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～資源開発  この10年、次の10年～

特
集

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。

　今号は新連載「FOCUS on JOGMEC MEMBERS」で紹

介した三野を取り上げています。TRCで実際に使われている

分析装置や実験装置の数々。これらの映像を交えつつ、ラボ

の目的や仕事内容、技術開発における役割について語っても

らいました。本誌でも登場するX線CTスキャナが実際に動い

ているシーンなどを見ることで、未知の分野だった研究開発の

現場も、少しだけ身近に感じられるのではないでしょうか？

特別対談
ジャーナリスト

嶌 信彦
JOGMEC理事長

黒木啓介



2004年のJOGME
これから先、日本が安定的に資源・エネル

その答えを探るべく、今回は世界情勢に詳し
理事長黒木啓介

これまで活動してきた約10年の資源・
10年20年先の未来に向け、我々

C設立から約10年。
ギーを確保していくには何が必要なのか。
いジャーナリストの嶌信彦氏をゲストに迎え、
との対談を実施。
エネルギー業界を振り返るとともに、
が今、取り組むべきことを探った。

ジャーナリスト

嶌 信彦氏
1942年生まれ。慶應義塾大学経済
学部卒業後、毎日新聞社に入社。そ
の後、大蔵省・外務省担当、ワシントン
特派員などを経て1987年より現職。
NPO「日本ウズベキスタン協会」会長

JOGMEC理事長

黒木啓介
1974年新日本製鐵株式会社入社。
2006年、同社常務執行役員、2009
年、同社代表取締役副社長などを経
て、2013年6月、JOGMEC副理事長
に就任。2016年2月より現職

～資源開発  この10年、次の10年～

長い歴史が育んだ中長期的な
視点が資源開発には重要

コツコツ取り組む勤勉さが
日本人の強さ

日本人の「公益性」は
世界からニーズがある

世界有数の高い技術力は
日本人の最大の武器

特別対談

中長期的
視点

勤勉公益性技術力



日本が10年20年先も安定して資源・エネルギーを確保するには何が必要なのか。
ジャーナリスト嶌信彦氏と理事長黒木啓介の対談を通じ、今、我々が取り組むべき課題を探った。

10年20年先の未来を見すえて

資源の安定供給のため、
今、日本人がすべきこと。

嶌　2004年のJOGMECの設立から、
2016年で13年目に突入しましたね。

その間、中国の急速な経済成長に始ま

り、リーマンショック、中国の経済成

長の減速、中東問題の激化、それらに

起因した資源価格の乱高下、加えて、

日本では東日本大震災とそれに伴う福

島第一原発事故など実にさまざまな出

来事が起こりました。資源・エネルギー

分野にとってまさに激動の10年だっ

たのではないでしょうか。

黒木　おっしゃる通りです。特に資源・
エネルギー分野は世界情勢と密接に

結び付いているので、変動が激しい

10年でした。

嶌　世界情勢に関してはこれまで世界
をけん引してきた欧米諸国の存在感

が薄れ、世界全体を統制できる国がい

なくなった印象があります。足元では

新興国の成長も減速している中、中東

問題も深刻化するなど、世界の不安定

さが増しているように感じます。

黒木　現在起きている中東やイスラム
諸国の問題は、その歴史的な背景から

非常に根が深い問題だと思っていま

す。特にサウジアラビアやUAEから

多くの原油を輸入する日本にとって、

中東諸国の政治情勢はエネルギーセ

キュリティ面からも切実な問題です。

嶌　資源・エネルギー分野に目を向け
ると、この10年の大きな変化の1つ

にシェールガスやシェールオイルの出

現があったと思います。これまで資

源・エネルギー分野は、OPECと非

OPECという2種類の供給者によって

成り立っていました。そこにシェールオ
近年はより環境が厳しく難度の高い油田の開発が求
められている

大きな影響を与えました。

嶌　とはいえ、原油の生産量全体から
見れば、シェールオイルの占める割合は

1割にも満たないので、今後も大規模

油田の開発は継続していくのですよね。

黒木　その通りですが、現在、開発が
容易な大規模油田のほとんどは採り

尽くされているため、今後はより環境

が厳しく、難度の高い油田の開発が求

められています。たとえば、メキシコ

湾、ブラジル沖などの“ 大水深”と呼

ばれる海底油田や、開発が難しい北極

に近い地域などです。こうした開発難

度の上昇は原油だけでなく、金属資源

開発でも優良開発地域が減少し、鉱

石の低品位化が進んでいます。たとえ

ば、チリのアンデス山岳地域で探鉱・

開発を行った銅鉱山があります。この

事例はうまく操業までこぎつけること

ができ、日本企業による海外大規模鉱

山となったわけですが、標高4,200メー

トル以上という高地での鉱山開発はと

ても苦労されたようです。この事例に象

イルという新たなプレイヤーが登場し

たことは、これまでの供給構造にどの

ような影響を及ぼすのでしょうか？

黒木　一言で言えば、石油業界にもダ
ウンサイジングの波が訪れた印象を受

けています。コンピューターの世界にた

とえれば、従来の大規模油田が大型コ

ンピューター、シェールオイルがパソコ

ンといったイメージです。これまで、油

田開発は大規模油田を多額のコスト

と長い年月をかけて開発していまし

た。それに対しシェールオイルは、小

規模の井戸を複数掘り、原油を生産し

ながら次の開発をしていくのが特徴で

す。米国のようにパイプラインのイン

フラが整った地域では開発コストが安

く、開発期間も短くできます。よって、

油価が上がり採算が合えば生産し、採

算が合わなくなれば井戸掘りを中断す

ればよいので、油価を調整するコント

ローラーのような役割を担う可能性が

あります。そうした意味では、米国の

石油の自給化のみならず、石油市場に

り、鉱石を地金あるいは加工品まで加

工度を上げなければ輸出できないよう

になったりと、これまでにも多くの事

例があります。

嶌　資源ナショナリズムに加え、地域
紛争や内乱も多くの資源国が抱える

問題ですよね。そういったリスクはど

のように回避しているのですか？

黒木　まずは正しい情報の収集です。
JOGMECでは、資源国の政治情勢や

資源開発に関わる制度などあらゆる

徴されるように、開発難度が上がり、コ

ストも上昇の一途をたどっているのが、

資源開発における現在の状況です。

嶌　資源開発には、開発の難しさだけ
でなく、政治的リスクもありますよね。

私は1970年代から80年代にかけて、

よくイラクに取材に行っていましたが、

当時、多くの日本企業がイラクで道路

や港の建設に携わっていました。とこ

ろが、イラン・イラク戦争が勃発すると

全員引き上げてしまい、インフラ整備

は中途半端に終わってしまったことを

よく覚えています。仕方のないことと

はいえ、それまでの努力が無駄になっ

たことをとても残念に思いました。資

源開発ではそういった政治的リスクは

高いのではないでしょうか？

黒木　確かに資源開発にとって、政治
的リスクは一番大きなリスクです。日

本企業がせっかく資源国に巨額の投

資をしても、その国の政権や政府の方

針が変われば、それまでの投資や努力

が一夜にしてすべて水泡に帰すことも

ありました。やっと生産にこぎつけた

プロジェクトが国有化されてしまった

調査を実施しています。その情報を基

に資源外交や資源探査を進めていま

す。この情報は民間企業にも提供し、

適切な判断に向けご利用いただいて

います。また、資源外交で資源国と良

好な信頼関係を築くことが、そうした

リスク回避には大変重要だと考えてい

ます。

嶌　資源外交ではどのようなことが重
要になってくるのでしょうか？

黒木　今後、経済成長を果たしていく
国の多くは資源保有国です。よく資源

の呪いと言われますが、資源国の成長

の過程で、資源に依存しすぎて他の産

業が育たなかったり、資源の富が一部

に集中し、人心が荒廃したり、政治腐

敗や内戦にまで至るケースもありま

す。もちろん資源で得た富を国のイン

フラ整備や人材育成にあて、国全体が

豊かになっているケースも多くありま

す。私たちは、基本的な考えとして、

資源開発を行う資源国が発展し豊か

になり、我が国と長期的に良好な関係

が続くことを願っています。また、こう

いう考え方を資源国と共有することが

重要だと思っています。

嶌　人材育成はJOGMECでも行って
いますよね。やはり資源外交という側

面が大きいですか？

黒木　資源国からJOGMECに期待
されるのは、資源開発投資とともに人

材育成です。JOGMECではこれまで

多くの研修生を招いて研修を行ってき

ました。すでに、石油分野だけでも約

50カ国から3,500名近くの研修生を

招いています。しかし、資源外交は

JOGMECだけの活動ではありません。

日本の多くの機関が新興国に対して人

材育成プログラムを実行し、国や企業

がインフラ輸出や先端技術に関する

協力などを行っています。そういった

活動すべてが資源外交につながってお

り、非常に感謝しています。

嶌　JOGMECでは、2008年にアフリ
カのボツワナに「ボツワナ・地質リモー

トセンシングセンター」を設置したと

伺いました。これも資源外交の取り組

みの1つですか？

黒木　はい。同センターでは、人工衛
星や航空機を利用して広範囲にわたる

地質データを迅速に取得し、資源探査

に活用する“ リモートセンシング技術”

