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本誌に関するご質問は、左記広報課まで

表紙：柏崎テストフィールドでの研修の様子

　JOGMECは、2014年11月６日（木）、米国エネルギー省（DOE）傘下のエネルギー技
術研究所（NETL）との間で、メタンハイドレート陸上産出試験の実現に向けた共同作
業実施に関する覚書（MOU）に調印しました。
　本MOUに基づき、JOGMECはアラスカ州におけるメタンハイドレートの長期陸上
産出試験の実現に向け、NETLと協調して、計画立案、現地調査、探鉱調査を含む、さま
ざまな検討・準備作業を実施していきます。なお、本MOUの有効期間は約５年間と
なっています。

　豊田通商株式会社が出資し、JOGMECが開発資金の一部を債務保証しているアル
ゼンチンのリチウム開発事業会社が、アルゼンチン北西部フフイ州のオラロス塩湖にて
リチウムの本格生産を開始しました。これは日本企業初のリチウム生産案件で、今後は
炭酸リチウム換算で年間17,500トンの生産を目指します。
　JOGMECは、探鉱段階での資源量調査、インフラ設備可能性調査、および開発資金
に対する債務保証等、事業の初期段階から一貫した支援を行ってきました。
　生産されるリチウムの全量について豊田通商が販売代理権を有するこの事業は、電気自動車に代表される次世代自動車の普及に伴い、リチ
ウムの需要増加が見込まれる中、日本への安定供給に大きく貢献するものと期待されています。

　JOGMECは、沖縄海域で2012年から継続的に実施している地形調査、海底観察、
サンプリング等により、沖縄本島北西沖の伊平屋小海嶺周辺に海底熱水鉱床を発見し
ました。海底観察では、南北1km×東西600mの範囲（「野甫サイト」と仮称）に、大小
20個以上のマウンドと呼ばれる円錐状の高まりを確認。同サイト中央には高さ約
30m、直径約100mに及ぶ最大規模のマウンドがあり、銅、鉛、亜鉛、金、銀を含む海底
熱水鉱床を形成しています。マウンド分布域の広がり（面積）は、伊是名海穴Hakureiサイトの海底熱水鉱床に匹敵します。今後、JOGMECは
海底観察、物理探査、ボーリング調査等を行い、この鉱床の広がりや金属含有率（鉱石の品位）を把握し、資源量を評価する予定です。

米国エネルギー技術研究所とMOU締結
―メタンハイドレート陸上産出試験、実現に向けて―

アメリカ

アルゼンチン

日本企業初、リチウムの本格生産が始動
―次世代自動車用の需要増加を見据え、安定供給に貢献―

J O G M E C の 活 動 報 告
最新の事業やニュース、イベントなど、
JOGMECからの旬な情報をお届けします。

▼JOGMEC Webサイトより記事の詳細情報をご覧いただけます。

http://www.jogmec.go.jp/news/release/index.html
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沖縄本島北西沖に新たな海底熱水鉱床の
存在を確認　

日本

マウンド頂上の硫化物からなるチムニー（柱状構造物）

の　ほ

MOU調印式（左から、河野理事長、宮沢経済産業大臣、
ケネディ駐日米国大使、スミスDOE首席次官補代理）

生産開始に合わせて行われた開所式

総務部広報課
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技術者研修対象国
（石油・天然ガス● 金属◎ 石炭★）
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　日本は、エネルギーや金属資源の多くを
輸入に依存している。資源の安定供給を実現
するには、資源国との共存共栄が前提となる。
JOGMECは、将来的に有望な資源国と戦略
的MOUを締結し、技術者の招聘・研修を実施
することで、資源国の資源開発や安定生産へ
の貢献を目指してきた。重要ポストに昇進した
研修修了生を通して、JOGMECや日本企業
が権益獲得に向けたアプローチを取ることも
可能になる。
　1989年に開始した産油ガス国向け技術者
研修事業は、今年で26年目を迎え、修了生は
3,200名を突破した。現在、各国の大臣、国営
企業などの役員クラス以上となった修了生も
存在する。また、2014年4月には石油・天然ガ
ス分野の研修部門を拡大し、研修コース内容
の拡充を図るとともに、石炭分野における研
修事業もモザンビークを皮切りに新たに開
始。また、金属分野では南部アフリカ諸国と、
将来の権益獲得を視野に入れた研修を実施
した。　
　今回は、資源の安定供給に向けてJOGMEC
が展開する研修事業について多面的にご紹
介する。
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的MOUを締結し、技術者の招聘・研修を実施
することで、資源国の資源開発や安定生産へ
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研修修了生を通して、JOGMECや日本企業
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ス分野の研修部門を拡大し、研修コース内容
の拡充を図るとともに、石炭分野における研
修事業もモザンビークを皮切りに新たに開
始。また、金属分野では南部アフリカ諸国と、
将来の権益獲得を視野に入れた研修を実施
した。　
　今回は、資源の安定供給に向けてJOGMEC
が展開する研修事業について多面的にご紹
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アルシャムシ氏の研修当時の様子（1989年撮影、アルシャムシ氏は後列の右から２番目）

