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子どもデーの様子を
動画にまとめました
　本誌の10 ～ 13ページでご紹介した、

経済産業省主催の「子どもデー」。今号は

本誌にも登場している荒井智裕に、その

狙いなどを語ってもらうと同時に、子ども

デーの様子を動画にまとめました。

　誌面でも紹介した、石油の採掘方法を

再現したジオラマが実際に動く様子や、

地熱で発電するしくみを解説した実験ジ

オラマなど、実際に出展した展示をご覧

いただけます。普段はなかなかお目にか

かれないコバルトリッチクラストやマンガ

ン団塊をはじめとする海底鉱物資源は、

子どもならずとも興味を持って見ていた

だけるはず。資源エネルギーに関する「見

る」「確かめる」「触る」「作る」の4つの体

験を、動画でぜひ一度、ご覧ください。

JOGMEC Techno Forum 2016開催のお知らせ

JOGMEC Techno Forum 
2016のポスター。産油国
と最新技術を持つ日本企
業が一同に会する国内唯一
のイベントだ

　JOGMECでは、今年で4回目を迎えるJOGMEC 
Techno｠Forum 2016を、11月29日、30日の2日
間にわたりパレスホテル東京で開催します。今年
のテーマは、「激動の資源業界を生き抜くため
に」。このテーマの下、「コスト削減」「効率向上」
「アライアンス」という3つのキーワードを掲げ、
激化する資源獲得競争における日本の競争力

強化にスポットを当てて各種発表、展示が行われ
ます。
　プログラムや申込方法など、詳細については下
記HPをご覧ください。

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。

最新動画は右のQRコードからアクセス

経済産業省主催「子どもデー」に参加
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～研究が進むメタンハイドレート開発の現在～
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燃えない!?
メタンハイドレートは
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メタンハイドレートは
燃えない!?
～研究が進むメタンハイドレート開発の現在～

メタンハイドレートには
天然ガスが詰まっている！

燃えているのは“メタン”
（天然ガス）

メタン

　「燃える氷」「新たな資源」「日本近海で豊富に採れる」……。

「メタンハイドレート」に対し、そんなイメージを抱いている

人も多いはず。しかし、なぜ燃えるのか、本当に資源として

使えるのか、どのくらい賦存しているのか、その背景まで説

明できる人は意外と少ないのではないだろうか。

　メタンハイドレートとは、メタン分子の周りを、複数の水

分子が取り囲んだ包接水和物という物質であり、メタンは

天然ガスの主成分である。日本近海の海底に存在している

ことから、経済産業省が2001年に「我が国におけるメタン

ハイドレート開発計画」を発表。JOGMECと（国研）産業

技術総合研究所を中心とする「メタンハイドレート資源開

発研究コンソーシアム（以下MH21）」が組織され、商業化

に向けた研究開発を進めている。

　日本近海での有望な資源発見により、「日本も資源国にな

れる」という夢も膨らむ一方、いまだ課題も多く、メタンハイド

レートの知見を蓄積し、将来の商業化への見通し精度を高め

ている段階であるとも言える。商業化への期待を正しく理解

するためにも、メタンハイドレートの正しい知識を得ることが

大切だ。そこで今回は、メタンハイドレートの基礎知識から研

究開発の進捗、商業化に向けた課題について解説していく。

「メタンハイドレート」と聞くと真っ先に思い浮かべるのが

「燃える氷」のイメージではないだろうか。

実はそこにちょっとした誤解が含まれていることは意外と知られていない。

今回はそんなメタンハイドレートの誤解の数々を解消するとともに、

現在、JOGMECが取り組んでいる

メタンハイドレートの研究開発に関する最新情報をお届けしよう。 メタンハイドレートとは上の画像のように、メタン分子（緑

色の部分）を水分子（赤色の部分）が作るカゴ状の構造が

取り囲んだ物質のこと。低温かつ高圧という限られた状

態でのみ、このような結晶構造になる。そのため、常温下

に移動させるなど、ほんの少しの加熱や減圧で分解が進

み、メタン分子が放出される。つまり、右の写真では固体

のメタンハイドレートが燃えているように見えるが、実際

に燃えているのは分解で発生したメタンガスなのである。

水

人工のメタンハイドレート。常温下で
はみるみる分解が進むため、火を近づ
けると放出されたメタンに引火する。
石炭のようにそのものが燃えるのでは
なく、燃えているのはあくまでガス。こ
れが「燃える氷」のメカニズムだ