を、南部アフリカ開発共同体（SADC）

諸国の人々に教えています。この技術

移転を通じて、SADC諸国の自立的な

鉱業の発展を促しています。

嶌　あくまで資源国の人々とともに発

あるようにも思えます。その代表例が、

鉱害問題や環境問題への対応です。

嶌　鉱害問題は資源さえ採れればい
いという利己主義的な考え方では決し

て解決できませんからね。特に日本は

資源開発分野にかぎらず、多くの環境

関連技術を持っていますよね。

黒木　日本は元々資源に恵まれた国
で、長い年月にわたる資源開発の結

果、全国に7,000を超える鉱山があり

ました。その中には閉山後に重金属や

酸性坑廃水を流出させた事例もありま

した。これらの鉱害対策を実行してい

く過程で、鉱害防止技術を開発してき

たという歴史があります。こういった

技術を、資源国で鉱害が発生する前に

防止する技術として提供しています。

嶌　他の人が撒いた問題でも一緒に
なって解決しようと取り組んでしまう

国民性だからこそ、そういった経験を

重ねることで技術力を高めることがで

き、現在は資源国でも活かされている

というわけですね。私も製鉄所には何

度も足を運びましたが、温室効果ガス

の低減に向けた地道な技術開発は日

本人ならではという感じがしました。

このような多くの環境関連技術が、今

後、日本の国際競争力の源泉となって

いくことでしょう。

展していく、ということですね。

黒木　JOGMECはリモートセンシング
や地熱発電、油田開発のための地質

分析など、地質評価技術に長けている

ので、それをコア技術としてさらに磨

き、今後も資源国に提供していきます。

また、資源国の石油開発課題を日本の

得意な技術で解決できないかと、技術

ソリューションの提供を行う事業も実

行しています。

嶌　そうした「ともに成長する」という
日本人の共同体精神は世界でも認め

られていますよね。私は現在、日本ウ

ズベキスタン協会の会長を務めている

のですが、ウズベキスタンは1991年の

独立の際、日本の協調精神に憧れ、日

本をモデルに国づくりを進めたそうで

す。

黒木　資源国の人 と々話をすると、よく

日本の価値観を自国に取り入れたいと

言われます。協調性や公益性を重んじ

る日本人の国民性は、資源外交でプラ

スに働いているだけではなく、今後、世

界が直面している課題を解決する力が

得ながら大急ぎで開発を進めています

が、相当に高いハードルに挑戦してい

ます。そういう目で見ると、今、エネル

ギー問題には多くの不確定要素が存

在しています。原子力発電所の再稼

働、地球環境と石炭の利用、再生可能

エネルギーの利用拡大、どれも不確実

性が高い要素を含んでいます。こうし

た不確実な要因が多い中、考えなけれ

ばならないのは、どのようにしてエネ

ルギーの全体量を調整するかという問

題です。この問題はエネルギー関係

者のみならず、国民全体で考えなくて

はいけませんが、資源の面から見れ

ば、今のところ、それは天然ガスにし

わ寄せがいくことになるでしょう。現

に、2011年の東日本大震災に伴う福

島第一原発事故をきっかけに、原子力

発電所が停止したことにより、日本は

非常に高価格にもかかわらず天然ガス

を買わざるを得ない状況に陥りまし

嶌　さて、次に日本国内の話をお聞か
せください。今後、日本のエネルギー

構成も変わっていきますよね。政府は

2030年度の長期エネルギー需給見通

しを作成するに当たり、徹底した省エ

ネルギー、再生エネルギーの活用、原

子力発電所の再稼働、石炭の現状並

みの利用を織り込んでいます。この実

現に対し、JOGMECはどのような活

動を行う計画ですか？

黒木　再生可能エネルギーの中で、
JOGMECが活動しているものは長期

安定的な発電が可能な地熱開発で

す。地熱開発は1990年代を最後に設

備建設が止まっていましたが、これか

ら2030年までに、現在の発電量の約

2倍の発電を見込んでいます。地熱開

発は地熱の調査から発電まで長期間

を要すため、地域の皆様のご理解を

た。こうしたことを踏まえると、資源開

発は量の確保や産地の多様化だけで

なく、取引の柔軟性も重要になりまし

た。特に柔軟な取引ができる天然ガス

の入手は重要な課題です。

嶌　国内資源開発という視点では、メ
タンハイドレートや海底熱水鉱床はど

ういう位置づけになるのでしょうか？

黒木　メタンハイドレートや海底熱水
鉱床は、現在、賦存量の把握に努めて

いますが、どちらもそれなりの賦存量

がありそうだということはわかってきま

した。この2つの資源は経済的に採取

できるかどうかをよく聞かれるのです

が、まずは技術的に採取できるかどう

か、それが商業化できるかどうか、そ

れを見極めようとしています。

嶌　資源の自給率を上げていくという
点では、「都市鉱山」もありますよね。

私は電子部品やパソコン、家電製品の

リサイクル事業を行っている会社を取

材したことがあるのですが、スクラッ

プの基板類から、輸入して使っている

金、銀、銅に加え、鉛や亜鉛、レアアー

スまでさまざまな金属資源を取り出す

ことができるそうですね。それを考慮

すると、日本の金の潜在的な生産量

は、世界でも4位か5位に位置すると

聞いて大変驚きました。都市鉱山に対

するJOGMECの対策としては、どの

ようなことが考えられますか？

黒木　JOGMECでは、携帯電話やパ
ソコン等から効率的な方法でレアメタ

ルをはじめとする金属を回収・再生す

るための技術開発に、大学や企業とと

もに取り組んできました。日本の家庭

には機種変更して使わなくなった携帯

電話やパソコンなどが大量に眠ってい

ます。これらが貴重な資源であること

を多くの人に認識してもらい、資源の

有効利用を進めていきたいと思ってい

ます。

嶌　では、資源・エネルギー分野に
とってこれからの10年はどうなってい

くと思われますか？ また、JOGMEC

は何を目指していかれるのでしょう。

黒木　資源開発の仕事は成果が出る
までに10年、長いものでは20年と長

期間を要すため、ついつい先のことを

考えてしまいます。これからの10年間

でする仕事の成果が出るのは、2030

年から2040年頃です。一方、新興国

の成長により資源の需要はさらに拡

大すると想定されているため、中長期

的な視野に立って地道に資源外交を

進め、継続的に資源確保のための投

資を継続していくことが肝要だと考え

より、企業は短期的な利益を求められ

るようになり、資源価格も短期的な動

きで大きく変動します。企業にとって、

資源投資のように10年20年先を見す

えた投資をすることは非常に難しい判

断になります。とはいえ、それを実行

する企業がなければ日本の資源・エネ

ルギーの安定的な確保はままなりませ

ん。そうした意味でも、国の機関であ

るJOGMECが資源外交を行い、日本

企業とリスクを分かち合う形でリスク

マネーを供給し、技術開発を行い、中

長期的な視野に立って資源・エネル

ギーの安定確保に努めることがますま

す重要になっていると日々痛感してい

ます。今からしっかりと資源の安定確

保の道筋を作っておかなければ、必ず

そのツケが次世代や次々世代に回って

しまいます。

嶌　これは資源・エネルギーに限った
話ではありませんよね。たとえば現

在、高度経済成長期に整備された高

速道路や橋梁など、インフラの老朽

化が大きな社会問題になっています。

JOGMECも社会インフラに関係した

仕事があると思いますがいかがですか。

黒木　インフラという視点では、
JOGMECには重要な使命がありま

す。それは石油や石油ガス、希少金属

の備蓄です。備蓄は地道な任務です

が、世界情勢が不安定さを増している

中で、有事の際には備蓄しているもの

が確実に使えるように設備を整備し、

訓練をしておくことが必要なのです。

嶌　資源の安定確保と備蓄は我々の
生活に直結する根本的な課題ですね。

ところで、仕事が高度化していく中で、

JOGMEC自身のスキルの向上はどの

ように考えられていますか？

黒木　今後、JOGMECとして強化し
ていかなければならないことは、有望

な地質や優良案件を見極める「目利き

力」、よいプロジェクトを作り上げる

ています。ここで念頭に置いておかな

ければならないのは、今後、日本に確

実に到来する少子高齢化による生産

労働人口の減少です。想定では、日本の

人口は年々減少し、2050年には9,000

万人前後になると言われています。さ

らに生産労働人口の占める割合につ

いては人口の5割を切る予想です。

嶌　つまり4,500万人が残りの5 割の
生活を支える時代が到来するというこ

とですね。政府は2060年には人口を

1億人に戻すという目標を掲げていま

すが、非常にハードルの高い目標だと

感じています。

黒木　フランスのように早く人口増加
に向かえばよいのですが、まだまだ時

間がかかるでしょう。当分は人口減少

傾向が続くと想定し、活力がある間に

国の基盤強化をしておくべきだと思っ

ています。そういう意味では2030年

度を目標とした長期エネルギー需給

見通しを実現することは、非常に重要

な意味を持っており、それを実現に導

くこの10年間の活動は特に重要だと

考えています。

嶌　最近の近大マグロのように、日本
人はもともと、研究や技術開発に中長

期的視点を持って投資を行い、勤勉に

コツコツと取り組むことが得意な民族

だと考えています。

黒木　同感です。ところが、最近、世
界全体で短期的な利益を求める傾向

が強くなりました。たとえば、欧米式

の時価会計制度や金融政策の導入に

は今後も日本人としての強みを活かし

た資源外交を展開していただき、資

源・エネルギーの安定確保にご尽力い

ただきたいと願っています。

黒木　本日はどうもありがとうござい
ました。

「マネジメント力」、そして、いろいろな

分野の専門家に協力していただく

「コーディネート力」の3つだと考えて

います。JOGMECは自ら資源探査を

行っています。開発や生産をする現場

はありませんが、民間企業の案件をよ

りよいものにし、他分野の技術も活用

して問題を解決していくことが求めら

れます。

嶌　今回の対談では、資源・エネル
ギー開発が長期間にわたる地道な事

業であり、日本人の国民性や資質が非

常にマッチしている仕事であることが

よくわかりました。JOGMECの方々に

資源・エネルギー
分野にとっては
まさに激動の10年

政治的リスクを
避けるカギは
正しい情報と
信頼関係

チリの国境近くにあるアンデス山岳地
域での銅鉱山の開発の様子。標高は
4,200メートル以上。日本が海外で行
う大規模な鉱山の操業事例だ

特別対談



嶌　2004年のJOGMECの設立から、
2016年で13年目に突入しましたね。

その間、中国の急速な経済成長に始ま

り、リーマンショック、中国の経済成

長の減速、中東問題の激化、それらに

起因した資源価格の乱高下、加えて、

日本では東日本大震災とそれに伴う福

島第一原発事故など実にさまざまな出

来事が起こりました。資源・エネルギー

分野にとってまさに激動の10年だっ

たのではないでしょうか。

黒木　おっしゃる通りです。特に資源・
エネルギー分野は世界情勢と密接に

結び付いているので、変動が激しい

10年でした。

嶌　世界情勢に関してはこれまで世界
をけん引してきた欧米諸国の存在感

が薄れ、世界全体を統制できる国がい

なくなった印象があります。足元では

新興国の成長も減速している中、中東

問題も深刻化するなど、世界の不安定

さが増しているように感じます。

黒木　現在起きている中東やイスラム
諸国の問題は、その歴史的な背景から

非常に根が深い問題だと思っていま

す。特にサウジアラビアやUAEから

多くの原油を輸入する日本にとって、

中東諸国の政治情勢はエネルギーセ

キュリティ面からも切実な問題です。

嶌　資源・エネルギー分野に目を向け
ると、この10年の大きな変化の1つ

にシェールガスやシェールオイルの出

現があったと思います。これまで資

源・エネルギー分野は、OPECと非

OPECという2種類の供給者によって

成り立っていました。そこにシェールオ

かつて「東洋一の硫黄鉱
山」と言われた旧松尾鉱
山。「雲上の楽園」と呼ばれ
るほど隆盛を極めたが、閉
山後はヒ素や重金属を含
む大量の酸性水が赤川に
流出し社会問題となった。
現在はJOGMECが岩手県
の委託を受け、1年365日
24時間体制で坑廃水処理
を行っている

JOGMECが2008年、
ボツワナに設置した「ボ
ツワナ・地質リモートセ
ンシングセンター」。人
工衛星や航空機を利用
して地質データを取得
する“リモートセンシン
グ技術”を現地の人々
に教えている