 安田　シャムシさんは、JOGMECが1989

年に実施した研修の第一期生でしたね。私た

ちは、UAEをはじめ世界中から研修生を受け

入れる機会を増やしたいと思っています。研

修についてのご意見をお聞かせください。

ジーについても取り扱われていますね。

 安田　研修の目的は、海外からエンジニア

を招聘して研修を行うだけではなく、日本語

や生け花などの日本文化を通じて、日本に

ついての理解を深めていただくことにもあ

ります。

 アルシャムシ氏　日本の文化について知る

ことで、UAEと多くの共通点があることが

分かりました。昔は、UAEでも畳を使ってい

ましたし、女性も男性も、年上の人は常に尊

敬されていました。お辞儀の仕方や、尊敬の

念や気配りといった人生の信条も日本と同

じです。UAEには多くのビルや高速道路が

建設され、昔の面影はなくなりましたが、友

情やもてなしの心は今でも残っています。

 安 田　UAEでは、どのような方法で若い

世代の育成に取り組んでいますか。

 アルシャムシ氏　私の若い頃は、今の世代

よりも苦労して勉強し、もっと一生懸命働い

たものです。今でも若者の多くは、私たち石

油・天然ガス業界で長年働いてきた人を手

本にしています。私は、日本をはじめ世界の

国々に若い世代を派遣するときには、「君た

ちは、日本や米国におけるUAEの大使なの

だ」と言っています。

アブダビ政府も、若者の教育に時間とエネ

ルギーを費やしています。現在はインター

ネットなど様々なテクノロジーを利用して知

識を吸収することができます。さらに、昔で

は考えられないほど、仕事の選択肢も増え

ています。石油業界に限らず、銀行業界など

様々な業界で働くことができます。

 安田　UAEでは、エネルギー分野での女

性の進出が見られますが、これについて、い

かがですか？

 アルシャムシ氏　現在では、女子学生は男

子学生と常に競争しています。大学でも、多

くの女性がエンジニアリングなどの難しい

科目を勉強していますし、実は女子学生の

方が成績優秀なのです。そのため、卒業後は

ADNOCに就職するなど、

大きな機会が与えられてい

ます。エンジニアとして現場

で働いている女性もいま

す。UAEの指導者層は、男

性と女性に平等に機会を

提供し、同じ場所で、同じ

賃金水準で働けるようにし

ています。

 安田　JOGMECとADNOCには共同研

究の長い歴史があります。どのような日本の

技術がUAEに貢献していくと思われますか。

 アルシャムシ氏　日本には、UAEにとって

有用な技術が数多くあると確信しています。

例えば、LNG技術やEOR（石油増進回収

法）、CO2-EOR（二酸化炭素を利用した石油

増進回収法）、ロボットによる操作、医療など

の技術があげられます。現在、UAEは、こう

いった分野においてJOGMECやINPEX（国

際石油開発帝石）をはじめ、国際メジャーと

も連携しています。

日本からは、人材育成の面でも恩恵を受け

ています。これまでにUAEから多くの人が

JOGMECの研修に参加し、私たちにとって

大きなメリットとなっています。現在も数多く

のUAE人が日本で勉強していますし、日本

の大学を卒業し、PI（Petroleum Institute 

アブダビ石油大学）で教鞭をとっている人も

います。また、日本の大学で研究に取り組

み、技術移転のために帰国する人もいます。

私たちにとって、技術移転とイノベーション

 アルシャムシ氏　当時UAEから研修に参

加したのは私一人でしたが、日本の文化、日

本人、素晴らしい環境など、日本に対して好

印象を持ったので、帰国して他の人にも参

加を勧めました。それがきっかけとなって、

UAEから多くの人々がJOGMECの研修に

参加するようになったのです。現在の研修

は、当時とはすっかり変わり、内容がより充

実し、新たな課題に対応する最新のテクノロ

Ali Khalifa Al Shamsi氏は、JOGMECの研修第一期生であり、
現在はADNOC（アブダビ国営石油会社）の役員を務めている。
今回、JOGMECの招聘により来日した同氏に、JOGMECでの

研修、UAEと日本の関係について、管理・研修部長の安田優人が伺った。

ADNOCに27年間勤務し、石油・天然ガ
ス業界で優れた業績をあげてきた。現在
はStrategy & Coordination Director
であるが、これまでに様々な職位に就き、
1 9 8 7 年 A D N O C  E x p l o ra t i o n  
Divisionに配属の後、同Division の
Pet roleum Resources  Division 
Manager、Offshore Division Manager、
そしてProduction Directorateの座を
歴任した。
UAE（アラブ首長国連邦）大学で地質物
理学の理学士号を、米国のコロラドス
クールオブマインズで地球物理工学の修
士号を取得。後に役員として米国カリフォ
ルニア州のS t a n f o r d  E x e c u t i v e  
Programに参加。

Ali Khalifa Al Shamsi 氏

はすべて人材にかかっているといっても過

言ではありません。日本のテクノロジーは素

晴らしいものですが、最も重要なのは、その

テクノロジーを私たちの国で運用していくこ

とです。若く才能のある人材は、イノベー

ションの駆動力となります。私たちの独自の

文化の中に新しい技術を取り込むことで、イ

ノベーションとなるのです。

 安田　日本とUAEの関係は、どのように発

展していくとお考えですか。

 アルシャムシ氏　日本政府とUAE政府の間

には、40年以上の長い歴史があります。この

関係は、相互の理解と信頼を基盤に、相互の

利益を生み出すものです。不幸にも2011年

に東日本が被災したとき、UAE政府が多くの

天然ガスを日本へ送ったのも、日本に好意を

寄 せ て い た か ら で す。A D N O C が 、

JOGMECやINPEXなどとのパートナー提携

のもとに、様々な恩恵を受けているのも、こ

ういった強固な基盤があるからです。両国

の関係は、ますます強固になっていくと思い

ます。

 安田　本日はありがとうございました。

相互理解と信頼を基盤に、
UAEと日本は強固な
関係を築いてきました。

JOGMECの研修に参加して
日本に好印象を持ったので、
他の人にも参加を勧めました。

若い世代を外国に派遣するとき
には、「君たちは、日本や米国における
我が国の大使なのだ」と言っています。

　日本にとってUAE（アラブ首長国連邦）はサ
ウジアラビアに次ぐ第2位の原油供給国であ
り、アブダビ首長国には日本企業が権益を保
有し操業する、多くの油田開発・生産プロジェ
クトがあります。また、2014年には、日本と
UAE政府間での石油共同備蓄プロジェクトに
関するMOU更新の署名が行われました。
　JOGMECは、エネルギー安全保障の観点

UAEと日本及びJOGMECの協力関係

から、研修事業や技術研究分野において、UAE
との重層的な関係構築に取り組んできました。
研修事業においては、これまでに278人の研修
生をUAEから受け入れているほか、2014年に
はUAE特別研修「石油プラントの計装制御シス
テムコース」を実施しました。技術研究分野では、
CO2-EORの事業化を視野に入れ、ADNOCと
の共同スタディなどを実施しています。

日本の素晴らしいテクノロジーを
いかにUAEで運用していくか、
それはすべて人材にかかっています。

河野理事長を表敬訪問したAl Shamsi氏

ADMA-OPCOのUmm Shaif 油田©JODCO
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　2014年4月、JOGMECは産油ガス
国との関係強化を図る観点から、新規研
修の発掘など研修事業を拡充することを
目的に、研修課を研修企画課と研修業務
課の2課体制に再編しました。研修企画
課においては、従来、研修に関して約70
コースをメニューとして用意し、選択して
いただく方式を取っていましたが、今後

