
資源探査に従事する女性職員を取り上げました

YouTube内の
JOGMEC公式チャンネル

PCでも
スマホでも

閲覧可能

JOGMEC NEWSでは、本誌と連動させた動画を毎号制作
し、YouTubeの専用ページで配信しています。ここでは、制
作した動画について簡単にご紹介。ぜひ一度、ご覧ください。

最新の動画以外にも、過去のアーカイ
ブなどをご覧になれます

最新動画は下記のURLまたは右のQRコードからアクセス
URL:https://www.youtube.com/user/JOGMECchannel

鉱業分野で活躍する「山ガール」

JOGMECの活動を紹介する場とし
て、YouTubeに公式ページを開設し
ています。本誌連動企画のほか、世
界中で活躍する職員のインタビュー
動画なども掲載されているので、ぜ
ひチェックしてみてください。

　今号、取り上げたのは、特集2「資源・エネルギー業界で輝く

山ガール！」で登場した当機構職員、三石真祐瞳です。誌面に

は掲載していない写真も交え、資源探査という仕事の魅力を

語っています。動画に登場する資源探査現場の写真は、見て

いるだけでも楽しめる美しさ。男性に混じり、現地調査に励む

彼女の様子を見れば、資源探査という仕事をいかに楽しんで

いるかが伝わるでしょう。



▶オーストラリアの基本データ

加工貿易を経済の源泉とする日本だが、

資源に乏しく、原料は全面的に輸入に頼っている。

そんな日本は、石炭から天然ガス、

鉱物まであらゆる資源に恵まれた

資源大国オーストラリアから、

長年多くの資源を輸入してきた。

本特集では、日本の産業を支える、

オーストラリアの資源ポテンシャルを紹介していく。

●国名：オーストラリア連邦　●首都：キャンベラ
●面積：769万2,024平方キロメートル（日本の約20倍）
●言語：英語　●人口：2,294万人（2013年3月）
●名目GDP：1兆5,050億ドル（2013年 IMF）
●総貿易額（輸出）：3,158億豪ドル
●総貿易額（輸入）：3,110億豪ドル
●対日輸出：484億ドル（2014年財務省貿易統計）
●対日輸入：143億ドル（2014年財務省貿易統計）

　技術立国日本にとって、電力の安定供給は最重要課題。現在はそ

の大半を石炭や石油、液化天然ガス（LNG）を燃料とする火力発電で

まかなっている。また、自動車や鉄鋼、電子部品を輸出産業の中心に

据える日本にとって、鉄鉱石など鉱物資源は欠かすことができない。

現在、これら日本の産業を支える資源の多くを供給してくれているの

が、オーストラリアだ。中でも石炭と鉄鉱石は輸入量の60パーセント

以上を、電子デバイスや電池などに使われる亜鉛は約30パーセント

を頼っている。日本の産業は、オーストラリアの資源の基に成り立っ

ていると言っても過言ではない。資源リスク回避のため、輸入先の多

様化が求められる中にあってもなお、日本が同国から多くの資源を輸

入し続ける理由は一体どこにあるのか。その秘密を探っていく。

日本にとって必要不可欠な
オーストラリアの天然資源

出典：財務省貿易統計より2014年のデータを基に作成
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と

1850年代のゴールドラッシュからオースト
ラリアの鉱業に注目が集まり始める。以来、
さまざまな鉱物、資源が発見されてきた

オーストラリア鉱業の
起点となったブローク
ン・ヒルに立つ彫刻

日本は火力発電の
燃料となる石炭や
LNG、鉄鋼の原材料
となる鉄鉱石を輸入
する代わりに、それ
によって製造された
自動車などをオース
トラリアに輸出。お
互い補完関係を築
いている

日本のLNG輸入国の
1位はオーストラリア
で、2位はカタールだ
が、2016年にはアメ
リカもLNGの輸出を
開始する計画だ。しか
し、船での輸送が不可
避なLNGは、輸 送日
数が短ければ短いほ
ど、コスト面でメリット
が出る。その点で、オー
ストラリアの優位性が
際立つ

2013年の対オーストラリア投資額は約1,310億豪
ドルと、国別のランキングでは世界3位に位置して
いる。一方、対日投資も約502億豪ドルで、オースト
ラリアの国別対外投資額では6位。いずれも活況だ