大きな影響を与えました。

嶌　とはいえ、原油の生産量全体から
見れば、シェールオイルの占める割合は

1割にも満たないので、今後も大規模

油田の開発は継続していくのですよね。

黒木　その通りですが、現在、開発が
容易な大規模油田のほとんどは採り

尽くされているため、今後はより環境

が厳しく、難度の高い油田の開発が求

められています。たとえば、メキシコ

湾、ブラジル沖などの“ 大水深”と呼

ばれる海底油田や、開発が難しい北極

に近い地域などです。こうした開発難

度の上昇は原油だけでなく、金属資源

開発でも優良開発地域が減少し、鉱

石の低品位化が進んでいます。たとえ

ば、チリのアンデス山岳地域で探鉱・

開発を行った銅鉱山があります。この

事例はうまく操業までこぎつけること

ができ、日本企業による海外大規模鉱

山となったわけですが、標高4,200メー

トル以上という高地での鉱山開発はと

ても苦労されたようです。この事例に象

イルという新たなプレイヤーが登場し

たことは、これまでの供給構造にどの

ような影響を及ぼすのでしょうか？

黒木　一言で言えば、石油業界にもダ
ウンサイジングの波が訪れた印象を受

けています。コンピューターの世界にた

とえれば、従来の大規模油田が大型コ

ンピューター、シェールオイルがパソコ

ンといったイメージです。これまで、油

田開発は大規模油田を多額のコスト

と長い年月をかけて開発していまし

た。それに対しシェールオイルは、小

規模の井戸を複数掘り、原油を生産し

ながら次の開発をしていくのが特徴で

す。米国のようにパイプラインのイン

フラが整った地域では開発コストが安

く、開発期間も短くできます。よって、

油価が上がり採算が合えば生産し、採

算が合わなくなれば井戸掘りを中断す

ればよいので、油価を調整するコント

ローラーのような役割を担う可能性が

あります。そうした意味では、米国の

石油の自給化のみならず、石油市場に

り、鉱石を地金あるいは加工品まで加

工度を上げなければ輸出できないよう

になったりと、これまでにも多くの事

例があります。

嶌　資源ナショナリズムに加え、地域
紛争や内乱も多くの資源国が抱える

問題ですよね。そういったリスクはど

のように回避しているのですか？

黒木　まずは正しい情報の収集です。
JOGMECでは、資源国の政治情勢や

資源開発に関わる制度などあらゆる

徴されるように、開発難度が上がり、コ

ストも上昇の一途をたどっているのが、

資源開発における現在の状況です。

嶌　資源開発には、開発の難しさだけ
でなく、政治的リスクもありますよね。

私は1970年代から80年代にかけて、

よくイラクに取材に行っていましたが、

当時、多くの日本企業がイラクで道路

や港の建設に携わっていました。とこ

ろが、イラン・イラク戦争が勃発すると

全員引き上げてしまい、インフラ整備

は中途半端に終わってしまったことを

よく覚えています。仕方のないことと

はいえ、それまでの努力が無駄になっ

たことをとても残念に思いました。資

源開発ではそういった政治的リスクは

高いのではないでしょうか？

黒木　確かに資源開発にとって、政治
的リスクは一番大きなリスクです。日

本企業がせっかく資源国に巨額の投

資をしても、その国の政権や政府の方

針が変われば、それまでの投資や努力

が一夜にしてすべて水泡に帰すことも

ありました。やっと生産にこぎつけた

プロジェクトが国有化されてしまった

調査を実施しています。その情報を基

に資源外交や資源探査を進めていま

す。この情報は民間企業にも提供し、

適切な判断に向けご利用いただいて

います。また、資源外交で資源国と良

好な信頼関係を築くことが、そうした

リスク回避には大変重要だと考えてい

ます。

嶌　資源外交ではどのようなことが重
要になってくるのでしょうか？

黒木　今後、経済成長を果たしていく
国の多くは資源保有国です。よく資源

の呪いと言われますが、資源国の成長

の過程で、資源に依存しすぎて他の産

業が育たなかったり、資源の富が一部

に集中し、人心が荒廃したり、政治腐

敗や内戦にまで至るケースもありま

す。もちろん資源で得た富を国のイン

フラ整備や人材育成にあて、国全体が

豊かになっているケースも多くありま

す。私たちは、基本的な考えとして、

資源開発を行う資源国が発展し豊か

になり、我が国と長期的に良好な関係

が続くことを願っています。また、こう

いう考え方を資源国と共有することが

重要だと思っています。

嶌　人材育成はJOGMECでも行って
いますよね。やはり資源外交という側

面が大きいですか？

黒木　資源国からJOGMECに期待
されるのは、資源開発投資とともに人

材育成です。JOGMECではこれまで

多くの研修生を招いて研修を行ってき

ました。すでに、石油分野だけでも約

50カ国から3,500名近くの研修生を

招いています。しかし、資源外交は

JOGMECだけの活動ではありません。

日本の多くの機関が新興国に対して人

材育成プログラムを実行し、国や企業

がインフラ輸出や先端技術に関する

協力などを行っています。そういった

活動すべてが資源外交につながってお

り、非常に感謝しています。

嶌　JOGMECでは、2008年にアフリ
カのボツワナに「ボツワナ・地質リモー

トセンシングセンター」を設置したと

伺いました。これも資源外交の取り組

みの1つですか？

黒木　はい。同センターでは、人工衛
星や航空機を利用して広範囲にわたる

地質データを迅速に取得し、資源探査

に活用する“ リモートセンシング技術”

を、南部アフリカ開発共同体（SADC）

諸国の人々に教えています。この技術

移転を通じて、SADC諸国の自立的な

鉱業の発展を促しています。

嶌　あくまで資源国の人々とともに発

あるようにも思えます。その代表例が、

鉱害問題や環境問題への対応です。

嶌　鉱害問題は資源さえ採れればい
いという利己主義的な考え方では決し

て解決できませんからね。特に日本は

資源開発分野にかぎらず、多くの環境

関連技術を持っていますよね。

黒木　日本は元々資源に恵まれた国
で、長い年月にわたる資源開発の結

果、全国に7,000を超える鉱山があり

ました。その中には閉山後に重金属や

酸性坑廃水を流出させた事例もありま

した。これらの鉱害対策を実行してい

く過程で、鉱害防止技術を開発してき

たという歴史があります。こういった

技術を、資源国で鉱害が発生する前に

防止する技術として提供しています。

嶌　他の人が撒いた問題でも一緒に
なって解決しようと取り組んでしまう

国民性だからこそ、そういった経験を

重ねることで技術力を高めることがで

き、現在は資源国でも活かされている

というわけですね。私も製鉄所には何

度も足を運びましたが、温室効果ガス

の低減に向けた地道な技術開発は日

本人ならではという感じがしました。

このような多くの環境関連技術が、今

後、日本の国際競争力の源泉となって

いくことでしょう。

展していく、ということですね。

黒木　JOGMECはリモートセンシング
や地熱発電、油田開発のための地質

分析など、地質評価技術に長けている

ので、それをコア技術としてさらに磨

き、今後も資源国に提供していきます。

また、資源国の石油開発課題を日本の

得意な技術で解決できないかと、技術

ソリューションの提供を行う事業も実

行しています。

嶌　そうした「ともに成長する」という
日本人の共同体精神は世界でも認め

られていますよね。私は現在、日本ウ

ズベキスタン協会の会長を務めている

のですが、ウズベキスタンは1991年の

独立の際、日本の協調精神に憧れ、日

本をモデルに国づくりを進めたそうで

す。

黒木　資源国の人 と々話をすると、よく

日本の価値観を自国に取り入れたいと

言われます。協調性や公益性を重んじ

る日本人の国民性は、資源外交でプラ

スに働いているだけではなく、今後、世

界が直面している課題を解決する力が

得ながら大急ぎで開発を進めています

が、相当に高いハードルに挑戦してい

ます。そういう目で見ると、今、エネル

ギー問題には多くの不確定要素が存

在しています。原子力発電所の再稼

働、地球環境と石炭の利用、再生可能

エネルギーの利用拡大、どれも不確実

性が高い要素を含んでいます。こうし

た不確実な要因が多い中、考えなけれ

ばならないのは、どのようにしてエネ

ルギーの全体量を調整するかという問

題です。この問題はエネルギー関係

者のみならず、国民全体で考えなくて

はいけませんが、資源の面から見れ

ば、今のところ、それは天然ガスにし

わ寄せがいくことになるでしょう。現

に、2011年の東日本大震災に伴う福

島第一原発事故をきっかけに、原子力

発電所が停止したことにより、日本は

非常に高価格にもかかわらず天然ガス

を買わざるを得ない状況に陥りまし

  今では資源小国と言われる日本だが、かつては
世界でも有数の資源国だった。鉱山の開発が盛
んに行われるようになったのは8世紀頃からで、
鉄や銅、金、銀、石炭にいたるまで多くの資源が
採掘され、かつては輸出も行われていた。鉄鋼や
造船など明治から昭和にかけて日本の屋台骨を
支えた重工業は、こうした国内の鉱山なしには語
れない。現在はその多くが役目を終えているが、
足尾銅山や石見銀山などの産業遺産を訪ねるこ
とで、当時の様子を垣間見ることができる。