は産油ガス国のニーズを把握した上で、
テーマ・期間・人数など、それぞれの産油
ガス国にとってより魅力的な研修を企画
し、産油国への提案を行っていきます。現
在は、L N Gコース、生 産 施 設コース、
HSEコースなどの実績のあるものに加え
て、産油ガス国のニーズを考慮したフレ
キシブルな研修コースや、日本の先端技
術を応 用した石 油 開 発に関する研 修
コースを検討中です。
　一方、研修業務課においては、研修生と
の緊密なコミュニケーションやハラル食へ

　JOGMECは、2013年度、13コース
の産油ガス国向け研修を実施し、187名
の技術者を研修生として受け入れまし
た。1989年の研修事業開始から2014
年10月までに、47ヵ国3,221名の研修
修了生を輩出したことになります。近年
の産油ガス国からの研修ニーズの高まり
を受け、技術センター（TRC）内の研修講
義室も2014年8月末には、以前の1コー
ス当たり22名から最大28名まで一度に
受講できるように改造し、食堂・ランド
リールーム等も拡充しました。

　産油ガス国向け研修事業は、「通常研
修」「特別研修」「フェローシップ」の3タ
イプに分けられます。
　「通常研修」には「物理探鉱」「掘削マ
ネジメント」「油層工学」「探鉱地質」の4
コースがあり、1年間に2コースを開催、
2年間で4コースをローテーションさせて
います。各コースともに、ワークショップ
やシミュレータ等を用いた講義内容と

なっており、研修生にも好評を博してい
ます。通常研修の初回となった1989年
の「物理探鉱コース」は7ヵ国11名の参
加でしたが、現在は20ヵ国22名程度と
招聘国・参加人数ともに拡大していま
す。2013年度は、「探鉱地質コース」「物
理探鉱コース」の2コースを開講し、それ
ぞれ20ヵ国22名、20ヵ国21名の研修
生を受け入れました。いずれのコースも、
研修期間は10週間です。
　「特別研修」は、日本政府と産油ガス国
政府或いは産油ガス国の国家機関が締
結するMOUに基づいて、国別またはテー
マ別に実施されています。その一例とし
ては、2005年の日本・イラク両政府によ
る共同声明に基づいて2006年から実
施された「イラク1,000人研修」や、この
研修の成果を高く評価したイラク政府と
日本政府の再合意によって実施された

「イラク500人研修」があげられます。
「イラク500人研修」の最終年度となる
2013年度には、5コース各20名の合計
100名を受け入れ、予定の500人研修を達
成しました。このほか、モザンビークやUAE
とのMOUに基づいた「LNG研修」を実施
しました。また2013年度は、「技術ソリュー
ション研修」を新設し、「HSE（Heal th ,  
Safety and Environment）マネジメ

拡充を続ける
石油・天然ガス分野の研修事業

ントコース」を4ヵ国11名に実施しまし
た。
　「フェローシップ」は、日本企業が実施
する研修をJOGMECが支援するもの
で、2013年度は、地質等をテーマにした
UAE10名の研修及びインドネシア1名
の研修を支援しました。

　研修事業の目的の一つに、将来の権
益獲得などに向けて親日派の研修修了
生を増やすことがあります。そこで、「通
常研修」では生け花教室、書道教室、折
り紙教室、浴衣の着付け、日本語教室、
箸の持ち方など、また「特別研修」でも折
り紙教室、日本語教室など、日本文化を
紹介するプログラムを設けています。こ
れらのプログラムにはJOGMEC職員も
参加し、研修生との交流を深めていま
す。さらに、日本への理解を促進するため
に、京都・広島などへの研修旅行を開催
し、文化財や最先端技術工場の見学など
を行っています。

WellCAP認定書発行

機関の証明書

産油ガス国からの研修生は
47ヵ国3,200名を突破。
今後は、相手国のニーズに
合わせた研修も展開。

相手国ニーズと日本の
最先端技術をマッチング
させた研修を企画

日本文化を知って
もらうことも
研修事業の使命

「通常研修」「特別研修」
「フェローシップ」の
3事業を展開 　通常研修の一つ、「掘削マネジメントコース」は、最新の掘削

技術からHSEを含む操業計画・管理に至るまで、掘削プロジェ
クト全体をマネジメントするために必要な知識と技術の習得を
目的としたコースです。その一環として実施される「ウェルコン
トロール講習」では、IADC（International Association of 
Drilling Contractors）より認定されたWellCAP講習を実施
し、基準を達成した研修生には「WellCAP認定書」が発行され
ます。JOGMECは、「WellCAP認定書」を発行できる日本で唯
一の機関であり、実習に使用する掘削シミュレータを新潟県の
柏崎テストフィールド内に導入しています。

WellCAP認定書を発行できる日本で唯一の
機関として掘削マネジメント研修を実施

　研修生の多くは掘削プロジェクトの監督者であり、実際に掘
削作業を行うわけではないため、掘削シミュレータでの実習は、
安全操業のために現場作業で払われるべき注意点など、現場
を理解するためにも良い経験となります。JOGMECでは、掘削
シミュレータ体験を含む講習シナリオの改良を図り、より多くの
研修生の受け入れを可能にしていきます。

地質エンジニア
Oliver氏

　私はベネズエラの国営石油会社で、リグでのオペレーションを監督してい
ます。具体的には、リグに7日、オフが4日、オフィスに3日というローテーショ
ンで仕事をしています。JOGMECの研修では、掘削に関する多くの知識や
技術を学ぶことができました。また、講師や研修生との交流を通して、様々な
文化に触れることもできました。帰国後、ここで学んだことを同僚にプレゼン
テーションし、知識や技術を共有したいと考えています。

ベネズエラに帰って、同僚と知識や技術を共有します。
　私はパプアニューギニアの国営石油会社で、オペレーターが国の規制やガ
イドラインに従って操業しているかを監督しています。JOGMECの研修は非
常に幅広いものでしたが、特に掘削シミュレータの体験によって、現場への理
解が深まりました。研修生の中には、現場での経験が豊富な人もいるため、彼
らの考え方を学ぶことができたのも大きな収穫でした。今後は、監督する立
場と現場で作業する立場、両方の立場で考えることで、よりよい仕事をしてい
けると考えています。