オーストラリア 日本
長年にわたり、産業面でオーストラリアとのパートナーシップを築いてきた日本。

両者にとって、パートナーとしての魅力は一体どこにあるのだろうか。

　日本が長年にわたり、主要な資源の多くを輸入してきた世

界屈指の資源大国、オーストラリア。資源ビジネスの歴史は

古く、1796年、シドニー北部での石炭の発見にさかのぼる。

そして、最初に注目を集めたのが、1850年代に始まったゴー

ルドラッシュだ。並行して、銅や鉄、鉛、銀などが次々と見つ

かっていく。さらに1960年代に入ると、主要な鉄鉱石鉱床

とニッケル鉱床が西オーストラリア州で発見され、一気に世

界的な鉱物資源生産国として、国際舞台へと躍り出ること

になる。日本がオーストラリアとのパートナーシップを大事

にしている、最大の理由はこの点だ。オーストラリアは石炭

や石油、天然ガスといった化石燃料が豊富なことに加え、鉱

物資源にも恵まれている。チタン鉱石とアルミニウムの原料

であるボーキサイトの生産量は世界1位を占めるほか、鉄鉱

石や金鉱石、亜鉛鉱石の生産量も世界2位を誇っている。

生産量だけでなく、埋蔵量も世界1位と2位をほぼ独占して

いる。

　次に注目すべきは、先進国ならではの信頼できるビジネス

環境。政治的安定性に加え、「鉱業法」という法律が成熟し

ており、資源開発を行ううえでのルールが明文化されてい

る。これからルールを策定、模索していく新たな資源国に比

べると、安心してビジネスができる貴重なメリットと言える。

これは早くから資源ビジネスを推進してきた同国だからこそ

の魅力でもある。

　最後に挙げられるのは、日本とオーストラリアとの地理的

な位置関係。たとえば、LNGを輸入してくる場合、船での輸

送が避けられない。その点、LNGをオーストラリアから日本

日本から見た
資源国オーストラリアの魅力

Win-Winの関係を構築してきた
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ニュー・サウス・ウェールズ州バサースト近郊で
経済性のある金鉱石を発見