※表紙、P2～9で使用されている画像、イラストの著作権は、特別な記載があるものを除きすべてMH21に帰属します
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第一歩

水深500メートル以深の海域に存在すること、海底面付近
から海底下数百メートルまでの、地質学的には比較的新しい
地層に存在することは共通しているが、海底面付近で固まっ
ているもの、泥に埋もれているもの、砂と混じりあっているも
のなど、海底のメタンハイドレートの存在形態はさまざま

メタンハイドレートの存在を示す
BSRと呼ばれる指標

さまざまな形で存在するメタンハイドレート

メタンハイドレートの探査方法

海底でメタンハイドレートが存在する場所に
は、ある特徴が現れることがわかっている。こ
こでは、現在行われているメタンハイドレート
探査の方法と、最新の分布図を見ていこう。

資源量と埋蔵量はイコールではない点に注意

原始資源量 回収率
（存在するMHの総量） （取り出し可能な割合）

（可採）埋蔵量
（実際に生産できる総量）

=×

東部南海トラフの
資源量調査が

完了

 原始資源量、
回収率の確立まで
算出不可

生産方法が
確立するまで
算出不可

資源量・埋蔵量の関係

メタンハイドレートは
燃えない!?

　現在、メタンハイドレートの探査では、「地震探査法」が用

いられている。これは石油や天然ガスを含む地層の探査で

も使われている技術で、微弱な音波（地震波）を人工的に発

生させ、その反射を利用して地質を調べるというものだ。石油

や天然ガス開発の場合、この手法を用いて石油やガスを貯

留できる構造を調査する。しかし、構造が見つかったとして

も、石油やガスが存在しているかは実際に井戸を掘ってみな

いとわからない。では、メタンハイドレートではどうだろうか？

　メタンハイドレートの探査では、地震探査法を用いて、

「BSR（海底擬似反射面）」と呼ばれる、特殊な反射面を見

つけることが重要だ。海底に平行して現れる特徴を持つ

BSRの上には、メタンハイドレートが存在し、それより下に

はメタンハイドレートは存在できないことが明らかになって

いる。それは、メタンハイドレートが安定する温度と圧力が、

BSRが存在する周辺の地層で予想される温度と圧力と一致

しているため。このため、地震探査法でBSRを探すことが、

海底のメタンハイドレートを探査するための第一歩として位

置づけられているのだ。

　ただし、BSRの発見はあくまで探査の第一歩。メタンハイ

ドレートが「ある」ことがわかるだけで、その広がりや厚さ、

量などはその後の調査で判断していく必要がある。現在は、

MH21が研究を進めている砂質層孔隙充填型メタンハイド

レートについて、地震探査のデータを使ってメタンハイドレー

トが濃集する地層（濃集帯）をある程度予測できるように

なった。また、東部南海トラフでは、実際に試掘も行い、メタ

ンハイドレートの存在量（原始資源量）が算定されている。

BSRを探すことが
メタンハイドレート探査の 海底面近傍メタンハイドレート

「砂質層孔隙充填型メタンハイド
レート」は、タービダイトとよばれ
る泥と砂が交互に堆積した地層
（砂泥互層）に主に存在するメタ
ンハイドレート。堆積した砂の粒
の間にごま塩のようにメタンハイ
ドレートが入り込む。在来型の石
油や天然ガスも同様の存在形態
だ。MH21はこのタイプのメタン
ハイドレートからのメタンガス生
産を研究開発している

砂質層孔隙充填型
メタンハイドレート

泥層内メタンハイドレート
「泥層内メタンハイ
ドレート」は、海底
にある泥でできた
層の隙間に、塊で
存在するメタンハイ
ドレート。海底面
にあるものと同様、
見た目は氷のよう