掘削シミュレータを経験し、現場への理解が深まりました。

COLUMN

石油・
天然ガス

Oil, Natural Gas

掘削エンジニア
Charlyne氏

の対応など、これまでのきめ細かな研修運
営を継続し、引き続き“OMOTENASHI”
の心で研修生の受け入れ対応を行って
いきます。この“OMOTENASHI”の心
での対応は、日本に技術を学びに来てい
る研修生の心を捉えており、海外展示会
等において研修修了生との交流会を開
催した際に感謝されることも多くありま
す。帰国してからも日本のことを思い出
してもらうことで、親日派の研修修了生
増加の一助となっています。

最新の掘削シミュレータを使用した演習

研 修 生 の 声

Voice
研 修 生 の 声

Voice
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連動した動画を
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連動した動画を
［JOGMEC channel］
にて配信中です



日本の鉱害防止
のノウハウを
資源保有国に
技術移転。

モザンビークとの
戦略的MOUに基づき、
JOGMEC初の
石炭研修を開始。

モザンビークとの
戦略的MOUに基づき、
JOGMEC初の
石炭研修を開始。

石 炭
Coal

金 属
Metal

に対し、金属濃度が高い河川にて、発生
源を突き止めるのに必要な“水系調査”
の技術を教えるOJTを実施しました。

　ラオス人民民主共和国は、新たな金属
資源の供給源として期待を集めている
国ですが、国民の環境問題に対する意識
が高まってきています。JOGMECは、
2011年にラオスにおける鉱山環境分野
の協 力を開 始し、毎 年 、同 国のエネル
ギー鉱 山 省 鉱 山 局（ D O M ）とワーク
ショップを共催しています。また、2013

年にはDOMとの間で、鉱害防止の技術
協力に関するMOUを締結し、環境汚染
が発生している鉱山地域での現地研修

（ O J T ）を新たに実 施しました。また、
2014年には、DOM等の政府職員10名

ラオスにおける河川環境改善のためのOJT

地質エンジニア
Ordélio Pedro Trigo

DE SOUSA氏

　モザンビークでは、天然ガスの開発に加え、石炭開発が進められていま
す。私は、EMEMの地質エンジニアとして、テテ州におけるプロジェクトの共
同調査を行っています。JOGMECの研修では、釧路炭鉱でロングウォール
採炭法※を見ることができ感動しました。これは、モザンビークにおける露天
掘りとは異なる方法ですが、新たな知識を得ることは重要です。豊富な知識
をもとに、持続可能な資源開発に向けて、プロジェクトを評価していきたいと
考えています。

持続可能な石炭開発に向けて、知識を深めることができました。

　モザンビーク共和国には、世界的にも
産地が偏在しかつ製鉄用コークスに不
可欠な強粘結炭が豊富に賦存しており、
新たな原料炭の供給国として世界から
の注目が高まっています（12-13ページ
参照）。2012年、経済産業省は、同国の
経済や国内技術の発展への貢献と将来
の権益獲得を見据え、同国鉱物資源省

（MIREM）との間で、「天然資源開発に
おける協力に関するMOU」を締結し、そ
の後「石炭産業発展5ヵ年プラン」を含む
共同声明に署名しました。同プランには、

「石炭の利用に向けた石炭産業マスター
プランの策定」、「地質構造に関する共同
調査の実施」に加え、「人材育成事業の
実施」が含まれています。

　5ヵ年プランに盛り込まれている「人材
育成事業の実施」では、日本として5ヵ年
で100名以上の石炭開発の専門家を育
成 することが 目 標 とさ れ て い ます 。

JOGMECは、2014年7月、同プランに基
づいた人材育成事業の実施の一翼を担う
べく、首都マプトにおいて、MIREM傘下の
鉱物資源公社（EMEM）と、人材育成に関
する2014年度～2016年度の3年間の
実施プログラム及び2014年度の事業実
施に関する年次計画に署名しました。
　JOGMECにとって、2014年度の日本
招聘研修では、部門の枠を超え、石油・天
然ガス分野での研修のノウハウを持つ研
修企画課・研修業務課と連携し、同国か
らの研修生を8名、JOGMEC技術セン
ター（TRC）に受け入れ、9月21日～10
月18日の約1ヵ月間にわたる研修プログ
ラムを実施しました。石炭産業に関する
研修はもちろんのこと、TRCで保有する
実験装置を見学することで、石油部門で
実施している技術開発事業にも触れ、
JOGMECについて、より深く知ってもら

モザンビークの技術発展
への貢献及び同国とのより
一層の関係強化を目指して

ベースメタルの重要な供給源、
ペルーの持続可能な
資源開発を支援

将来の資源供給国として
期待されるラオスへの協力を
2011年に開始

2014年9月、JOGMECは
新たにモザンビークを対象
とした石炭技術者研修を実施

ペルー坑廃水の中和・沈降試験

2014年11月に開催された研修

旧松尾鉱山新中和処理施設での研修 JOGMECのパッシブトリートメント実証試験設備での研修

2012年 2月

2012年 2月

2012年10月

2013年12月

2014年 1月

2014年 7月

モザンビーク・エネルギー
鉱物資源セミナー
  両国の資源分野での協力推進に
  ついての協力文書を締結

日本・モザンビーク首脳会談
  日・モザンビーク共同プレス・
  ステートメントを発出

第1回日本・モザンビーク
資源分野官民政策対話
  石炭産業発展5ヵ年プランの
  共同声明
  レブボープロジェクトへの協力

日本・モザンビーク資源分野
官民政策対話フォローアップ

日本・モザンビーク首脳会談、
投資フォーラム
  人材育成事業の人員増員表明

JOGMEC人材育成・事業に
関する実施プログラムを締結

モザンビークと日本政府・JOGMECの協力関係

研 修 生 の 声

Voice

　ペルー共和国は、日本にとって銅、亜
鉛、鉛などベースメタルを供給する重要
な鉱業国ですが、昨今、鉱害の発生や過
去の鉱山開発における社会問題などが
要因となって、反鉱山運動が多発してい
ます。JOGMECは、同国の環境に配慮
した“持続可能”な鉱山開発への取り組
みを支援することを目的に、2009年か
ら鉱害防止政策アドバイザーの派遣、鉱
害防止セミナーの開催、日本への技術者