錫の世界的生産国となる

ブロークン・ヒルで有望鉱床を発見
（多くの産業の起点となる）

カルグーリーで金の漂砂鉱床を発見

第一次大戦終結、金属価格の崩壊、
鉱物資源輸出の低下

マウント・アイザで鉛・亜鉛・銀・銅鉱床を発見

石炭、ボーキサイト、鉄鉱石、ニッケル、マグネシウム、
チタン、酸化ジルコニウムの主要生産国となる

探鉱投資金額2,200万豪ドルとなる

オリンピック・ダム（南オーストラリア州） 
銅・金・ウラン鉱床を発見

探鉱投資金額5億7,600万豪ドルに増加

マボ判決、最高裁判所は先住権の存在を認める

探鉱投資金額12億豪ドルに増加

BHP Billiton社が世界最大の鉱床を
オリンピック・ダムに持つWMC社を買収しウラン鉱業に参入

▶オーストラリア鉱業の歴史

へ輸送する場合、太平洋を北上して約8日間で運んでくるこ

とができる。これが、新たな生産地として注目されている北

米のメキシコ湾岸から輸送するとなると、20日間以上必要

になってしまう。意外と知られていないが、資源供給に関し

て輸送時間は大きなテーマ。というのは、輸送にかかる時

間は燃料費や人件費などのコストに直結し、輸送時間が短

ければ短いほどコストメリットを発揮できるため。加えて、

オーストラリアから日本への輸送ルートでは、ホルムズ海峡

やマラッカ海峡など、政情不安の伴う場所を通らずに済むこ

とも大きなメリットだ。

　では、オーストラリアから見た日本の魅力はどこなのか。

それはなんといっても、先進国としての安定性だ。承知の通

り、日本は自動車産業や鉄鋼業が発展した世界有数の国で

あり、その経済活動によって多くの資源を消費する。加えて

政治も安定しており、国の政策が大きく変化する可能性も少

ない。その結果、一定量の資源を長く輸入してくれるパート

ナーとして、信頼できるというわけだ。信頼できる輸入先の

存在は、自国の輸出産業を発展させ、雇用創出へもつなが

る。これもオーストラリアにとって、重要なメリットと言える。

一方、オーストラリアは自動車や石油をはじめ、自ら輸出し

た資源で生み出された加工製品を輸入する。こうして、両国

のパートナーシップが構築されているのである。

　高い生産加工技術を持ち、加工貿易を経済の根幹としな

がらも資源に乏しい日本。世界有数の資源量を誇り、鉱業

の輸出産業が発展しているオーストラリア。両者はお互いの

メリットを活かしながら、経済的な協力関係を結ぶことで

Win-Winの関係を構築してきた。それを象徴しているのが、

年 出来事

輸入 輸出

日本 オーストラリア

＄67億

▶オーストラリアの対日輸出入品目TOP5

▶対豪、対日投資額（2013年）

今後期待されるLNG輸出エリアから日本へ輸送した場合の日数比較

乗用車

＄34億
石油

＄12.4億
貨物自動車

＄9.38億
輸送サービス

＄6.69億
ゴムタイヤ

＄143.8億
LNG

＄136.8億
石炭

＄95.7億
鉄鉱石

＄14.3億
牛肉

＄13.7億
銅

日本オーストラリア

オーストラリアから見た
輸出先としての日本の魅力

1963年に設立された日豪経済委員会。最も歴史ある二国

間経済委員会のひとつで、設立から50年以上たった今で

も、年1回会合が開催され、交流が深められている。

　従来は、輸入・輸出先を多様化して資源リスクを回避する

のが賢い戦略と思われがち。しかし日本とオーストラリアの

場合、両国の政治的・経済的安定性、地理的要因とそれに伴

うコスト競争力などあらゆる面を総合的に考え、良好な関係

を築くことで、リスクを回避しているのだ。互いのメリットを

考えれば、両国の関係はしばらく続くことだろう。

オーストラリア外務貿易省HPより抜粋

Lauren Cameo / Shutterstock.com

オーストラリアオーストラリア
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北米メキシコ湾岸北米メキシコ湾岸
約20日～22日約20日～22日

カタール、UAE、オマーンカタール、UAE、オマーン

約14日約14日
ナイジェリアナイジェリア

約23日約23日

▶



世界のLNG生産量は、
今後、オーストラリアが
1位に躍り出ることが
予想されている

　最近のいくつかの天然ガス田の発見と需要の伸長

により、現在オーストラリアでは天然ガス開発への投

資に拍車がかかっている。天然ガスの埋蔵地域は全

土に及ぶが、中でも西オーストラリア州を中心に、7つ

の巨大なLNGプロジェクトが進行中だ。これらのプロ

ジェクトが順調に進み、商業生産が開始されれば、

2013年度に2,420万トンだったLNGの輸出量は、

2018年度には約3倍の7,840万トンへと拡大。その結

果、オーストラリアはカタールを抜いて世界最大の

LNG輸出国になる見通しだ。

　現在、オーストラリアの生産するLNGの大部分を供

給しているオーストラリア北西部沖のカナーボン海盆。

そこで生産されるLNGの多くが日本へ輸出されてお

り、2013年度の輸出量の約80％が、長期売買契約に

基づく日本向けだ。しかし今後、輸出量の拡大に伴い、

中国や韓国への輸出も急増すると予想されている。

ニーズの高まるLNGで
世界一を狙うオーストラリア

　1960年代以降、世界有数の鉱物資源生産国として

各国の経済成長に貢献してきたオーストラリア。チタン

鉱石、ボーキサイトの生産量で世界第1位を誇る。鉄

鉱石の生産量は世界第2位だが、輸出量を見ると第2

位のブラジルに大差をつけて第1位。世界の約6割を

占める。近年は世界のレアアースの8割を供給してき

た中国による価格変動を避けるため、レアアース生産

も開始している。

　2011年にインドネシアに抜かれたものの、過去25年

間、世界最大の石炭輸出国として君臨してきた。オース

トラリア政府によれば、推定埋蔵量は1,160億トンで、

可採埋蔵量は764億トン。アジアの

電力市場の拡大に伴い、生産量は今

なお増加中。2013年度の輸出先は

日本がトップで約33パーセント。高

品質なうえ、炭鉱が港に近いため輸

送コストが低く、価格競争力も高い。

輸出に適した炭鉱は
価格競争力が抜群

LNG、金属、石炭… 石炭や天然ガスなどの化石燃料から、
あらゆる産業に不可欠な鉱物まで幅広
い資源を擁するオーストラリア。ここ
では、その真の実力を見ていこう。各資源から見るオーストラリアの

多彩な鉱物が多量に採れる
世界有数の生産地

高品質な
石炭が採れる一大生産地

世界の資源生 産量に占める
オーストラリアの位置づけ

▶各国のLNG生産量の推移
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OECD／ IEA「Coal Information 2015」を基に作成

生産量では第2位のオース
トラリアだが、輸出量で見
るとダントツの1位。2位の
ブラジルの倍ほども世界に
供給しており、重要な資源
国ということがわかる

2014年の輸出量はインドネシアに次ぐ世界第2
位。しかし生産量が順調に伸びていること、インド
ネシアが輸出を減らしていく方針ということを考える
と、首位奪還も時間の問題か

