関係者やNOC・

IOCの海外要人を招聘・訪問するなど、積極的に交流を

図ることにより、当該国との関係を強化し共同事業機

会の発掘を促進しています。

③国際展示会

産油ガス国で開催される国際展示会への出展も、

JOGMEC及び石油開発関連技術を保有する日本企業の

プレゼンス強化の観点から重要な事業です。今後も、機

構は我が国企業との共同出展や、共同研究している技術

の展示を通じて、我が国の石油開発技術の国際的認知度

をさらに向上させることを目指していきます。

カナダブリティッシュコロンビア州政府との
MOU 署名式

国際展示会 2016 the Abu Dhabi International Petroleum
Exhibition and Conference（2016 年 11月）
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技術ソリューション事業グループアクセス

　現在、フェーズ2事業（国内実証等、操業現場における実証準備段階）として以下に示すテー

マを公募により採択し技術開発を進めており、それと並行して産油国/企業と共同研究や実証に

向けた協議を行っています。

　技術ソリューション研修では、産油国の技術者に日本の先端技術を習得してもらう「技術移転研

修」を最終目標としております。平成25年度から、技術ソリューション研修を実施しており、その

プログラムの中で本事業では日本企業の皆様と開発した技術の紹介を積極的に行っております。

　各コースとも、産油国の技術課題に対して日本の先端技術を適用した解決策を討議する等

の、ワークショップ形式の研修が高く評価されました。

　また、JOGMECテクノフォーラムは、日本が保有する幅広い分野の優れた技術力を生かし、産

油・産ガス国等が抱える課題へソリューションを提供することを通じて、協力関係をより深める

活動の一環として実施しています。ニーズとシーズの出会いの場として国内外の講演者による講

演、日本企業によるブースの展示等が行われ、国内外より多数の方々に参加頂いています。

1　超臨界水を利用した超重質油部分改質技術の小規模実証試験

2　膜型CO2分離回収技術の小規模実証試験

3　セラミック膜による随伴水処理技術の小規模実証試験

4　マイクロバブルCO2圧入による石油増進回収技術に関する技術開発および実フィールドへの適用検討（平成28年度をもって終了）

5　光加速度センサシステムの技術開発と実証試験

フェーズ2案件（実証準備・小規模試験段階）

H26年度技術ソリューション研修
「Zero Emission コース」

JOGMECテクノフォーラム2015会場の様子

Phase
2

NO
Phase
3

Phase
1

26

JOGMEC 技術ソリューション事業の技術開発スキーム

我が国企業の先端・先進技術による

産油国等の技術課題の解決

技術ソリューション事業

　海外産油国/企業は、例えば、大水深や非在来型資源などの高度な技術が要求される油ガス田

の開発、既開発油ガス田の生産能力増強、環境規制への対応など、石油・天然ガス開発に係わる

様々な課題（ニーズ）に直面しています。一方で、日本は様々な産業分野で先端・先進技術（シ

ーズ）を保有しており、その技術を石油・天然ガス開発に活用できる可能性があります。

　JOGMECは産油国/企業が抱えるニーズに対して、我が国企業と一体となって解決策（ソリ

ューション）を提供することで、我が国企業のビジネス創成を支援するとともに、産油国/企業

との関係を強化します。

　具体的には、①ニーズ・シーズ分析、②技術開発、③技術ソリューション研修、④JOGMEC

テクノフォーラムにより当事業を推進します。

①　ニーズ・シーズ分析では、ニーズの見極めとそれに応えるシーズを探索、特定します。

②　技術開発では、特定されたシーズを用いて産油国/企業のニーズに対応するための技術開

発・実証を行い、ソリューションを提案します。

③　技術ソリューション研修では、海外産油国を対象として、技術開発に関連する研修を企業訪

問なども織り交ぜながら実施することで、研修生の我が国技術に対する理解と我が国企業と

の親密度を深めます。

④　JOGMECテクノフォーラムでは、我が国企業と海外産油国/企業の「出会いの場」の提供

を目的として、石油・天然ガス開発事業の最前線と将来展望、技術課題に対する取り組みや

我が国のシーズの適用可能性について議論します。
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我が国の石油・天然ガス