嶌　さて、次に日本国内の話をお聞か
せください。今後、日本のエネルギー

構成も変わっていきますよね。政府は

2030年度の長期エネルギー需給見通

しを作成するに当たり、徹底した省エ

ネルギー、再生エネルギーの活用、原

子力発電所の再稼働、石炭の現状並

みの利用を織り込んでいます。この実

現に対し、JOGMECはどのような活

動を行う計画ですか？

黒木　再生可能エネルギーの中で、
JOGMECが活動しているものは長期

安定的な発電が可能な地熱開発で

す。地熱開発は1990年代を最後に設

備建設が止まっていましたが、これか

ら2030年までに、現在の発電量の約

2倍の発電を見込んでいます。地熱開

発は地熱の調査から発電まで長期間

を要すため、地域の皆様のご理解を

意外!? 日本もかつては世界有数の資源国

世界有数の産出量を誇った愛媛県の別子銅
山。現在も遺構が残り、当時の様子を垣間見
ることができる（写真提供：マイントピア別子）

大正から昭和頃の福岡県の三池炭鉱宮原坑。
最盛期には年間40万トンを出炭し、日本の近
代化を支えた（写真提供：大牟田市）

た。こうしたことを踏まえると、資源開

発は量の確保や産地の多様化だけで

なく、取引の柔軟性も重要になりまし

た。特に柔軟な取引ができる天然ガス

の入手は重要な課題です。

嶌　国内資源開発という視点では、メ
タンハイドレートや海底熱水鉱床はど

ういう位置づけになるのでしょうか？

黒木　メタンハイドレートや海底熱水
鉱床は、現在、賦存量の把握に努めて

いますが、どちらもそれなりの賦存量

がありそうだということはわかってきま

した。この2つの資源は経済的に採取

できるかどうかをよく聞かれるのです

が、まずは技術的に採取できるかどう

か、それが商業化できるかどうか、そ

れを見極めようとしています。

嶌　資源の自給率を上げていくという
点では、「都市鉱山」もありますよね。

私は電子部品やパソコン、家電製品の

リサイクル事業を行っている会社を取

材したことがあるのですが、スクラッ

プの基板類から、輸入して使っている

金、銀、銅に加え、鉛や亜鉛、レアアー

スまでさまざまな金属資源を取り出す

ことができるそうですね。それを考慮

すると、日本の金の潜在的な生産量

は、世界でも4位か5位に位置すると

聞いて大変驚きました。都市鉱山に対

するJOGMECの対策としては、どの

ようなことが考えられますか？

黒木　JOGMECでは、携帯電話やパ
ソコン等から効率的な方法でレアメタ

ルをはじめとする金属を回収・再生す

るための技術開発に、大学や企業とと

もに取り組んできました。日本の家庭

には機種変更して使わなくなった携帯

電話やパソコンなどが大量に眠ってい

ます。これらが貴重な資源であること

を多くの人に認識してもらい、資源の

有効利用を進めていきたいと思ってい

ます。

嶌　では、資源・エネルギー分野に
とってこれからの10年はどうなってい

くと思われますか？ また、JOGMEC

は何を目指していかれるのでしょう。

黒木　資源開発の仕事は成果が出る
までに10年、長いものでは20年と長

期間を要すため、ついつい先のことを

考えてしまいます。これからの10年間

でする仕事の成果が出るのは、2030

年から2040年頃です。一方、新興国

の成長により資源の需要はさらに拡

大すると想定されているため、中長期

的な視野に立って地道に資源外交を

進め、継続的に資源確保のための投

資を継続していくことが肝要だと考え

より、企業は短期的な利益を求められ

るようになり、資源価格も短期的な動

きで大きく変動します。企業にとって、

資源投資のように10年20年先を見す

えた投資をすることは非常に難しい判

断になります。とはいえ、それを実行

する企業がなければ日本の資源・エネ

ルギーの安定的な確保はままなりませ

ん。そうした意味でも、国の機関であ

るJOGMECが資源外交を行い、日本

企業とリスクを分かち合う形でリスク

マネーを供給し、技術開発を行い、中

長期的な視野に立って資源・エネル

ギーの安定確保に努めることがますま

す重要になっていると日々痛感してい

ます。今からしっかりと資源の安定確

保の道筋を作っておかなければ、必ず

そのツケが次世代や次々世代に回って

しまいます。

嶌　これは資源・エネルギーに限った
話ではありませんよね。たとえば現

在、高度経済成長期に整備された高

速道路や橋梁など、インフラの老朽

化が大きな社会問題になっています。

JOGMECも社会インフラに関係した

仕事があると思いますがいかがですか。

黒木　インフラという視点では、
JOGMECには重要な使命がありま

す。それは石油や石油ガス、希少金属

の備蓄です。備蓄は地道な任務です

が、世界情勢が不安定さを増している

中で、有事の際には備蓄しているもの

が確実に使えるように設備を整備し、

訓練をしておくことが必要なのです。

嶌　資源の安定確保と備蓄は我々の
生活に直結する根本的な課題ですね。

ところで、仕事が高度化していく中で、

JOGMEC自身のスキルの向上はどの

ように考えられていますか？

黒木　今後、JOGMECとして強化し
ていかなければならないことは、有望

な地質や優良案件を見極める「目利き

力」、よいプロジェクトを作り上げる

ています。ここで念頭に置いておかな

ければならないのは、今後、日本に確

実に到来する少子高齢化による生産

労働人口の減少です。想定では、日本の

人口は年々減少し、2050年には9,000

万人前後になると言われています。さ

らに生産労働人口の占める割合につ

いては人口の5割を切る予想です。

嶌　つまり4,500万人が残りの5 割の
生活を支える時代が到来するというこ

とですね。政府は2060年には人口を

1億人に戻すという目標を掲げていま

すが、非常にハードルの高い目標だと

感じています。

黒木　フランスのように早く人口増加
に向かえばよいのですが、まだまだ時

間がかかるでしょう。当分は人口減少

傾向が続くと想定し、活力がある間に

国の基盤強化をしておくべきだと思っ

ています。そういう意味では2030年

度を目標とした長期エネルギー需給

見通しを実現することは、非常に重要

な意味を持っており、それを実現に導

くこの10年間の活動は特に重要だと

考えています。

嶌　最近の近大マグロのように、日本
人はもともと、研究や技術開発に中長

期的視点を持って投資を行い、勤勉に

コツコツと取り組むことが得意な民族

だと考えています。

黒木　同感です。ところが、最近、世
界全体で短期的な利益を求める傾向

が強くなりました。たとえば、欧米式

の時価会計制度や金融政策の導入に

は今後も日本人としての強みを活かし

た資源外交を展開していただき、資

源・エネルギーの安定確保にご尽力い

ただきたいと願っています。

黒木　本日はどうもありがとうござい
ました。

「マネジメント力」、そして、いろいろな

分野の専門家に協力していただく

「コーディネート力」の3つだと考えて

います。JOGMECは自ら資源探査を

行っています。開発や生産をする現場

はありませんが、民間企業の案件をよ

りよいものにし、他分野の技術も活用