●世界1位
●シェア：31.1%

●世界2位
●シェア：13.2%

●世界4位
●シェア：6.1%

●世界1位
●シェア：23.9%

●世界2位 ●シェア：9.3%
●世界2位
●シェア：20.6%

豊富な資源に加え
開発の進むレアアース

▶各国の鉄鉱石の輸出量
出典：World Steel Association「Steel Statistical Yearbook 2014」

▶世界の石炭輸出量と
オーストラリアが
占める割合●世界3位 ●シェア：10.9%

ウラン

ボーキサイト

鉛

石炭

チタン

金鉄鉱石

2018年に世界一へ
世界最大級の生産国
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      出典: IGU (International Gas     Union) World LNG Report 2015
WMS 2015 (World Bureau　 of Metal Statistics最新版)

IEA"Coal Infor　　mation 2015"
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債務保証

　日本へのエネルギーと鉱物資源の安定供給に向

け、JOGMECはオーストラリアで数多くの探鉱・資源

開発事業に携わっている。中でも注目は、国際石油開

発帝石（INPEX）が主導する大型LNGプロジェクト

「イクシス」。同社が現地のグループ会社などとともに

進めている事業で、JOGMECは、本プロジェクトを

2012 年12月に債務保証対象事業として採択。

INPEXが権益比率に応じて負担する完工保証の一

部を引き受け、プロジェクトを支援している。生産が

始まれば、日本へのエネルギーの安定供給に大きく

貢献することに加え、INPEXがオペレーターとして同

プロジェクトを推進することで、日本企業の国際競争

力強化へもつながる。

　また、石炭の探鉱に関しては、高品質の石炭が採れ

るクイーンズランド州の南東部を中心に、主に3つの

プロジェクトを支援中。一方、金属資源の探鉱に関し

ては、船による輸送が容易な海沿いを中心に、全土

にわたってプロジェクトを推進している。

イクシスLNGプロジェクトをはじめ
大小さまざまな案件が進行中

JOGMECが取り組む

石油・天然ガス

資源開発プロジェクト

オーストラリア北部準州、
ダーウィン近郊にあるブレイ
ディン・ポイントの陸上ガス
液化プラント建設作業の様
子。2015 年7月撮影

2014年にコバースーパーベーズン地域で実施した、
ボーリング調査の様子

生産井接続装置
を海底面へ設置
する作業の様子。
2015 年8月撮影

日本企業が初めて
LNGオペレーターを務める
一大プロジェクト

JV調査石 炭

クリフォード地域におけるボーリング掘削現場の様子

石炭分野で初となる
JV調査案件

　2013年12月、JOGMECはオーストラリアの石炭探鉱会社と、
クイーンズランド州南東部のクリフォード地域を対象とした共同
探鉱契約を締結。石炭の共同探鉱は2013年度に新設した制度
で、本件が初の案件。3年間で345万豪ドルを負担することで、
30.67パーセントの権益を取得できる。また、その後1年間 で105
万豪ドルを追加負担する場合、合計40パーセントの権益を取得
可能。JOGMECは探鉱結果を公開し、希望に応じて、契約者とし
ての地位と取得した権益を日本企業に譲渡していく予定だ。

JV調査金 属

新たな金属鉱床は
レアメタルを随伴する
可能性も

　ニューサウスウェールズ州中央付近に位置する
コバースーパーベーズン。このエリアでJOGMEC
が進めるのは、西豪州の探鉱会社との共同探鉱
だ。同地域を含めて、その周辺には操業中の亜鉛・
鉛鉱山、もしくは銅・亜鉛・鉛鉱山があるほか、鉱
床の存在が期待される多数の有望地が所在して
いる。近年はコバルトを随伴するマリーブル銅鉱
床も発見されているなど、同地域は資源ポテンシャ
ルの高いエリアに位置している。今後の探査によ
り、新たな鉱床の発見が期待される。

　日本企業が主導するのは初となる大型LNGプロジェクト「イクシ
ス」。西オーストラリア州沖合に位置する天然ガス田で産出される天然
ガスを、全長約889キロメートルのガス輸送パイプラインで北部準州
のダーウィンに輸送し、陸上に建設するLNGプラントで液化するという
もの。2017 年第3四半期の生産開始を予定しており、年間890 万トン
のLNGに加え、LPGとコンデンセートが生産、出荷されるようになる。
このガス田で生産されるLNG の過半が、日本向けに輸出される予定だ。