資源開発を担う技術者の育成

国内技術者研修

管理・研修部アクセス

　現在、我が国の石油・天然ガス開発業界では、企業活動を続けるために、これら人的資源の

継続的な確保及び育成が業界の課題となっています。

　JOGMECでは、技術センターを中心に、石油・天然ガス上流の各技術分野に関して、国内

技術者を対象とした教育訓練事業を実施しています。

国内講座

国内の石油技術者に対して、石油開発の基礎的技術を紹介する基礎講座と、専門技術習得

を目的とする専門講座等を実施しています。これらの講座は、受講者の専門分野、経験別

に実践的な技術の習得を目指すものから、海外の著名な専門家を講師として招く高度な技

術を対象としたものなど多岐にわたります。

　国内講座については、石油・天然ガス上流技術の基礎を網羅した基礎講座（基礎講座Ⅰ：事

務系対象4日間コース、基礎講座Ⅱ：初級技術者対象5日間コース）を、毎年開催しており、講

義に加え国内の油・ガス田現場見学を行い、理解度を深めています。また、その他にも以下の

ようなテーマを始めとする様々な講座を開催しています。

プロジェクトマネジメント

海洋石油生産システム概説

増進回収技術

深度変換技術

マルチラテラル技術

砂岩貯留層

管内・生産検層技術

作井技術

ウェルコントロール講習会

掘削クルーコース

掘削エンジニアコース

検層解析

主な講座名 
※講義会社事情、参加希望人数、各社からの要望等によって講座内容を変更する可能性有

技術開発を通した産油ガス国

政府及びNOCとの協力

共同研究

技術部アクセス

アブダビ国営石油会社（ADNOC） 二酸化炭素圧入による原油回収率向上技術 CO2EOR、

 坑井間地震探査実施の検討

メキシコ国営石油会社（PEMEX） 地質 / 油層モデル構築技術、増進採油技術（EOR）、 

 電磁探査技術、随伴水処理技術

ブラジル国営石油会社（Petrobras） 大水深油田開発のためのモノコラム型 FPSO( 浮遊式生産・

 貯蔵・出荷システム )、フレキシブルライザー開発

ベトナム国営石油会社（Petrovietnam） 二酸化炭素圧入による原油回収率向上技術 CO2EOR、

 出砂対策技術、GTL 事前実施可能性調査、低塩分濃度水攻法による原油増進回収

イラク石油省 油田開発スタディ、腐食対策スタディ

　具体的には、JOGMECが、産油ガス国政府及びNOCとの協議を通じて、対象国、対象プロジェクトのニー

ズに合致した技術テーマを選定し、その技術課題解決に向け、JOGMEC及び我が国石油開発企業に加え、当

該分野の高度技術を保有する我が国関連企業を含む研究実施体制を整備するとともに、産油ガス国政府及び

NOCの技術者参加を積極的に促すことにより、対象国への技術支援、技術移転の促進と協力関係の更なる発

展を図っています。こうして実施される共同研究の成果は、その後、対象プロジェクトのみならず、他のプロ

ジェクトへの適用により、産油ガス国政府及びNOCから更に高い評価と信頼を得ることが期待されます。
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人、情報、設備による