メタンハイドレートの探査は地
震探査法を使って行われる。海
底に向かってエアガンで振動を
発生させ、反射して戻ってきた
音波を「ストリーマーケーブル」
と呼ばれる受振器で受振。地層
の状態を調べる

 BSRは海底面とほぼ平行に現れる。BSRの上はメタンハイドレー
トが存在可能な温度と圧力であることから、BSRはメタンハイド
レートが存在するための必要条件となっている

海底面近傍に存在
するメタンハイド
レートで、「表層型メ
タンハイドレート」と
よばれる。氷のよう
な白い固形物で、見
た目は人工のメタン
ハイドレートに近い

が取り組む

日本近海の埋蔵量もまだわからない

海底面と
ほぼ平行に
現れる

海底面

ストリーマーケーブルの受信器が
反射してきた音波を受信

エアガン
音波発生源

エアガンで
発生した音波が、
海中、地層中を
伝わっていく

地層同士の境界面で
音波が反射

▶最新のBSR分布図（2009年）

約122,000平方キロメートル
BSR面積

約5,000平方キロメートル

BSR
（詳細調査により海域の一部に濃集帯が存在）

約61,000平方キロメートル

BSR（濃集帯を示唆する特徴が
海域の一部に認められる）

約20,000平方キロメートル

BSR
（濃集帯を示す特徴がない）

約36,000平方キロメートル

BSR
（調査データが少ない）

ストリーマーケーブル
探査船

BSR

　メタンハイドレートを語るときに注意したい点は、存在する資源量と実際に
生産可能な埋蔵量は異なるということ。現時点では、日本近海では東部南海
トラフの資源量調査しか完了していない。また、確立された生産方法から導き
だされる回収率（賦存するメタンハイドレートからどれだけのメタンが回収で
きるか）も今後の生産試験から導き出されるものであり、現段階では実際に
生産可能な埋蔵量を算出することは道半ばなのである。



減圧法の課題は“熱”

“分解"が必要なメタンハイドレート
キーワードは

温度と圧力
メタンハイドレートを
分解する

メタンハイドレートは
燃えない!?

　資源として必要なのはメタンハイドレートそのものではな

く、結晶中に含まれるメタンガス。石油や天然ガスなど、井

戸を掘れば地層にかかっている圧力で自ら噴出（自噴）する

在来型資源と異なり、メタンハイドレートの場合、そのまま

では固体として地層中に安定して存在しつづけるため、井戸

を掘っても自噴しない。ガスの生産にはなんらかの形でメタ

ンハイドレートをメタンガスに変える必要があり、そのカギ

となるのが、温度と圧力である。

　氷のような物質という表現からも想像できると思うが、メ

タンハイドレートをメタンガスに変える方法のひとつが温め

ること。安定領域を示す右図の右方向の矢印をたどること

で、メタンガスと水に分解できる。2001年度の第1回陸上

産出試験では、メタンハイドレートを温める「温水循環法」

の実験を実施。簡単に言うと、井戸にお湯を流してメタンハ

イドレートを分解、メタンガスを得る方法である。この方法

で、量こそ少ないものの世界で初めて意図的に地下のメタン

ハイドレートからのガス生産を確認した。しかし、この方法

ではメタンガスを得るためにお湯を沸かすエネルギーが必

要となり、エネルギー収支の面で生産効率が低くコスト高

につながってしまう。資源開発に必要不可欠な「経済性」の

面からすると、現時点では非効率だと考えられている。

　そこで目をつけたのが圧力だ。メタンハイドレートは高圧

の環境下で安定しているので、圧力を下げればガスと水に

分解する。右図の上方向の矢印がそれだ。水で満たされた

井戸から水をくみ出し、地層にかかる圧力を下げ、メタンガ

メタンハイドレート開発の最大の難しさは、これまで誰も行っていない未知の領域で、
ひとつひとつ手探りの状態で生産方法を確立していくことだ。
ここでは、JOGMECが取り組む生産方法と、その進捗を紹介する。