現在、オーストラリアでは大小さまざまな探鉱・資源開発プロジェクトが進行中だ。
その中から、JOGMECがサポートしている主なプロジェクトを紹介しよう。

オーストラリア各地で
JOGMECが取り組む
開発プロジェクト



｢女性が輝く国」を目指す
安倍政権の下、女性活用を推進

「男の職業」というイメ   ージの強い鉱業分野。
しかしここ最近、技術者を中心   に、女性の進出が進んでいる。

本特集では、世界中の開発現場で資源開発に   まい進する2人の「山ガール」を紹介しよう。

資源・エネル ギー業界で輝く

なでしこ銘柄のロゴ。経済産業省と
東京証券取引所が共同で、女性活躍
推進に優れた企業を選定する

　民主主義の基本とも言える女性の社会参画。世界中で急

速に広がる一方、日本の状況を他の先進諸国と比べると、ま

だまだ遅れているのが現状だ。少子高齢化に伴う人口減少

や貧富の差の拡大、経済のグローバル化が進む中、民間企

業や研究機関にとって、女性の社会参画は組織の活性化や

国際競争力の強化を図るうえで欠かせない。

　こうした背景を踏まえ、安倍晋三内閣総理大臣は、女性の

活躍を成長戦略の中枢に位置付け、世界に向けて日本を

「女性が輝く国にする」と宣言。2012年には経済産業省が

東京証券取引所と共同で「なでしこ銘柄」事業を開始。

2013年には「全上場企業で女性役員最低1人登用を」と経

済三団体に働きかけたほか、2014年には、公共工事の入札

などで、女性活用が進んでいる企業を優遇すると発表してい

る。加えて、内閣府の男女共同参画局が中心となり、2020

年までに、指導的地位で働く女性の割合を30％程度にする

ことを目標に、ダイバーシティの実現に取り組んでいる。

　このような流れを受け、これまで「男の職場」と言われて

きた鉱業分野でも、女性の活躍が目立ち始めている。

▶先進国の中で突出して低い女性管理職比率

▶非鉄大手8社の女性技術者採用人数

経済産業省と東京証券取引
所が2012年から進めている
「なでしこ銘柄」。東証一部
上場企業の中から、女性が働
きやすい環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めてい
る企業を選定、紹介する事業だ。なでしこ銘柄は「多様な人材を
活かすマネジメント能力」や「環境変化への適応力」がある企業
とも解釈され、「成長力のある企業」として理解されることが多
い。中長期の成長力を重視する投資家にとって、重要な指標だ

女性活用を推進する
経済産業省の
"なでしこ銘柄"

資源・エネルギー業界でも
女性の活用は進行中

労働政策研究・
研修機構「デー
タブック国際労
働比較2015」に
よれば、日本の
管理職に占める
女性の割合は約
11.2％。先進諸
国の中では突出
して低い

非鉄金属の鉱業・製錬
業の団体である日本鉱
業協会によれば非鉄大
手8社の女性技術者採
用人数は2005年度は
56名、2015年度は116
名と約2倍に増えている
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労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2015」を元に作成

　険しい山々や蒸し暑い熱帯雨林……。鉱物資源の探査に

は、過酷な自然環境との闘いが常に付きまとう。また、かつ

ての鉱山の坑内作業は力仕事が求められ、危険と隣合わせ

の過酷な労働であった。こうした背景から、資源・エネルギー

業界は「男の職場」というイメージが強く残り、女性の活用、

推進が遅れている分野であることは否めない。しかし近年、

地質調査や資源探査を専門とする女性技術者の活躍が目立

ち始めている。

　非鉄金属の鉱業・製錬業の団体である日本鉱業協会の調

べによれば、非鉄大手8社の、大学・大学院卒以上の女性技

術者数は、2005年度の56名に対し、2015年度には116名

と、2倍の伸びを記録している。

　この背景には、男女共同参画社会の実現に向けた政府の

強い働きかけがある。中でも大きな出来事は、2007年の労

働基準法の改正だ。それまで原則禁止されていた女性の坑

内労働について、18歳未満や妊産婦などを除き、女性技術

者が坑内の管理、監督業務等に従事することが可能になっ

たのである。

　従来、女性の坑内労働が禁止されていた背景には、「過酷

な坑内労働は女性には適当ではない」という女性への配慮

があった。しかし、近年の施工技術の急速な進歩や、安全衛

生技術の向上などにより、労働環境は劇的に改善。その結

果、男女の区別なく働ける環境が整い、法律の改正につな

がったというわけだ。こうして、長年男性社会が続いていた

鉱業の世界にも、「重機を上手に使いこなせる」「鉱物を正し

く分析できる」など、性別に関係なく、個人の高い技術力を

発揮できる環境が整い始めている。そんな中、民間企業の

みならずJOGMECでも女性技術者の採用を進めており、資

源開発の現場で活躍する女性の姿が見え始めている。

2倍



女性も力を発揮できる
資源探査という職業

海外での生活と鉱山での仕事
2つの貴重な経験を

同時に満喫しています

現地調査に欠かせない愛用のベ
スト。10以上のポケットが備わ
り、カバンなしでたくさんのアイテ
ムを持ち歩ける。同等機能のベス
トは日本だと数万円することもあ
るが、ペルーで3,000円ほどで発
見。多くの人が鉱業に従事する、
ペルーならではのアイテムだ