して問題を解決していくことが求めら

れます。

嶌　今回の対談では、資源・エネル
ギー開発が長期間にわたる地道な事

業であり、日本人の国民性や資質が非

常にマッチしている仕事であることが

よくわかりました。JOGMECの方々に

10年20年先の未来を見すえて

資源の安定供給のため、
今、日本人がすべきこと。

日本の高い技術力を
武器に資源国との
関係を築く

自国内資源開発への
取り組みが
重要度を増す

特別対談



嶌　2004年のJOGMECの設立から、
2016年で13年目に突入しましたね。

その間、中国の急速な経済成長に始ま

り、リーマンショック、中国の経済成

長の減速、中東問題の激化、それらに

起因した資源価格の乱高下、加えて、

日本では東日本大震災とそれに伴う福

島第一原発事故など実にさまざまな出

来事が起こりました。資源・エネルギー

分野にとってまさに激動の10年だっ

たのではないでしょうか。

黒木　おっしゃる通りです。特に資源・
エネルギー分野は世界情勢と密接に

結び付いているので、変動が激しい

10年でした。

嶌　世界情勢に関してはこれまで世界
をけん引してきた欧米諸国の存在感

が薄れ、世界全体を統制できる国がい

なくなった印象があります。足元では

新興国の成長も減速している中、中東

問題も深刻化するなど、世界の不安定

さが増しているように感じます。

黒木　現在起きている中東やイスラム
諸国の問題は、その歴史的な背景から

非常に根が深い問題だと思っていま

す。特にサウジアラビアやUAEから

多くの原油を輸入する日本にとって、

中東諸国の政治情勢はエネルギーセ

キュリティ面からも切実な問題です。

嶌　資源・エネルギー分野に目を向け
ると、この10年の大きな変化の1つ

にシェールガスやシェールオイルの出

現があったと思います。これまで資

源・エネルギー分野は、OPECと非

OPECという2種類の供給者によって

成り立っていました。そこにシェールオ

大きな影響を与えました。

嶌　とはいえ、原油の生産量全体から
見れば、シェールオイルの占める割合は

1割にも満たないので、今後も大規模

油田の開発は継続していくのですよね。

黒木　その通りですが、現在、開発が
容易な大規模油田のほとんどは採り

尽くされているため、今後はより環境

が厳しく、難度の高い油田の開発が求

められています。たとえば、メキシコ

湾、ブラジル沖などの“ 大水深”と呼

ばれる海底油田や、開発が難しい北極

に近い地域などです。こうした開発難

度の上昇は原油だけでなく、金属資源

開発でも優良開発地域が減少し、鉱

石の低品位化が進んでいます。たとえ

ば、チリのアンデス山岳地域で探鉱・

開発を行った銅鉱山があります。この

事例はうまく操業までこぎつけること

ができ、日本企業による海外大規模鉱

山となったわけですが、標高4,200メー

トル以上という高地での鉱山開発はと

ても苦労されたようです。この事例に象

イルという新たなプレイヤーが登場し

たことは、これまでの供給構造にどの

ような影響を及ぼすのでしょうか？

黒木　一言で言えば、石油業界にもダ
ウンサイジングの波が訪れた印象を受

けています。コンピューターの世界にた

とえれば、従来の大規模油田が大型コ

ンピューター、シェールオイルがパソコ

ンといったイメージです。これまで、油

田開発は大規模油田を多額のコスト

と長い年月をかけて開発していまし

た。それに対しシェールオイルは、小

規模の井戸を複数掘り、原油を生産し

ながら次の開発をしていくのが特徴で

す。米国のようにパイプラインのイン

フラが整った地域では開発コストが安

く、開発期間も短くできます。よって、

油価が上がり採算が合えば生産し、採

算が合わなくなれば井戸掘りを中断す

ればよいので、油価を調整するコント

ローラーのような役割を担う可能性が

あります。そうした意味では、米国の

石油の自給化のみならず、石油市場に

り、鉱石を地金あるいは加工品まで加

工度を上げなければ輸出できないよう

になったりと、これまでにも多くの事

例があります。

嶌　資源ナショナリズムに加え、地域
紛争や内乱も多くの資源国が抱える

問題ですよね。そういったリスクはど

のように回避しているのですか？

黒木　まずは正しい情報の収集です。
JOGMECでは、資源国の政治情勢や

資源開発に関わる制度などあらゆる

徴されるように、開発難度が上がり、コ

ストも上昇の一途をたどっているのが、

資源開発における現在の状況です。

嶌　資源開発には、開発の難しさだけ
でなく、政治的リスクもありますよね。

私は1970年代から80年代にかけて、

よくイラクに取材に行っていましたが、

当時、多くの日本企業がイラクで道路

や港の建設に携わっていました。とこ

ろが、イラン・イラク戦争が勃発すると

全員引き上げてしまい、インフラ整備

は中途半端に終わってしまったことを

よく覚えています。仕方のないことと

はいえ、それまでの努力が無駄になっ

たことをとても残念に思いました。資

源開発ではそういった政治的リスクは

高いのではないでしょうか？

黒木　確かに資源開発にとって、政治
的リスクは一番大きなリスクです。日

本企業がせっかく資源国に巨額の投

資をしても、その国の政権や政府の方

針が変われば、それまでの投資や努力

が一夜にしてすべて水泡に帰すことも

ありました。やっと生産にこぎつけた

プロジェクトが国有化されてしまった

調査を実施しています。その情報を基

に資源外交や資源探査を進めていま

す。この情報は民間企業にも提供し、

適切な判断に向けご利用いただいて

います。また、資源外交で資源国と良

好な信頼関係を築くことが、そうした

リスク回避には大変重要だと考えてい

ます。

嶌　資源外交ではどのようなことが重
要になってくるのでしょうか？

黒木　今後、経済成長を果たしていく
国の多くは資源保有国です。よく資源

の呪いと言われますが、資源国の成長

の過程で、資源に依存しすぎて他の産

業が育たなかったり、資源の富が一部

に集中し、人心が荒廃したり、政治腐

敗や内戦にまで至るケースもありま

す。もちろん資源で得た富を国のイン

フラ整備や人材育成にあて、国全体が

豊かになっているケースも多くありま

す。私たちは、基本的な考えとして、

資源開発を行う資源国が発展し豊か

になり、我が国と長期的に良好な関係

が続くことを願っています。また、こう

いう考え方を資源国と共有することが

重要だと思っています。

嶌　人材育成はJOGMECでも行って
いますよね。やはり資源外交という側

面が大きいですか？

黒木　資源国からJOGMECに期待
されるのは、資源開発投資とともに人

材育成です。JOGMECではこれまで

多くの研修生を招いて研修を行ってき

ました。すでに、石油分野だけでも約

50カ国から3,500名近くの研修生を

招いています。しかし、資源外交は

JOGMECだけの活動ではありません。

日本の多くの機関が新興国に対して人

材育成プログラムを実行し、国や企業

がインフラ輸出や先端技術に関する

協力などを行っています。そういった

活動すべてが資源外交につながってお

り、非常に感謝しています。