スを得るのが「減圧法」である。第2回陸上産出試験（2007

年度、2008年度）で試されたのち、2012年度に実施した第

1回海洋産出試験においてもこの方法が用いられ、6日間の

メタンガスの連続生産を確認した。

　こうしてMH21では、砂質層孔隙充填型メタンハイドレー

トの開発において、「減圧法」が現時点で有効な手法のひと

つであると考え、研究開発を推進している。

　P7上図のように、減圧法では、井戸の中の水をくみ上げ、

地層に作用する圧力を下げることでメタンハイドレートをメ

タンガスと水に分解する。対象とするメタンハイドレート層

は砂層と泥層が重なり合う砂泥互層内の砂層。砂層は、在

来型資源の石油やガスが存在する地層と同様に浸透性が

高く、連続性があり、圧力の変化が伝わりやすい。また、分

解でできた水やメタンガスが流れやすい特徴も持つ。一方、

砂層の周囲にある泥層は浸透性が低いため、圧力変化を砂

層にとどめるとともに、海底面などからの海水の流入を防

ぐ。こうした砂泥互層特有の条件が減圧を可能とし、メタン

ガスと水を生産できるのである。

　そんな減圧法のメリットは、在来型資源開発で培ってき

た知見や設備、技術が応用可能なこと。それは上述の通り、

対象となる砂層が在来型資源開発で対象とする地層と類似

しているため。実際、過去の産出試験で使用したポンプや

井戸、生産設備等は在来型資源開発で使用されているもの

を応用している。つまり、装置を一から開発する必要がない

ため、開発コストを大幅に削減できるのである。

　現在、日本はメタンハイドレート開発で世界のトップラン

ナーを走っているが、砂質層孔隙充填型メタンハイドレート

に早い段階で着目し、在来型資源開発で用いられる設備、技

術の応用を考えてきたことが、その大きな要因となっている。

低温・高圧下で安定状態にあ
るメタンハイドレートが濃集
する層の圧力を下げることで、
メタンハイドレートを分解し、
メタンガスを生産しようとい
う「減圧法」。これまでに行わ
れてきた陸上・海洋産出試験
により、その有用性が実証さ
れているが、まだ課題も残る

▶ 海洋環境におけるメタンハイドレート安定領域

MH21のメタンハイドレート開発は
減圧法を主体に検討中

熱の供給が止まると
分解がストップ！

聞き慣れない「吸熱反
応」だが、実は身近な
存在。打ち水はまいた
水が気化する際に周
囲の熱を奪い、気温を
下げる吸熱反応を利
用している

理想的には、圧力を下げると緑の矢印の方向に進み、メタンと水に分解される。
しかし実際は吸熱反応により温度が下がるため、青の矢印をたどることになる

黄色い部分がメタンハイドレートとして安定して存在できる条件の領域。この領域を
超えると分解してメタンガスと水になる
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▶ 理想的な減圧による分解と現実

　前述の説明だけを読むと、減圧法は簡単に感じるかもし
れないが、実際には課題もある。メタンハイドレートの分解
では、減圧による分解の過程で周囲の地層が持つ熱を消費
するため、地層の温度が低下する。右図のように、緑色の矢
印をたどり、メタンガスと水に変化させるのが理想だが、実
際は地層の温度が下がるため、分解が始まると青色の矢印
をたどり、なかなか分解が進まない状態となる。つまり、メ
タンハイドレート分解時の吸熱反応と砂層の持つ熱が平衡
に達した時点で分解が止まってしまうのだ。そこで重要な役
割を果たすのが、砂層を挟む泥層だ。泥層は浸透率が低い
ため、メタンハイドレートはあまり含まれていないと考えられ
ている。もし含まれていたとしても浸透率が低く、なかなか
分解しないため、地層内での吸熱反応による温度低下は起
こりにくい。このことから、泥層の持つ熱を砂層に供給する
ことで、分解を促進し、より多くのメタンガスを得られると
考えられている。しかし実際のところ、どの程度まで分解が
進み、どれだけのメタンガスを得られるのかはわかっていな
い。これらの現象の持続性を把握することが、回収率を検
討するうえでも重要な課題のひとつとなっている。