土足での生活が基本のチリ
では、このサンダルが必需
品だという。お風呂あがり
など、靴を履くのに抵抗が
あるシーンで活躍する。
ちょっとした工夫で、文化
的な違いも苦にならない

三石さんにとって資源探査の楽しみ
の1つが、現地で見る夕焼けだ。雄
大な自然の中、地上には人工の灯り
が一切ないため、地平線に沈みゆく
太陽の光で、空が紫から赤色までき
れいなグラデーションを描く。その
景色は日本では決して見ることがで
きず、何度見ても感動するという

自然を感じることが好きだという上
田さん。スカッと晴れた真っ青な空
など、日本ではなかなか見られない
景色を眺めては癒されているとい
う。中でもお気に入りは、ピットへ
向かう道中で見られる景色。山々と
青空のコントラストが美しい絶景だ

　フィールドワークが多い。これだけの理由で専攻した地質

学という学問ですが、学ぶほど興味を持ち、次第に資源探

査の仕事を夢見るようになりました。JOGMECに入構した

今では、夢見た資源探査の仕事をさせてもらっています。

　この資源探査という仕事は、人工衛星などを利用して広

域の地質データを取得、分析するリモートセンシングと、探

査対象エリアに出向き、自分の目で鉱物の状況を確かめる

現地調査の2つに大別できます。現在、現地調査は年約4

～ 5回行っています。現地調査の期間は1回につき1～3週

間。これまでに米国、オーストラリア、チリ、ペルー、ベトナ

ム、アフリカのボツワナやナミビアなどに行きました。

　現地調査を行う場所はどこも大自然の中にあり、標高数

千メートルの山岳地帯など過酷な現場も多いです。そこで

移動・生活するのは大変ではありますが、性別も年齢も関係

なく、みな同じ条件なので辛いと思うことはありません。そ

れでも女性ということで、男性が重い荷物を持ってくれるこ

とがあります。そんなときは申し訳ないと思う反面、「仕事で

お返ししよう！」と自分を鼓舞するようにしています。

　現地調査で唯一、女性として困るのは青空トイレの場所

探しです。平地ほど死角を探すのが大変で、同行者にはい

つも気を遣わせてしまいます。しかしそれ以外で性別の差

を感じることはなく、地質調査は「地質を楽しむ」ことさえで

きれば、男女関係なく能力を発揮できる仕事だと思います。

　一方、結婚や出産をした場合、現場に行けるとは限りませ

ん。そのときはオフィスでできるリモートセンシングを担当

し、現地調査に行った別の方から現場の情報をもらう。そ

んな働き方も考えています。今はそうした働き方ができるス

キル磨き、人間関係の構築を考えながら働いています。

意外と快適な
チリでの鉱山地質業務

　南米チリで操業中のカセロネス銅鉱山で、採掘予定箇所

の試料を採取。その試料の含有金属品位の分析値から、鉱

石と、ズリと呼ばれる捨石を仕分ける仕事をしています。こ

れは操業において、大変重要な役割を持った業務です。

　そんな業務を行うのは、日本から見て地球の裏側、アンデ

ス山脈の標高4,500メートルに位置する東京ドーム7,000

個分の広大な銅鉱山。最新の鉱山ということもあり、女性も

含めて従業員の働きやすい環境が整えられています。勤務

は7勤7休（7日勤務し7日間サンティアゴで休日）で、勤務

期間中は標高約2,000メートルのところにある宿舎で生活

します。宿舎にはシャワ－付の個室、3食提供される食堂、

病院、ジム等の娯楽施設も整備され、快適です。ただし現場

は高地のため、酸素濃度は平地の60パーセント。気温も低

下するため、普段の健康管理が欠かせません。基本的なこ

とですが、食事や睡眠を適切にとることを心がけています。

　休日には、サンティアゴの青空のもと、友人たちとバ－ベ

キュ－を楽しんだりして、極力リラックスすることに努めてい

ます。チリでは、日本で高価なウニやアボガドも安価に手に

入り、これも楽しみのひとつです。

　そんな南米ですが、女性の社会進出という意味では非常

に進んでおり、私が働く鉱山でも、操業の各分野で沢山の

女性が働いています。そのため女性が珍しいということも

ないので、主力の一人と位置づけられており、仕事に対する

責任の重さは、男性と何ら変わりません。

　私がこの仕事を選んだのは、海外や鉱山の現場で責任感

を持って働く、諸先輩方が身近にいたからです。みなこの仕

事が大好きで、また誇りを持って取り組んでいます。私も、

その後を繋いでいければと思い、仕事に励んでいます。

同僚が書いた「探鉱報告書」の中に、スペースの
関係からたった1行しか書かれていない記述を発
見。興味を抱き、本人に質問したところ、その背
後には、多くの貴重な情報が隠れていることを知
り、感激。以来、疑問を抱いたことは、どんな些
細なことでも必ず聞くことにしている