嶌　JOGMECでは、2008年にアフリ
カのボツワナに「ボツワナ・地質リモー

トセンシングセンター」を設置したと

伺いました。これも資源外交の取り組

みの1つですか？

黒木　はい。同センターでは、人工衛
星や航空機を利用して広範囲にわたる

地質データを迅速に取得し、資源探査

に活用する“ リモートセンシング技術”

を、南部アフリカ開発共同体（SADC）

諸国の人々に教えています。この技術

移転を通じて、SADC諸国の自立的な

鉱業の発展を促しています。

嶌　あくまで資源国の人々とともに発

あるようにも思えます。その代表例が、

鉱害問題や環境問題への対応です。

嶌　鉱害問題は資源さえ採れればい
いという利己主義的な考え方では決し

て解決できませんからね。特に日本は

資源開発分野にかぎらず、多くの環境

関連技術を持っていますよね。

黒木　日本は元々資源に恵まれた国
で、長い年月にわたる資源開発の結

果、全国に7,000を超える鉱山があり

ました。その中には閉山後に重金属や

酸性坑廃水を流出させた事例もありま

した。これらの鉱害対策を実行してい

く過程で、鉱害防止技術を開発してき

たという歴史があります。こういった

技術を、資源国で鉱害が発生する前に

防止する技術として提供しています。

嶌　他の人が撒いた問題でも一緒に
なって解決しようと取り組んでしまう

国民性だからこそ、そういった経験を

重ねることで技術力を高めることがで

き、現在は資源国でも活かされている

というわけですね。私も製鉄所には何

度も足を運びましたが、温室効果ガス

の低減に向けた地道な技術開発は日

本人ならではという感じがしました。

このような多くの環境関連技術が、今

後、日本の国際競争力の源泉となって

いくことでしょう。

展していく、ということですね。

黒木　JOGMECはリモートセンシング
や地熱発電、油田開発のための地質

分析など、地質評価技術に長けている

ので、それをコア技術としてさらに磨

き、今後も資源国に提供していきます。

また、資源国の石油開発課題を日本の

得意な技術で解決できないかと、技術

ソリューションの提供を行う事業も実

行しています。

嶌　そうした「ともに成長する」という
日本人の共同体精神は世界でも認め

られていますよね。私は現在、日本ウ

ズベキスタン協会の会長を務めている

のですが、ウズベキスタンは1991年の

独立の際、日本の協調精神に憧れ、日

本をモデルに国づくりを進めたそうで

す。

黒木　資源国の人 と々話をすると、よく

日本の価値観を自国に取り入れたいと

言われます。協調性や公益性を重んじ

る日本人の国民性は、資源外交でプラ

スに働いているだけではなく、今後、世

界が直面している課題を解決する力が

得ながら大急ぎで開発を進めています

が、相当に高いハードルに挑戦してい

ます。そういう目で見ると、今、エネル

ギー問題には多くの不確定要素が存

在しています。原子力発電所の再稼

働、地球環境と石炭の利用、再生可能

エネルギーの利用拡大、どれも不確実

性が高い要素を含んでいます。こうし

た不確実な要因が多い中、考えなけれ

ばならないのは、どのようにしてエネ

ルギーの全体量を調整するかという問

題です。この問題はエネルギー関係

者のみならず、国民全体で考えなくて

はいけませんが、資源の面から見れ

ば、今のところ、それは天然ガスにし

わ寄せがいくことになるでしょう。現

に、2011年の東日本大震災に伴う福

島第一原発事故をきっかけに、原子力

発電所が停止したことにより、日本は

非常に高価格にもかかわらず天然ガス

を買わざるを得ない状況に陥りまし

嶌　さて、次に日本国内の話をお聞か
せください。今後、日本のエネルギー

構成も変わっていきますよね。政府は

2030年度の長期エネルギー需給見通

しを作成するに当たり、徹底した省エ

ネルギー、再生エネルギーの活用、原

子力発電所の再稼働、石炭の現状並

みの利用を織り込んでいます。この実

現に対し、JOGMECはどのような活

動を行う計画ですか？

黒木　再生可能エネルギーの中で、
JOGMECが活動しているものは長期

安定的な発電が可能な地熱開発で

す。地熱開発は1990年代を最後に設

備建設が止まっていましたが、これか

ら2030年までに、現在の発電量の約

2倍の発電を見込んでいます。地熱開

発は地熱の調査から発電まで長期間

を要すため、地域の皆様のご理解を

た。こうしたことを踏まえると、資源開

発は量の確保や産地の多様化だけで

なく、取引の柔軟性も重要になりまし

た。特に柔軟な取引ができる天然ガス

の入手は重要な課題です。

嶌　国内資源開発という視点では、メ
タンハイドレートや海底熱水鉱床はど

ういう位置づけになるのでしょうか？

黒木　メタンハイドレートや海底熱水
鉱床は、現在、賦存量の把握に努めて

いますが、どちらもそれなりの賦存量

がありそうだということはわかってきま

した。この2つの資源は経済的に採取

できるかどうかをよく聞かれるのです

が、まずは技術的に採取できるかどう

か、それが商業化できるかどうか、そ

れを見極めようとしています。

嶌　資源の自給率を上げていくという
点では、「都市鉱山」もありますよね。

私は電子部品やパソコン、家電製品の

リサイクル事業を行っている会社を取

材したことがあるのですが、スクラッ

プの基板類から、輸入して使っている

金、銀、銅に加え、鉛や亜鉛、レアアー

スまでさまざまな金属資源を取り出す

ことができるそうですね。それを考慮

すると、日本の金の潜在的な生産量

は、世界でも4位か5位に位置すると

聞いて大変驚きました。都市鉱山に対

するJOGMECの対策としては、どの

ようなことが考えられますか？

黒木　JOGMECでは、携帯電話やパ
ソコン等から効率的な方法でレアメタ

ルをはじめとする金属を回収・再生す

るための技術開発に、大学や企業とと

もに取り組んできました。日本の家庭

には機種変更して使わなくなった携帯

電話やパソコンなどが大量に眠ってい

ます。これらが貴重な資源であること

を多くの人に認識してもらい、資源の

有効利用を進めていきたいと思ってい

ます。

嶌　では、資源・エネルギー分野に
とってこれからの10年はどうなってい

くと思われますか？ また、JOGMEC

は何を目指していかれるのでしょう。

黒木　資源開発の仕事は成果が出る
までに10年、長いものでは20年と長

期間を要すため、ついつい先のことを

考えてしまいます。これからの10年間

でする仕事の成果が出るのは、2030

年から2040年頃です。一方、新興国

の成長により資源の需要はさらに拡

大すると想定されているため、中長期

的な視野に立って地道に資源外交を

進め、継続的に資源確保のための投

資を継続していくことが肝要だと考え

新たな国産資源として注目
の集まるメタンハイドレー
ト。世界中で大量に存在
することが確認されてお
り、採算の取れる生産技
術の確立が待たれる

JOGMECでは、資源国の人々
を日本に招き、定期的に資
源開発に関する各種研修を
実施。人材育成と技術移転
に努めることで、資源国の
発展と日本における資源の
安定確保を図っている