招 聘による研 修な
ど、鉱害防止分野で
の 協 力を実 施して
います。
　具体的には、同国
で鉱害防止政策に
携 わるエネルギ ー
鉱 山 省（ M E M ）の
技術者等を対象に、
ペルーの鉱害発生
現 場を活 用した技
術指導や、MEMの技術者等を日本に招
聘して日本の鉱害防止対策の現場や鉱
害対策技術などの研修を行っています。

研 修 修 了 時 に は 、
MEMの技術者から、

「かつて鉱業国だっ
た日本がいかに鉱害
問題を克服し、環境
を保 護しているか、
そのノウハウを知る
ことができた。この教
訓を多くの国民に伝

えていきたい」などのコメントがありまし
た。これらの研修を通じて、研修生が鉱
害防止対策の重要性を認識し、ペルーで
の環境に配慮した適切な鉱業政策の実
行に活かされることを期待しています。

うことができました。また、11
月には、JOGMEC職員及び
日本人専門家を現地に派遣
し、モザンビークにて約3週間
にわたる研修事業も実施して
います。
　2015年度、2016年度も、
実施プログラムに基づき、日
本招聘研修及び現地へ日本

人専門家を派遣する現地派遣研修を継
続していきます。

※坑内採掘法の一種。100～300m程度の幅で一気に採炭を行う方法。
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仙波　こうしてもらえたら嬉しいとか、外国