仕事も、人との関わりだと
思っているので、「いつも笑
顔で」を常に心がけてい
る。特に海外では、言葉の
壁があるので、せめて雰囲
気だけでも柔らかく、常に
明るくいるように努めてい
るという

　日本では、鉱山は「男性の職場」と思われる方が多いと思いま
す。しかし、特に海外の鉱山では、重機の操作など、女性が男性
と同様に働くことは20年以上前から日常的なことでした。かつて
は肉体的にきつい労働だったこともありましたが、今は機械化も
進み、労働環境は著しく改善しています。たしかに鉱山の多くは
ジャングルや高地などで、都市部と比べ厳しい部分はありますが、
性別に関係ない作業環境と言えるのではないでしょうか。重機の
扱いは繊細な女性のほうが向いているという話を聞いたこともあ

企業は
男女問わず
優秀な人材を
活用すべき

るくらいです。必要な知識とやる気、最低限の筋力さえあれば、
誰でも楽しく活躍できる職業だと思います。
　こうした背景を踏まえてか、非鉄各社の技術系職員の採用も、
女性が増えてきました。その数は10年前と比べ約2倍です。鉱山
の現場で地質調査に携わる女性も増えてきており、喜ばしい限り
です。まだまだ女性が少ないことに変わりはありませんが、政府
の施策、企業経営者の意識改革も進み、今後ますます女性の進
出が進んでいくと思います。国際競争が厳しい資源産業にとっ

て、優秀な人材を確保し、現場で活躍してもらうことは重要なこと
ですが、その際、男女の垣根を取り払うことも必要です。企業の
方々には女性の現場進出、活躍できる環境の整備、改善に努めて
いただきたいと思います。グローバル企業として成長を続けるた
めには、それが求められていると考えます。
　すべての産業に不可欠な非鉄金属資源。日本のお家芸と言え
る最先端技術を支える素材を生み出す鉱山。男女問わず活躍で
きる、魅力ある現場が広がっていくことを期待しています。

2010年3月広島大学大学院
理学研究科修了。同年4月、
日鉱金属（現JX日鉱日石金属）
入社。出張ベースで国内やオー
ストラリア、ペルー、チリ等の
現場で経験を積み、2013年よ
り南米に赴任。チリのカセロ
ネス銅鉱山で地質業務を担当

SCM Minera Lumina
Copper Chile
開発部門地質課

上田祐子
2011年3月名古屋大学大学
院環境学研究科地球環境科
学 修了。同年4月JOGMEC
入構。資源探査部探査技術開
発課に配属。大学、大学院時
代は地学を専攻。構造地質学を
専門に研究。JOGMECでは
主にリモートセンシングを担当

JOGMEC
資源探査部探査技術開発課
（併）探査第1課

三石真祐瞳

経産省で鉱山課、鉱業課な
どを経験し、94年からチリ
の日本大使館に一等書記
官として赴任。その後は四
国経済産業局長、石炭エ
ネルギーセンター事務局
長などを歴任し、2015
年7月1日、日本鉱業協
会専務理事に就任