より、企業は短期的な利益を求められ

るようになり、資源価格も短期的な動

きで大きく変動します。企業にとって、

資源投資のように10年20年先を見す

えた投資をすることは非常に難しい判

断になります。とはいえ、それを実行

する企業がなければ日本の資源・エネ

ルギーの安定的な確保はままなりませ

ん。そうした意味でも、国の機関であ

るJOGMECが資源外交を行い、日本

企業とリスクを分かち合う形でリスク

マネーを供給し、技術開発を行い、中

長期的な視野に立って資源・エネル

ギーの安定確保に努めることがますま

す重要になっていると日々痛感してい

ます。今からしっかりと資源の安定確

保の道筋を作っておかなければ、必ず

そのツケが次世代や次々世代に回って

しまいます。

嶌　これは資源・エネルギーに限った
話ではありませんよね。たとえば現

在、高度経済成長期に整備された高

速道路や橋梁など、インフラの老朽

化が大きな社会問題になっています。

JOGMECも社会インフラに関係した

仕事があると思いますがいかがですか。

黒木　インフラという視点では、
JOGMECには重要な使命がありま

す。それは石油や石油ガス、希少金属

の備蓄です。備蓄は地道な任務です

が、世界情勢が不安定さを増している

中で、有事の際には備蓄しているもの

が確実に使えるように設備を整備し、

訓練をしておくことが必要なのです。

嶌　資源の安定確保と備蓄は我々の
生活に直結する根本的な課題ですね。

ところで、仕事が高度化していく中で、

JOGMEC自身のスキルの向上はどの

ように考えられていますか？

黒木　今後、JOGMECとして強化し
ていかなければならないことは、有望

な地質や優良案件を見極める「目利き

力」、よいプロジェクトを作り上げる

ています。ここで念頭に置いておかな

ければならないのは、今後、日本に確

実に到来する少子高齢化による生産

労働人口の減少です。想定では、日本の

人口は年々減少し、2050年には9,000

万人前後になると言われています。さ

らに生産労働人口の占める割合につ

いては人口の5割を切る予想です。

嶌　つまり4,500万人が残りの5 割の
生活を支える時代が到来するというこ

とですね。政府は2060年には人口を

1億人に戻すという目標を掲げていま

すが、非常にハードルの高い目標だと

感じています。

黒木　フランスのように早く人口増加
に向かえばよいのですが、まだまだ時

間がかかるでしょう。当分は人口減少

傾向が続くと想定し、活力がある間に

国の基盤強化をしておくべきだと思っ

ています。そういう意味では2030年

度を目標とした長期エネルギー需給

見通しを実現することは、非常に重要

な意味を持っており、それを実現に導

くこの10年間の活動は特に重要だと

考えています。

嶌　最近の近大マグロのように、日本
人はもともと、研究や技術開発に中長

期的視点を持って投資を行い、勤勉に

コツコツと取り組むことが得意な民族

だと考えています。

黒木　同感です。ところが、最近、世
界全体で短期的な利益を求める傾向

が強くなりました。たとえば、欧米式

の時価会計制度や金融政策の導入に

は今後も日本人としての強みを活かし

た資源外交を展開していただき、資

源・エネルギーの安定確保にご尽力い

ただきたいと願っています。

黒木　本日はどうもありがとうござい
ました。

「マネジメント力」、そして、いろいろな

分野の専門家に協力していただく

「コーディネート力」の3つだと考えて

います。JOGMECは自ら資源探査を

行っています。開発や生産をする現場

はありませんが、民間企業の案件をよ

りよいものにし、他分野の技術も活用

して問題を解決していくことが求めら

れます。

嶌　今回の対談では、資源・エネル
ギー開発が長期間にわたる地道な事

業であり、日本人の国民性や資質が非

常にマッチしている仕事であることが

よくわかりました。JOGMECの方々に

2030年を目処に
地道な活動を
コツコツと

▶世界の埋蔵量に対する
我が国の
「地上資源」の比率

世界の金の
15パーセントは日本に眠る!?

10年20年先の未来を見すえて

資源の安定供給のため、
今、日本人がすべきこと。特別対談

　金やプラチナなど、貴金属やレアメタルがパソコンやスマートフォンに使
われているのをご存知だろうか？　一つひとつにはごく少量だが、チリも
積もれば山となる。なんと、日本中の電子機器の基板をリサイクルできれ
ば、金は6,800トン、リチウムは15万トンを回収できると言われている。そ
こで現在、環境省と経済産業省を中心に金属資源の自給率向上に向け、
使用済み電子機器の回収とリサイクルが進められている。

国立研究開発法人物質・材料研究
機構が調査した世界の埋蔵量に対
する、日本に蓄積されている金属資
源の割合。銀は約22パーセント、
金は約17パーセントにも及ぶ

基板１枚140グラム

約30センチメートル

小型電子機器の基板には、有用な金属が数
多く含まれる。たとえば、国立研究開発法人
産業技術総合研究所などの調査によれば、約
140グラムの基板1枚当たりに含まれる金の
量は約48ミリグラム。この量の金を確保する
には52.8キログラムの鉱石が必要だという

約15センチメートル

鉱石52.8キログラム

（％）
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　今回はあらためて、日本人ならではの勤勉

さや真面目さ、協調性や公益性を重んじる文

化が資源国から尊敬の念を持って受け入れら

れ、良好な資源外交の土台となっていること

を知りました。また、そうした日本人の国民性

が長い時間かけて培ってきた高い技術力を武

器にすることで、JOGMECには今後も資源

の安定供給に尽力していただきたいですね。

　一方、資源・エネルギー分野で日本がさらに

飛躍するには、構想力を持つ人材を育てる必

要があると感じています。欧米人にあって日

本に足りないのは、全体のコンセプトを打ち

立てる構想力です。この力を身につけられれ

ば、持ち前の高い志と情熱で、どんなに大き

な目標でも必ず達成できると信じています。

東京港区のJOGMECで。ジャー
ナリストの嶌信彦氏とJOGMEC
理事長の黒木啓介が資源・エネル
ギー分野におけるこれまでの10
年間と今後について語り合った

日
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ためて日本が取り組むべき課題を聞いた。
た課題、進むべき道とは……。
その言葉に込めた思いを語ってもらった。

2時間近くに及ぶ対談を終えた2人に、あら
対談を通して浮き彫りになっ

それぞれの想いを色紙に書いていただき、

対談を終えてあらた めてお聞きします

“資源・エネルギー
日本人が取り組む

の安定供給に向け
べきこととは？”

　標高4,200メートル以上のアンデス山岳地

域の鉱山や、大水深の海底油田など、資源開

発はより過酷で難度の高い地域へと移ってき

ています。それに伴い、開発コストや開発リス

クも高まり、JOGMECの果たすべき役割も

重要性を増しています。今後もハードルは高

まる一方ですが、関係者が一丸となって挑戦

し続けることで、どんな目標でもクリアできる

と信じています。我々の強みである地下を高

精度で分析するコア技術を発展させていくと

ともに、資源開発における「目利き力」、プロ

ジェクトを推進する「マネジメント力」、そして

各種専門家の「コーディネート力」を強化して

いくことで、これからも資源の安定確保に努

めてまいります。

特別対談



経験がないとデータは読みとれない

実験装置は手づくりすることがほとんど

JOGMECの技術者は
医療用X線CTスキャナーで
岩石を分析する!?
資源・エネルギーの安定供給を使命とするJOGMEC。
本連載では、その業務を支える職員にフォーカスし、当機構の幅広い活動を紹介していく。
1回目となる本号では、技術センターで働く三野泰之に焦点を合わせ、
ラボの役割と具体的な仕事内容、今後の課題について話を聞いた。