に来て不安だとか、研修生の心情を考えて、

話しやすい雰囲気をつくるようにしていま

す。小さなことでも相談しやすいよう、休憩

時間中などに、こちらから積極的に話しか

け、先回りしてケアができるようにしていま

す。また、私た

ちだけでなく、

TRCのほかの

職員も、スポー

ツや文化的交

流を通してコ

ミュニケーショ

ンを図っていま

す。

荒木　開講式

までに、リストを見て研修生の顔と名前を憶

えるようにしています。研修生が多国籍の場

合は憶えやすいですが、1ヵ国から何人も来

る場合、名前も顔も似ているので、結構大変

だったりします。コースによっては、その国か

ら一人という研修生もいて、自分だったら不

安になるだろうと思い、なるべく触れ合う機

会を持つようにしています。

金子　勤務時間外でも、研修生が話したい

ことがあるときには、フロント経由で電話が

かかってきて対応することがあります。研修

生は英語が話せることが条件なので、私たち

も英語での対応となります。

クリスチャン系で肉を食べられない人もいま

す。研修生には、宗教上駄目なものや、アレル

ギーがあるものなどを事前に確認していま

す。イスラム教徒は制限が多いので、それな

りのケアが必要ですが、それがあまりにも目

立って、ほかの人たちの気にならないように、

さりげなく気を遣うようにしています。多国

籍の人が集まるコースの場合、文化なども異

なるため、集団行動はそれなりに大変です。

金子　研修生招聘の手配も私たちの仕事

です。政情の不安定な国からの研修生です

と、予定通りに来られない場合もあります

し、研修生の出迎え出張の際、イスラム教の

研修生数名が、飛行機出発間際になってお

祈りに行ってしまい、危うく乗り遅れそうに

なったこともありました。

渡邊　研修旅行中に体調を崩した女性がい

て、付き添ってあげたところ、帰国時に感謝

をされたこと

がありました。

異 国 で 心 細

かったのだと

改めて感じま

した。

金子　東日本

大 震 災 の 際

は、恐怖で涙を

流す研修生も

いましたが、皆で寄り添い励ましあって乗り

越えました。コースは中断し、研修生全員を

無事に帰国させました。また、世界中の修了

生から続々と心配のメールや電話をいただ

き、とても感動した記憶があります。

仙波　JOGMECでは、より多くの人に研修

を受けてもらいたいので、研修の機会は一

人1回が基本となります。そこで、修了生と

のコミュニケーションを密にするために

「TRCニュースレター」などの発行も行って

います。修了生の情報もできるだけ更新し、

最新情報を持つようにしています。

金子　修了生

たちとは、eメー

ルでもやりとり

しています。グ

リーティング

メールをはじ

め、「JOGMEC

があなたの国で

展示会を開催

するので、顔を

出してください」というメールを送り、意見交

換会を開催することもあります。研修生の中

には、今では要人となっている方もいらっ

しゃいます。仕事で来日した時に、当時のよ

うに気さくに「お茶でも飲まない？」と電話し

てくれる方もいらっしゃいますし、私たちも、

海外出張時には積極的に会いに行くように

しています。

金子　帰国後、何年も経っていても、とても

よく憶えていて、懐かしがってくれる修了生

も多いです。たとえ見知らぬ同士の修了生で

も、JOGMECの研修生だったということで

打ち解け、打ち合わせなどがスムーズに行く

こともあるようです。研修はすごく良い思い

出だったと言ってくれる人も多く、そういう研

修生がいることが大事だと思います。

眞砂　研修生が帰国するときに、日本での

滞在を楽しんでくれ

て、貴重な体験だっ

たと言ってもらえる

ことで、こちらも、より対応を

向上させていこうと思うきっかけになりま

す。また、終了生が年々増えているので、来

日前に同じ組織の修了生から研修の様子な

どを聞いていて、初めからいいイメージを

持って来日している研修生が多くなってい

ると感じます。

渡邊　ここでの仕事を通して、今まで遠く感

じていた中東やアフリカの方々をより身近

に感じることができました。

荒木　多くの

国の人たちと

接することが

できるのは貴

重な機会です。

いろいろな地

域から来てい

る人がいるの

で、文化の違い

もありますが、

それぞれの人の人間味の違いも分かり、勉

強になります。

仙波　仕事で様々な国の人と知り合えるこ

とは、私たちにとっても貴重ですし、研修生

にとっても、多くの国の人と触れあう機会は

貴重だと思います。何年経っても、再会した

時、すぐに打ち解けられるのが研修の良い

ところです。私たちは、おもてなしを大切に

することで、研修生や修了生との絆をつくっ

ていきたいと思います。

眞砂　研修生の健康面や食事のケアも私た

ちの仕事です。研修は主にTRCで実施され

ますが、ここの食堂はハラル食対応が可能

です。研修生が事故や病気で体調を崩した

ときには、病院への同行もします。

仙波　イスラム教の研修生が入院した時

は、病院側が魚料理で対応してくれました

が、食事制限のある病気ではなかったので、

ハラル食の差し入れもしました。

渡邊　研修の一環として、日本の最先端技

術が導入されている工場や文化財などを見

学する研修旅行があり、私たちは旅行手配

やアテンドも行います。

眞砂　旅行先

では、TRCとは

勝手が違いま

すから、食事な

どの対応に気

を遣います。メ

ニューに間違っ

た食材が出な

いように手配

の段階で依頼

していますが、細かいところで認識が食い

違っていたり、現場に指示が伝わっていな

かったりもします。そこで、研修生よりも先に

レストランに行ってチェックをしたりしていま

す。お祈りに関しても、可能な限り、お祈りで

きるスペースをお借りし、提供するようにし

ています。

金子　イスラム教徒ほどではないにしても、

仙波 智子

荒木 友佳子

金子 佳代

渡邊 由美子

眞砂 佳代子

スタッフ
座談会

四半世紀にわたって“OMOT　ENASHI”の
心で、研修生を受け入れてき　ま した。

JOGMECは、数多くの国から、宗教や文化など様々なバックグラウンドを持つ研
修生を受け入れています。研修の目的は、単に技術を学んでもらうだけでなく、
人的関係を築き、資源国との協力関係を強化することにあります。JOGMECでは、
研修事業を開始した1989年から、研修生との緊密なコミュニケーションやハラル
食への対応など、きめ細かな対応を図ってきました。研修生へのおもてなしや修了
生との交流について、研修業務課のスタッフに話を聞きました。

小さなことでも相談しやすい
ように、話しかけやすい
雰囲気をつくっています。

研修生とのコミュニケーション

母国で経験を積んだ技術者でも、
やはり異国では心細いことも
あるようです。

研修生のエピソード

修了生の来日時や、
海外での意見交換会などで、
交流を続けています。

修了生との交流について

JOGMECの研修が、
研修生の良い思い出に
なることが大事。

研修の意義について

TRCの食堂は、26年前から
ハラル食対応。研修旅行では、
さりげなく気を遣うようにしています。

イスラム教の研修生への対応
TRCニュースレター

No.28 August 2014

1

The Geophysics Course, a ten-week course of JOGMEC-TRC 

Overseas Training Program, commenced on February 17 with 21 

participants from 20 countries (Angola,  Gabon, Ghana, Indonesia, Iraq, 

Kenya, Libya, Malaysia, Mexico, Mozambique, Myanmar, Oman, Papua New 

Guinea, Tanzania, Thailand, U. A. E., Uganda, Uzbekistan, Venezuela, and 

Vietnam) .

An orientation session was held in the first week so as to introduce 

the participants to some basic knowledge about Japan, in such areas as 

economy, history, educational system and culture.  The technical session 

was scheduled during the consecutive 8 weeks, and geoscientists 

belonging mainly to JGI, Inc. and a few to Japan Petroleum Exploration Co. 

LtLtL d. (JAPEX) were assigned as lectures of the session.

The technical session was designed so that the par ticipants could 

obtain knowledge and skills for exploration geophysics step by step 

through lectures, workshops and a field trip with the following objectives:

1) To understand general geophysics and geology as background for oil 

& gas exploration

2) To understand basic theory about GIS(Geographical Information 

System) and remote sensing and applications for petroleum 

exploration

3) To understand basic theory about data acquisition and processing in 

seismic method

4) To understand basic theory for gravity, magnetic and electromagnetic 

survey/analysis and applications for oil and gas exploration

5) To obtain the knowledge on 3D seismic field designing through a mini 

workshop

6) To experience seismic data processing through practical exercises 

using 3-D field  data on PC-based software

7) To understand the procedure of petroleum system analysis through a 

workshop using PC-based software

8) To understand the concept of sequence stratigraphy through a 

lecture and a small workshop

9) To experience seismic interpretation on workstation by practical

exercises using actual 3D seismic data volume over a Japanese 

offshore producing field

10) To understand basic theory and applications about seismic attribute 

analysis and AVO

11) To review the surrounding technical fields through case studies for oil 

sand development, methane hydrate research project, micro seismic, 

carbon capture & storage (CCS) and disaster prevention

12) To make a 3-days field trip to the oil field area in Japan, visiting many 

facilities related to petroleum development industry

In addition, a 5-day trip to Kansai area (Kyoto and Hiroshima) was 

conducted for the participants to deeply understand Japanese traditional 

and modern culture/history in the period of the technical session.

All of the participants did their best and successfully completed this 

training course.

CONTENTS
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ボーリングのコア調査

モザンビーク調査地域

ボーリング調査（ベトナム）

日本企業の石炭権益獲得に
向けて、戦略的に地質構造
調査を強化

「JV調査」では、
3つのプロジェクトを開始

ベトナム、モザンビークでは
「共同調査」を実施

日本は世界最大級の
石炭輸入国

石油・天然ガスや金属とは
異なる日本の石炭事情

石炭権益獲得に向け
探鉱支援を強化

石炭は発電や製鉄に欠かせない資源であり、日本はその99.4%を輸入に依存している。日本の石炭火力発電技
術は、効率面においても、環境面においても世界最高水準にあることから、今後、天然ガスなどとともにベース
ロード電源として重要な役割を担うと考えられている。一方、中国やインド等新興国の経済発展に伴い、世界的な
石炭獲得競争の激化が顕在化している。JOGMECは、石炭の将来的安定供給を視野に入れ、日本企業の権益
獲得支援を目的に、発展途上国や先進国のフロンティアエリアでの石炭探鉱支援強化に乗り出している。