理想的な減圧
による分解

不足分の熱供給

減圧すると実際には
吸熱反応により温度低下し
分解しにくくなる。

低

メタン+水

メタンハイドレート

圧
力

高
高

温度

0

◀減圧法のイメージ図

減圧減圧

加熱加熱
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　1999年度に南海トラフで、サンプ

ルの回収に成功したことを受け、

2001年7月に「我が国におけるメタ

ンハイドレート開発計画」が発表。

経済産業省主導で計画を実行するために、MH21が組織された。2001

～ 2008年度に実施されたフェーズ１では、東部南海トラフをモデル海域

としてさまざまな調査を進め、砂質層孔隙充填型のメタンハイドレート

濃集帯を発見し、東部南海トラフのメタンハイドレート原始資源量を算

出した。さらに、2001年度と2007年度にはカナダで2回の陸上産出試

験を実施し、2回目の試験では、世界で初めて、減圧法を用いて6日間連

続のメタンガス産出を確認した。

探査や陸上試験を
中心にした
基礎研究を実施

年度～

フェーズ ❷

フェーズ ❸年度～

　2016 ～ 2018年度の予定で実施中のフェーズ3では、将来の商業化の実

現にむけた技術の開発と整備を進めている。2017年には第2回メタンハイ

ドレート海洋産出試験を予定しており、前回試験の課題の検証など、さらな

る研究開発を進めていく。

将来の商業化を見据えた
技術開発・海洋産出試験を実施

第2回海洋産出試験（事前掘削）を2016年5～6月に実施

　2016年5～6月、前回試験
と同じ海域で、第2回海洋産
出試験の事前掘削を実施。
技術的課題の検証・改善など
を目的とした2017年の本試
験に向け、着々と準備を進め
ている。

　2009 ～ 2015年度に実施したフェーズ2

では、フェーズ1の成果を受け、日本近海に

おいて海洋産出試験を実施。愛知県～三

重県沖合（第二渥美海丘）の砂質層孔隙充

填型メタンハイドレート濃集帯において、

2013年度に、6日間のメタンガスの産出を

確認。これは、海洋における世界初の実証

試験となった。しかしながら、この試験では

メタンガスと水の分離が十分に行えず、生

産井内の圧力を制御することが難しかった

り、6日目に出砂対策が正常に機能しなく

なったりといった課題が残ることとなった。

　それらの課題は、2016年度から実施され

ているフェーズ3へと引き継がれることと

なった。

海洋産出試験や
より詳しい
資源量調査を実施

第1回海洋産出試験で使用した地球深部探査船「ちきゅう」

6日間連続でメタンガスの生産を確認した。今後の課題は、メ
タンガス生産期間の長期化と商業化に向けた生産技術の確
立だ

メタンハイドレートフォーラム2015の様子。メタンハイドレートの研究開
発について発表する「オーラルセッション」のほか、ポスターセッションも
行われる予定だ

開発計画
2001年の経済産業省の発表からJOGMECが参画してきた
「我が国におけるメタンハイドレート開発計画」。
最後に、これまでの内容と成果、現在の状況を紹介しよう。

メタンハイドレートは
燃えない!?