加藤元彦氏

日本鉱業協会
専務理事

｢地質を楽しむ」
これができれば
男も女も関係ありません

日本鉱業協会
加藤氏に聞く



8自治体の首長から、地熱エネルギーの利用状況
と現状、問題点などが発表された。どの自治体から
も、地熱による雇用創出、産業創出に期待する声が

当日最も注目を集めた湯沢翔北高校商業クラブ。
地熱エネルギーのメリットや活用事例の紹介を通
じ、地熱利用への理解促進に貢献した

上の岱地熱発電所（右）と地熱発電のPR館
（左）。どちらも自然と調和するデザインで、背後に
ある山の緑とのコントラストが美しい

温泉の蒸気で乾燥野菜を製造する工場。天日干し
よりはるかに短い時間で乾燥できる。たとえばトマ
トなら半日程度で乾燥可能だ

8自治体の首長が集い
地熱資源の可能性を発信

　国内では23年ぶりとなる山葵沢地熱発電所。JOGMEC

が債務保証を行い、今春着工したこの発電所の建設が進む

のは、緑豊かな秋田県湯沢市だ。この湯沢市と共催で、

JOGMECは地熱エネルギーを活かした街づくりについて考

える「全国地熱自治体サミット in 湯沢」を、2015年8月7～

8日の2日間にわたり開催した。

　1日目は全国8自治体から集まった首長やゲストスピー

カー、地元湯沢市の高校生らがプレゼンテーションやパネ

ルディスカッションを実施。北海道や湯沢市などの雪国で

採用している、温水を冬場のビニールハウスの暖房として利

用する事例や、温水を福祉施設で利用する事例など、各地で

行われているさまざまな地熱活用事例が発表された。そんな

中、特に注目を集めたのが、湯沢翔北高校商業クラブのプレ

ゼンテーションだ。地元の特産品、さくらんぼと、地元の天

然資源である地熱を使い、新しい名産品を開発した事例の

発表である。農商工を巻き込み、連携させることで開発した

という「ミッチェリー」は、さくらんぼを地熱で乾燥させたド

ライフルーツ。持ち運びやすさにこだわったジッパー付きの

小型パッケージを採用するなど、高校生ならではのアイデア

が盛り込まれている。地熱資源の活用に取り組んでいる地

元高校生の発表が終わると、自治体関係者だけでなく、一

般の参加者からも盛大な拍手が送られ、初日で一番の盛り

上がりを見せた。

　翌8日には、湯沢市内の地熱関連施設を見学するバスツ

アーを実施。目玉はなんといっても、すでに稼働中の
うえ

上の
たい

岱

地熱発電所だ。地熱発電についてより深く理解してもらうた

め、実際に発電中の設備を見学しながら地熱発電のしくみ

を解説。なお、本発電所ではタービンの回る音や温水を冷や

す冷却塔の音がするくらいで、大きな騒音や振動はほとんど

感じない。外観も山小屋風のデザインを採用し、周辺環境と

の違和感もない。併設するPR館もログハウス風のデザイン

で、まるで別荘のような雰囲気。美しい山 と々調和する外観、

少ない稼動音など、環境への影響を最小に留めようとする周

辺地域への配慮がよく伝わってくる発電所だ。

　上の岱地熱発電所のほかには、建設中の山葵沢地熱発電

所の工事現場で掘削を進めるリグを紹介。最新の掘削技術

や安全性について説明を行った。加えて、温水で低温殺菌

を行っている牛乳工場、地熱を利用した農産物加工所の見

学なども実施。参加者の方々に実際の地熱活用現場をめ

ぐってもらうことで、地熱資源の魅力を広くアピールできた。

　自治体だけでなく湯沢市民や一般の方も参加した本サ

ミット。日本が誇る重要な資源、地熱エネルギーについて、

ともに学び、ともに考える場を提供できたのではないだろう

か。東日本大震災以降注目の高まる、再生可能エネルギー

の一つである地熱。今後の利用拡大に、期待が高まる。

全国地熱自治体サミットとは？
地熱資源のもたらす付加価値について
首長と市民がともに考える場

　地熱をテーマにしたイベントで、
JOGMECと湯沢市が共催し実現。
大型地熱発電所を抱える自治体の
首長を招き、地熱エネルギーを
使った地域活性化について意見交
換を行った。参加自治体は、北海
道森町／岩手県八幡平市／岩手県
雫石町／秋田県湯沢市／宮城県大
崎市／福島県柳津町／大分県九重
町／鹿児島県指宿市の8自治体。
加えて、地熱の理解促進を目的に、
地熱関連施設の見学も実施。

地域活性化への道
地熱資源が切り開く

秋田
秋田市 湯沢市

2015年8月7日～ 8日の2日間、
JOGMECは湯沢市とともに
「全国地熱自治体サミット in 湯沢」を開催。
地熱を活用している7道県8自治体から首長を招き、
地熱エネルギーの現在、そして未来について、
活発な議論を行った。

湯沢市長

横のつながりが作れたのは
JOGMECのおかげ

ここから夢が始まります

齊藤光喜氏

　湯沢市では、1994年に地熱発電所が稼働し、農業な
どに温泉を使う事業を行ってきました。ただ、それは単独
でこぢんまりやっていたにすぎません。今回、JOGMEC
の協力もあり「全国地熱自治体サミット in 湯沢」を開催
し、同じ目標を持った仲間たちと横のつながりが作れま
した。今後は他地域の事業を参考にしたり、共同で新し
いことを始められるかもしれません。このサミットをスター
ト地点に、地熱を活用したまちづくりという夢に向かっ
て、力を合わせながら進んでいきたいと思います。