複合的技術支援

その他技術支援

技術部アクセス

（4）分析サポート

JOGMECでは共同研究事業において岩石弾性波速度測

定、各種流体分析、地球化学分析、X線CTスキャナー等を

用いたコア流動挙動解析など、各種実験分析機器を用いた

技術支援及び分析サポートを提供しています。これらの実

験・分析にあたっては、それぞれの目的に合わせた最適な

サンプルの前処理を行うとともに、分析手法についても検

討を重ね、信頼性の高いデータ提供を実施しています。

（5）オープンラボ

JOGMECでは、従前の本邦企業と共同で取り組む枠組みをより一層強化する事を目的と

して、TRCのラボ施設・技術情報のオープン化に取り組んでいます。

　オープンラボでは、本邦企業が抱える課題・ニーズに対してTRCが保有するリソースを

共同で活用し、課題解決のための技術開発を行っていくことで本邦企業の事業支援に資す

ることを目指しています。

　JOGMECは技術開発や地質構造調査事業などを通じて、石油・天然ガスの探鉱開発に必要と

なる多くの技術、情報、知見の集約に努めています。また、これらの事業を進めるに当たって

必要となる各種分析装置、コンピューターシステム、ソフトウェア等の開発・導入や解析ノウ

ハウの蓄積を進めています。これらの情報や設備、また専門的技術やノウハウにより、様々な

形で企業の支援を行っています。

探鉱・開発現場における

技術課題解決を支援

操業現場支援

技術部アクセス

JOGMECでは、本邦企業がオペレーターあるいは準オペレーターとして参画している国内外の

油ガス田の探鉱開発現場等において直面している技術課題を解決するため、技術面・資金面で

の支援を目的とした、当該企業との共同スタディを実施しています。

　本事業は、毎年提案公募形式で募集を行い、提案を採択し、スタディの直接経費（JOGMEC

及び企業の人件費等を除く）の50%を上限としてJOGMECが出資して、共同スタディを実施

します。

また、JOGMECは関連技術の専門家をスタディに

参加させるとともに、必要に応じてJOGMECのラ

ボラトリーにおいて分析機器などを用いた作業を

実施します。

　なおこれらスタディの結果は、守秘義務上の制

限や対象となっている油ガス田の事業に影響のな

い範囲でJOGMECの技術的知見として蓄積・集約

し、広く我が国企業の活動に役立てています。

八橋油田群北秋田地区における生産性改善技術実証試験

かん水還元強化によるガス増産検討のための基礎調査

女川層タイトオイル開発に係る技術研究

減退フィールドでの多相流流量計計測精度向上のための実証試験

プロピオン酸存在下での新規油井管材料の局部腐食発生と伝播の観察

長期AEモニタリングによるフラクチャー計測と貯留層管理

スエズ湾ノースウエスト・オクトーバー油田における既存地震探鉱データに含まれる多重反射波の除去手法

高ガス流量油井を含む坑井群に対する多相流流量計の選定・計測手法の最適化

本文.indd   14 2017/06/30   9:41



人、情報、設備による

複合的技術支援

その他技術支援

技術部アクセス

（4）分析サポート

JOGMECでは共同研究事業において岩石弾性波速度測

定、各種流体分析、地球化学分析、X線CTスキャナー等を

用いたコア流動挙動解析など、各種実験分析機器を用いた

技術支援及び分析サポートを提供しています。これらの実

験・分析にあたっては、それぞれの目的に合わせた最適な

サンプルの前処理を行うとともに、分析手法についても検

討を重ね、信頼性の高いデータ提供を実施しています。

（5）オープンラボ

JOGMECでは、従前の本邦企業と共同で取り組む枠組みをより一層強化する事を目的と

して、TRCのラボ施設・技術情報のオープン化に取り組んでいます。

　オープンラボでは、本邦企業が抱える課題・ニーズに対してTRCが保有するリソースを

共同で活用し、課題解決のための技術開発を行っていくことで本邦企業の事業支援に資す

ることを目指しています。

　JOGMECは技術開発や地質構造調査事業などを通じて、石油・天然ガスの探鉱開発に必要と

なる多くの技術、情報、知見の集約に努めています。また、これらの事業を進めるに当たって

必要となる各種分析装置、コンピューターシステム、ソフトウェア等の開発・導入や解析ノウ

ハウの蓄積を進めています。これらの情報や設備、また専門的技術やノウハウにより、様々な

形で企業の支援を行っています。

探鉱・開発現場における

技術課題解決を支援

操業現場支援

技術部アクセス

JOGMECでは、本邦企業がオペレーターあるいは準オペレーターとして参画している国内外の

油ガス田の探鉱開発現場等において直面している技術課題を解決するため、技術面・資金面で

の支援を目的とした、当該企業との共同スタディを実施しています。

　本事業は、毎年提案公募形式で募集を行い、提案を採択し、スタディの直接経費（JOGMEC

及び企業の人件費等を除く）の50%を上限としてJOGMECが出資して、共同スタディを実施

します。

また、JOGMECは関連技術の専門家をスタディに

参加させるとともに、必要に応じてJOGMECのラ

ボラトリーにおいて分析機器などを用いた作業を

実施します。

　なおこれらスタディの結果は、守秘義務上の制

限や対象となっている油ガス田の事業に影響のな

い範囲でJOGMECの技術的知見として蓄積・集約

し、広く我が国企業の活動に役立てています。

八橋油田群北秋田地区における生産性改善技術実証試験

かん水還元強化によるガス増産検討のための基礎調査

女川層タイトオイル開発に係る技術研究

減退フィールドでの多相流流量計計測精度向上のための実証試験

プロピオン酸存在下での新規油井管材料の局部腐食発生と伝播の観察

長期AEモニタリングによるフラクチャー計測と貯留層管理

スエズ湾ノースウエスト・オクトーバー油田における既存地震探鉱データに含まれる多重反射波の除去手法

高ガス流量油井を含む坑井群に対する多相流流量計の選定・計測手法の最適化

本文.indd   15 2017/06/30   9:41



理事長　黒木　啓介

748

本文.indd   16 2017/06/30   9:41



理事長　黒木　啓介

748

本文.indd   17 2017/06/30   9:41



MEMO

本文.indd   18 2017/06/30   9:41



MEMO

本文.indd   19 2017/06/30   9:41



2017年6月  改訂

表1-4.indd   2 2017/06/30   9:42