　ここまでご紹介してきましたように、メタンハイドレート資源開発の本質

とは、「メタンハイドレートそのものを採掘し燃料にする」のではなく、「メタ

ンハイドレートからメタンガスを回収する」ことです。そうした観点のもと、

私たちは砂質層孔隙充填型メタンハイドレートの資源化を目指し、基礎研究

や実証実験を進めてきました。2017年には2 回目の海洋産出試験を控えて

いますが、大事なのは、この試験で生産したガスを燃やすことではなく、将来、

日本近海の海底面下にあるメタンハイドレートから生産したガスを陸まで運

び、商業化へ結びつけることです。2017年の海洋産出試験もその目標に

向けた通過点と考え、目の前にある課題を着実に解決していきたいと考えて

います。

　こうしたメタンハイドレート研究開発の現状をお伝えするため、2016年12

月6日（火）に「メタンハイドレートフォーラム2016」を開催します。会場は東京

大学伊藤謝恩ホールで、参加は無料（事前登録制）、興味のある方ならどなた

でもご参加いただけます。詳しくはJOGMECホームページをご覧ください。

　メタンハイドレート自体は燃えませんが、私たちは将来に向けて灯された研

究開発の炎を消さぬようたゆまぬ努力を続けていきます。

産学官が連携！
メタンハイドレート

カナダの永久凍土地帯で実施した陸上産
出試験の様子。減圧法では世界で初めてメ
タンガスを産出した

フェーズ ❶

2 3 4

1

メタンハイドレート
研究開発グループよ

り

メッセージ

メタンハイドレート研究開発グルー
プ事業推進チームサブリーダー。
海外のメタンハイドレートの研究
動向や情報収集を行う。メタンハ
イドレート資源開発研究コンソー
シアムの広報担当

長田順子

年度～



資源エネルギーに触れて学べる

体験型ブースを出展
毎年、夏休み期間中に経済産業省が開催している

「経済産業省子どもデー」。

今年は7月27日、28日の2日間開催され、

JOGMECは資源エネルギーについて

学べるブースを出展した。

7月27日水・28日
木

「経済産業省子ども
デー」レポート

　石油・天然ガスのコーナーでは、私

たちの生活に欠かせない石油がどの

ように採掘されているかをわかりやす

く解説。物理探査船が地下構造を把

握する方法や、油田から石油を採掘す

る方法を紹介した光るジオラマは、そ

のしくみを視覚的に理解できると大

好評。普段使っている電気の半分以

上が石油と天然ガスで作られている

という職員の説明にも、子どもたちは

興味津々の様子で耳を傾けていた。

ジオラマ以外にも、石油・天然ガスの

基礎知識を楽しみながら学んでもらえ

るようにと職員が手作りしたクイズも

用意。触れる機会の少ない資源を身

近に感じてもらうため、趣向を凝らし

た展示を行った。

宿泊施設

見る

圧入井戸から
送り込まれた
CO₂（二酸化炭素）により
石油を押し出す

生産井戸で
石油を回収する

子どもたちが社会を広く知る機会を提供

　油田の石油は、地下水のように溜まっているのではな
く、岩石中の小さな隙間に入り込んでいる。その油田に
CO₂（二酸化炭素）を圧入し、隙間から石油を押し出し、

回収する技術がCO₂EORだ。特に生産性が落ちてき
た古い油田の石油回収率を向上させる技術として、ま
た温暖化防止にも寄与する技術として注目されている。

地下にCO₂を送り込み石油を増産する技術

圧入井戸から
地下へ
CO₂（二酸化炭素）を
送り込む

光
を
追
う
と

一
連
の
流
れ
が

理
解
で
き
る
！

CO₂EO
Rは

どんな技
術？

体験を通して子どもたちが

資源エネルギー学んだ

 

よ
ろ
し
く
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し
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す
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JOGMECのブースで
資源エネルギーに関する

ブースを2人の小学生に体験してもらい、その様子
をレポート。「見る・確かめる・触れる・作る」体験
を通し、資源エネルギーについて学んでもらった。

石油を採掘するしくみを
ジオラマで見学

少
し
難
し
い
け
ど

一
緒
に
頑
張
ろ
う
！

体験する人
（左）アキヒトくん

小学６年生

案内人

（右）サトシくん
小学６年生

JOGMEC 広報課

荒井智裕

　「未来のものづくり・サービス」をテー

マに、経済産業省が夏休みに開催してい

るイベント。同省の施策に対する理解増

進を図るとともに、子どもたちに広く社会

を知る機会を提供するため、関係団体が

趣向を凝らしたブースを出展している。

「経済産業省子どもデー」とは？



JOGMECのブースを
体験してみて、どうでしたか？

展示施設でも学べる資源エネルギー

TEPIA 先端技術館
地熱発電のしくみを解説する

ジオラマを展示

アキヒトくん
小学６年生

サトシくん
小学６年生

7月27日水・28日
木

「経済産業省子ども
デー」レポート

東京・港区にある「TEPIA 先端技術館」では、社
会や経済を支えるさまざまな先端技術を展示。
JOGMECはその中に、地熱発電のしくみを紹介
する大型のジオラマを常設展示している。