岩石を分析し、
データを得られて
も、それを読みと
る力も求められ
る。正確なデータ
も視点によっては
間違った理解に
つながるという。
こうしたミスを防
ぐには、長年の経
験が必要になる

地下約5,000メー
トルの高温高圧
という状況で、岩
石がどのように変
形するのかを調
べる実験の様子。
新たな装置を導
入する場合、プロ
グラムや配線など
を手づくりするこ
とが多いという

実験・分析は目的
に応じ、装置の回
路を設計・再構築
することも。そう
した場合、不具合
の原因究明、対
応策の検討がス
ムーズにできるよ
う、事前に回路図
を頭に入れてから
作業が行われる

石油増産技術や非在来型油ガス田の
開発など、日進月歩で高度化する要求
に応えるべく、新たな技術開発を行う

ボタンを押すだけでは
正確な分析はできません

　「X線CTスキャナーで岩石を見る」と聞いて、みなさんは想

像できますか？

　私が在籍する実験・研究基盤課（以下ラボ）の役割は、石油

開発技術の研究開発を行う研究者から依頼を受け、彼らの研

究に必要なデータを取得することです。たとえば二酸化炭素

を使った原油増進回収技術（CO₂EOR）を特定の油田に適用

させる場合、対象油田の岩石や流体（原油、ガス、地層水）の

物理化学的特性を分析し、最適な方法や手順を事前に検討し

ます。その検討に必要なデータの取得が、ラボの仕事です。

　そうした基礎データは化学や地学、工学など多岐にわたるう

え、これまで経験のないデータ、さらに高精度なデータを求め

られることもあります。それらの要求に応えるため、新たな装

置の導入や実験手順の開発も必要です。冒頭のX線CTス

キャナーも同様で、約20年前の導入以来、試行錯誤を繰り返

し、当時は知りえなかった岩石内部の流動現象を三次元の

データとして取得できるようになりました。

　とはいえ、こうした装置は導入して、ただボタンを押せばデー

タが得られるというわけではありません。たとえば、摂氏100

度の環境で実験を行うとき、配管の継手が緩んでしまい、流体

が漏れることがありました。原因を探ると、高温の環境下では、

金属製継手間の熱膨張率が異なり、緩みが発生することが判

明したのです。そのときは摂氏70度の段階でボルトを締め直

すことで解決しましたが、原因を素早く特定し、より正確な

データを取得するため、毎日経験を積み、技術力を磨いていく

ことが大切になります。

石油開発技術本部
技術部　実験・研究基盤課（ラボ）

三野泰之
土木設計、施工監理、技術開発、原価管理
等の経験を活かし、1997年より石油公
団でX線 CTスキャナー装置を用いた
流動実験など、石油工学系の実験業
務に携わる。2014年4月に実
験・研究基盤課が発足し、

課長として従事。

ラボがある「JOGMEC技術センター（TRC）」とは？

千葉県の幕張にあるTRCは、石油・天然ガスの探鉱・開発に関わる
技術の研究開発を行うJOGMECの施設だ。国内にある同様の施設
は、民間石油会社が保有する2カ所のみと貴重な存在。

日本にたった3カ所しかない
資源開発技術研究所

資源国などから技術者らを招き、石油・
天然ガス資源開発に必要な技術や知識
を習得するための研修を実施している

海外の技術者らに向け、宿泊施設を完
備。海外の人でも日本の生活に困らな
いよう、細かな配慮を施している

石油開発技術本部の活動を紹介する
「TRCウィーク（年1回開催）」や、人材
育成のための各種講座も実施している

技術開発 研修の場 宿泊施設 イベントの開催技術開発 研修の場 宿泊施設 イベントの開催

主な機能

装置の回路図は完璧に頭に叩き込む



研究テーマの立ち上げ

実験・分析方法の
提案・確認

分析・データ
採取

分析データを
基に研究

依頼・要請

データアップ

研究者 ラボ

●実験の手順を研究者とともに確認することが重要

●ラボと研究者の関係性

ラボの仕事に欠かせない
三野が語る

研究者との

研究者と技術者が協力し、
実験・分析方法をともに検
討することで、よりスムーズ
かつ正確な分析が行える。
また、重要な局面では、実験
現場に研究者が同席し、実
験の手順や様子を確認する
ことも

日本は天然資源に恵まれないため、欧米諸国に比べ探鉱・開発の面
で遅れを取りがち。ラボのメンバーは海外の学会にも積極的に参加
し、日進月歩する石油開発技術のトレンドの吸収に努めている

実験・分析は、プロジェクトにより目的や条件が異なるため、研究者
との入念な打ち合わせが必要だ。そこで決定した手順や条件に則
り、実験・分析の方法をラボが検討し、データを取得する。まずは必
要なデータの仕様を明確にすることが大切だ

正確な分析データを得るためには
研究者とのコミュニケーションが不可欠です

　さまざまな研究者から依頼を受けるラボでは、研究者との“コミュニケー

ション”を重視しています。岩石や原油は、油田により地下の温度や圧力、

堆積環境などの条件が異なるため、その組成や特性などが一定ではありま

せん。そのため、正確なデータを得るためには、こうした条件設定やデータ

取得の目的をしっかり聞き取り、正しい実験環境を再現し、正しい手順で

実験や分析を実施することが欠かせません。

経験の伝承には時間も手間も必要ですが
それでも避けては通れません

　現在のラボは、経験が3年ほどの若手職員も在籍している

チームです。一方で、経験はマニュアル化できる情報と異なり、

一朝一夕で蓄積できるものではありません。そこで、ベテラン

職員が若手職員にマンツーマンで指導したり、ラボ全体で勉

強会を開くなどして、先人が育んだ技術を途絶えさせないよ

う、技術の継承を進めています。

石油やガスが貯留する岩石は、一般的には砂岩（左）と炭酸塩岩
（右）の2種類に大別される。砂岩は、内部構造が均質なものが多
く、分析は比較的容易。一方、炭酸塩岩は同じ地層から採取された
ものでも不均質性が高く、油や水の流れ方も複雑となり、分析の
難度も上がる

●組成や特性は地層により異なる

研究者からの新たな要求にも応えられるよう
試行錯誤を繰り返して実験しています

　ラボでは日々、新技術の確立や既存技術の精度向上に取り組んでいま

す。その目的は、既存技術では困難なデータの取得や、今より高いレベル

の要求がきたときにスムーズに応えられるよう備えることです。世界の実

験・分析技術のトレンドをいち早くキャッチし、ラボ独自の研究テーマを設

定することで、ニーズの高い実験や分析技術の開発を行っています。

「わからないことがすぐ質問できる」
より多くのことが学べる環境

マニュアルには載っていない
ノウハウを伝授

実験・研究基盤課

ベテラン職員

若手職員

私は20年以上、この分野に従事してきました。そこで得
た岩石の扱い方やデータの分析方法の中には、文字や図
にしづらいものが多々あります。坂下さんと一緒に手を
動かすことで、少しでも多くの経験や考え方を伝え、今後
のヒントにしてもらえるよう指導を行っています。

小野塚重信

実験・研究基盤課 坂下貴史

“コミュニケーション”

“技術伝承”

ベテラン職員から
若手職員への

石油開発のトレンドを知るために
海外の学会にも参加●

　日本が今後も資源を安定的に確保していくためには、
我が国として、常に高い技術力を保持する必要がありま
す。そのためにも、国内企業のニーズが高い石油増産技
術など、新たな技術開発は欠かせません。そうした日本
の研究開発をサポートするチームのひとつとして、ラボで
はここで挙げた3つをキーワードに、チーム全員が「世界

小野塚さん指導の下、岩石に圧力をかけたり地震波を当
て、その速度などを求めています。正確なデータ作成に
は圧力のかけ方にもコツがあるため、小野塚さんのアド
バイスはとても助かります。将来、自分の経験を次の世
代に伝えられるよう、日々勉強していきたいと思います。

“挑戦”
未知の技術への

水準でできて当たり前のことが、正しくできる」ことを目
指し、日々努力を重ねていかなければなりません。私は新
たな技術の実験・分析を担当させてもらう多くの機会に
恵まれ、充実した技術者人生を送ることができています。
今後は今の若手たちにもその魅力を伝え、彼らがラボを
けん引してくれる存在となることに期待しています。

総勢21名からなるラボのメンバー。2014年4月にこれまで別々に存在していた「物理探査
系」「地質・地化学系」「油層工学系」の3分野が統合され、実験・研究基盤課として組織化

「世界水準でできて当たり前のことが、正しくできる」こと

今のラボに求められていることとは？