特集2

資 金
リスク

石炭開発事業の流れ

海外炭開発可能性調査
（JOGMECが日本企業を助成）

日本企業の開発調査を資金援助

■オーストラリア・クリフォード地域
■オーストラリア・キルメイン地域
■オーストラリア・ディンゴウェスト地域

出 資
（JOGMECは50％を上限に出資） （80％上限）

債 務 保 証海外地質構造調査
（JOGMECが実施）

世界の石炭輸入量 日本の電源別発電電力構成費

石炭輸入量
12億760万トン
（2012年見込み）

中国
288.8Mt
23%

その他
279.4Mt
22%

イタリア
24.3Mt
2%

トルコ
28.7Mt
2%

ロシア
31.4Mt
2%

台湾
64.5Mt
5%

ドイツ
45.2Mt
4%

英国
44.8Mt
4%

日本
183.8Mt
14%

インド
159.6Mt
12%

韓国
125.5Mt
10%

オースト
ラリア
121.8Mt
63.6%

インドネシア
36.7Mt
19.1%

ロシア
12.3Mt
6.4%

その他
20.7Mt
10.8%

日本の石炭輸入量

石炭輸入量
1億9,154トン
（2013年）

9,408億kWh
（2012年度）

探 鉱 段 階 開発段階事前段階

■ベトナム・
　バクスイライ地域

■モザンビーク
第1

ステージ
共同調査

第2
ステージ
JV調査

は、現在、ベトナムのバクスイライ地域（無
煙炭**）やモザンビークで実施中です。
　モザンビークは、昨今、石炭の生産が
増加していることで注目を集めていま
す。内陸のテテ州では4鉱山が生産中
で、輸出に向けて道路等のインフラ整備
が進んでいます。同州レブボープロジェ
クトには、新日鐵住金が参画するなど、日
本 企 業も積 極 的 に 進 出しています 。
JOGMECは、第2のテテ発見を目指し
ているモザンビーク政府とともに、フロ
ンティアエリアでの共同調査を実施して
います。また、同国の人材育成のための
技術者研修***も併せて進めており、モ
ザンビークとの協力関係強化に向け、重
層的かつ戦略的な取り組みを行ってい

きます。（PCI炭*・一般炭）、ディンゴウェスト地域
（PCI炭）で共同探鉱を行っています。金
属分野でのJV調査の実績を石炭分野で
も活かし、JV調査のプロジェクト数をさ
らに増やしていく予定です。

　共同調査では、JOGMECが石炭のポ
テンシャルが高い発展途上国や産炭国と
MOUを締結し、鉱区未設定地域等で
JOGMECと当該国政府機関が石炭探査
を行います。JOGMECが探鉱費を拠出し
て調査を行い、有望な結果が得られた場
合、JOGMECが日本企業のために何ら
かの裨益を得るスキームです。共同調査

商社がメインプレイヤーです。そのため、
日本企業にとってリスクが高く、目利き
の必要な探査段階から参入することは
石油・天然ガスや金属分野に比べて少
ないのが現状です。他方、昨今の資源獲
得競争の激化に伴い、日本企業において
も、探査段階から参入することで権益を
早期に押さえ、資源を長期的、安定的に
確保しようとする機運が高まっています。
　このような状況を後押しするために、
JOGMECは、探鉱支援スキームを拡
充・強化し、日本企業の権益獲得を支援
しています。

　JOGMECは2012年、NEDO（独立
行政法人 新エネルギー・産業開発総合
機構）からの承継により、石炭開発事業
を開始しました。JOGMECの強みであ
る探査事業を石炭分野でも強化するこ
とにより、日本企業の権益獲得につなげ
ていくことを目指します。
　権益を獲得するには、石炭開発の早期
段階からの参画が必要となりますが、資
金や技術面でのリスクも高くなります。こ
う いったリスクを 低 減 す る た め に 、
JOGMECは、海外地質構造調査及び海
外炭開発可能性調査を行っています。海外

地質構造調査には、石炭新興国などの政
府機関と実施する共同調査と、海外企業と
実 施 する J V 調 査 が あり、将 来 的 に
JOGMECの権益を日本企業が引き継い
でいくことを目指し、JOGMECが自ら実
施しています。一方、海外炭開発可能性調
査は、日本企業が行っている海外での石
炭探鉱をJOGMECが資金面で助成する
スキームです。

　JV調査は、JOGMECが海外の企業
と共同探鉱を行うスキームで、有望な探
鉱結果が得られ、日本企業の関心が高
まった時点で入札を行い、落札企業には
JOGMECが獲得した権益等を譲渡しま
す。JOGMECは金属分野において、これ
までに約100件のJV調査を実施し、その
内の約10件を日本企業に権益譲渡しま
した。石炭分野でも2013年からJV調査
をスタートし、現在は、オーストラリアのク
リフォード地域（一般炭）、キルメイン地域

　石炭は、日本の一次エネルギーの約2
割、発電電力量の1／4を占める基幹エ
ネルギー資源です。かつて日本は、世界
第1位の石炭輸入国でしたが、近年、成
長著しい中国に次ぎ第2位となりまし
た。今後は、アジア各国の経済成長とと
もに、石炭の獲得競争が激化していくこ
とが懸念されます。日本は現在、オースト
ラリア、インドネシアの2ヵ国に輸入の8
割を依存しており、供給源の多様化も課
題となっています。

　石炭には、一般炭と原料炭の2種類が
あります。一般炭は、発電用の燃料とし
て利用され、米国、ロシア、中国、オース
トラリア、インドネシアなど、世界に広く
賦存しています。一方、原料炭は製鉄用
のコークスの材料となる粘度の高い石
炭で、熱量も価格も一般炭の約
1.5倍と高く、産地もオーストラリ
ア、ロシア、カナダなどに偏在して
います。
　日本企業の石炭鉱山への投資
の傾向として、石油・天然ガス分
野や金属分野とは異なり、日本の
資源会社が鉱山権益を保有して
いるケースは少なく、製鉄会社、
電力会社などのエンドユーザーや

原子力
1.7%

地熱及びその他のエネルギー
1.6%

石炭
27.6%

LNG
42.5%

石油等
18.3%

水力
8.4%

*

**

***

PCI炭：原料炭の一種。高炉操業の補助
燃料として使用される微粉炭。
無煙炭：炭素含有量90%以上で燃やして
も煙の少ない石炭。家庭用の練炭原料や
電極材等に使用される。

8ページ参照。

・・・調査地域
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注１：南部アフリカ開発共同体。加盟国は、タンザニア、ザンビア、ボツワナ、モザン
ビーク、アンゴラ、ジンバブエ、レソト、スワジランド、マラウイ、ナミビア、南アフリ
カ、モーリシャス、コンゴ民主共和国、マダガスカル、セーシェル。事務局は、ボツワナ
の首都ハボロネに置かれている。

　JOGMECはリモートセンシングおよびGIS技
術のSADC各国への普及と向上、並びに人的
ネットワーク構築を目的として、競技会・セミ
ナー・ワークショップを2009年から開催。これら
は、昨年行われた日アフリカ資源開発促進イニ
シアティブ の 一 環としても位 置 付 けられ 、
JOGMECは、今後の資源開発事業促進のため
にも大きな役割が期待されています。

豊富な資源が眠る南部
アフリカの拠点、ボツワナ

日本とアフリカの良好な関係構築のために

人材育成を通じて、人と人との信頼を高めていく

NEWS
資源外交 JOGMEC/SADCリモートセンシング競技会・セミナー・ワークショップを開催

南部アフリカの技術者育成が、金属資源外交のカギに。

世界各地のJOGMEC事務所の駐在員が現地の今をレポートします。世界各地世界各地世界各地世界各地のJOGMEC事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレ事務所の駐在員が現地の今をレポートします。す。

世界のJOGMECから

Member

ワークショップ参加者全員と

　長期研修の受講経験者を対象にした競技会
には９ヵ国27名が参加、講演やプレゼンテー
ションが行われたセミナーには12ヵ国約70名
が参加、リモートセンシング初心者を対象に基
礎研修および野外実習を実施したワークショッ
プ には 1 0ヵ国 2 2 名 の 参 加 が ありました。
JOGMECでは引き続きSADC各国との人材
育成協力と関係強化に努めていきます。

ジャカランダの木

ボツワナ探鉱現場

研修生とフィールド実習

サファリパークのキリン(Mokolodi Nature Reserve)

一年中、花が咲き乱れるボツワナの地で7年目。

レアメタルを始め、銅や鉛、白金族と
いった貴重な鉱物資源が数多く眠る南
部アフリカ地域。そこでの金属資源開
発に協力するために設立されたのが当
センターです。主な仕事はリモートセン
シングおよびGISの技術移転ですが、
各国から集まる研修生たちの生の声を
収集し、日本に届ける役割も果たして
います。事務所のあるMASAセンタービルボツワナ・地質リモートセンシングセンター

Report 03

FROM

ASTER比演算画像

　南アフリカ共和国の北に位置するボ
ツワナ共和国は、ダイヤモンドを中心と
した豊富な地下資源に恵まれた国です。
経済的に豊かなためか人柄が穏やかで
治安も良く、街にはゴミもほとんど落ち
ていません。中国から導入した発電設備
がうまく作動せず、停電が多いのが玉
にキズですが、交差点の信号が消えた
際でも必ず交互に1台ずつ進入し、譲ら
れたらハザードランプをつける。そんな
ところは日本に似ているなと感じます。
　そのボツワナに2008年、設立された
のがボツワナ・地質リモートセンシング
センターです。リモートセンシングとは

人工衛星にセンサーを搭載して観測を
行う技術で、そこから得られたデータを
解析し、金属鉱床が分布する可能性が
ある地域を抽出します。こう書くとすご
く難しいように聞こえますが、原理はデ
ジタルカメラと同じです。デジカメでは
赤・緑・青それぞれの眼で写真を撮り、
それを組み合わせて画像にしますが、人
工衛星には紫外線から赤外線までより
多くの眼（センサー）が備えられており、
それぞれのセンサーに跳ね返った信号
を組み合わせることで金属鉱床につな
がる特定の地層を浮かび上がらせるこ
とができるのです。リモートセンシング
技術と、その解析のために必要なソフト
ウェアであるGIS（地理情報システム）

を、SADC（注１）加盟国の人々に技術移転するのが私たちの主
な仕事です。

　当センターでは、設立から5年間、2012年までを第一期とし
て、SADC加盟国15ヵ国のうち、MOU（研修等の合意書）を締
結している12ヵ国から研修生を招き、基礎的な画像解析やGIS
の研修サービスを行って
きました。また研修を通じ
てそれぞれの国の研修生
たちと様々な共同開発を
行い、鉱床調査も進めて
きました。現在は第二期
として研修事業をより発展させ、研修生たちが、それぞれの国
でリーダーとなって研修を行えるよう活動しています。また探査
プロジェクトの具体化も進めていて、現在はボツワナ国内で2件、
タンザニアで1件のプロジェクトが進行中です。鉱山開発までに
は至っていませんが、将来的には日本企業に入って開発してもら
い、日本と南部アフリカがwin-winの関係になることが目標なの
で、そのためにも当センターが橋渡しの役目を果たせるように頑
張っています。また、当センターでは南部アフリカでの石油・石炭
開発分野、そして鉱害防止などの業務支援も行っています。

　クーデターによりSADCの資格を剥奪されていたマダガスカ

ルが、今年民主化し、SADC
に 復 帰 、そ れ を 受 け て
JOGMECとも長期研修を
行うMOUを締結、9月には
研修が行われました。彼らは
とても優秀で、11月に行っ
た各国対抗のリモートセン
シング競技会では初出場で
優勝という快挙を成し遂げ
ました。また、SADC以外の
国から初めての研修参加国が生まれたのも今年度の大きなト
ピックです。現在のスキームではSADCの人たちにしかボツワ
ナまでの渡航費などを出すことができないのですが、ニジェー
ルが自費でも受けたいということで4名が研修に参加してくれ
ました。当センターの活動がだんだんアフリカの国々に認めら
れてきたのかなと、とてもうれしく感じています。
　今後も研修事業を通じて、良好な関係を前進させたいと考え
ています。もちろんそれがすぐ鉱山開発につながる訳ではない
ですが、よりよい人間関係を築くことが一番大切で、将来、本当
にいい金属鉱床が見つかった時には真っ先に日本にやってほし
いと言われる関係をつくるために、これからも長い目で見て歩
んでいきたいと思います。
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左から
武田哲一：副所長（2010年7月より現職）、
Lebo Leepile：現地スタッフ（2012年11
月より現職）、大岡　隆：所長（2013年10
月より現職）、石川潤一：専門調査員（2012
年5月より現職）、Sese Lekwape：現地ス
タッフ（2009年4月より現職）、栗田寛子：専
門調査員（2014年7月より現職）