実物展示やゲームを通じて
金属について楽しく学べる施設

東京・千代田区の「科学技術館」の4階には、「メ
タル・ファクトリー」コーナーがある。銅や亜鉛な
ど身近な金属について学べるほか、鉱石の実物
を展示したり、鉱山を探すゲームも楽しめる。

石油や石油備蓄について学べる
大型展示施設

福岡県北九州市にある「白島展示館」は、白島国
家石油備蓄基地の設備や機能を紹介する展示
施設。海に面した3階建ての施設の中でも、石油
の備蓄について映像で学べる映像ホールが人気。

　近年、注目度の上がっている安全性の高い持続可

能なエネルギー、地熱発電。ブースでは、鍋で水を沸

騰させた際に生じる水蒸気を地熱による水蒸気に見

立て、地熱発電のしくみを理科の実験のように紹介

した。ハンドルを回すと豆電球が光る手回し発電機

も、発電のしくみや大変さが実感できると好評だ。

熱が電気に変化する様子を
実験ジオラマを使って確かめる

　資源に乏しい日本に

とって重要な、海底の

鉱物資源。ブースでは、

マンガン団塊やコバル

トリッチクラストなど

JOGMECが実際に採

取してきた貴重な鉱物

資源を展示。その重み

や感触を実感でき、子

どもたちは興味津々。

　熱や風、水の力でタービンを回
して電気を作るのが、発電の基本
的なしくみ。地熱発電の場合、地
熱によって生じた水蒸気の力で
タービンを回し、電気を作る。地
球の熱という自然のエネルギーと
水だけを利用するうえ、安定的に
発電できるためベースロード電源
としても注目されている。

地下から噴き出す
蒸気の力で電気を作る！

　マンガン団塊は球状や楕円状の鉱物の
塊で、ハワイ南東方海域などの深海底に
分布。マンガンや銅、コバルト、ニッケルな
ど、さまざまな製品に使われる30種類以
上の有用金属やレアアースを含んでいる。

　「白嶺」は日本周辺の海域に存在する海洋資源の探査、
開発を加速させるため、JOGMECが建造した海洋資源調
査船。2012年に就航開始。大型掘削
装置や最新の調査機器を搭載する。

手回し発電機は理科の授業でも
見たことがあり、「学校で学んだ
ことが、将来こういう風に役立つ
んだ」ということがわかって楽し
かったです。自由研究は「発電」
についていろいろ調べてみよう
と思います。

ハワイ南東方海域などの
水深4,000～6,000メートル

に分布している

地熱で
地下の水が
熱せられる

地下から吹き出した
水蒸気の力を利用して
タービンを回転させる

発電所でタービンの
運動エネルギーを電気に変換。
街に電気が供給される

地
球
の
熱
が

ど
う
や
っ
て

電
気
に
な
る
の
？

マンガン団塊はどこの海にあるの？

海底資源を調査すべく
JOGMECが建造した船

白嶺のペーパークラフト
は少し難しかったです
が、置かれていた完成品
がかっこよかったし、が
んばって作りました。石
油のジオラマは言葉や
絵よりもわかりやすくて
勉強になりました。

少し難しかったけど、
私たちが使っている電
気が石油と天然ガス
からできていることが
わかって、とても大切
なお仕事なんだと思い
ました。JOGMECの
人が優しく教えてくれ
て、うれしかったです。

学校では学べないことばかりでとても興
味深かったです。わからないことも多かっ
たけど、JOGMECの職員さんたちがわか
りやすく説明してくれたので、エネルギー
に興味が湧いてきました。

今回で2回目の参加です。海底の鉱
物資源の展示のところで、深海には、
真っ白いカニがたくさんいたり、面白
い石が採れることがわかって、ワクワ
クしました。キラキラする石がとても
きれいでした。

ズィークくん
小学3年生

エナちゃん
小学1年生

ソウタくん
小学4年生

メタル・ファクトリー（科学技術館）
写真提供：日本鉱業協会

白島展示館

資源エネルギーは、日本各地にある展示施設でも学ぶ
ことができます。ここでは、その一部をご紹介します。

夏の自由研究の
ヒントになりました

白嶺のクラフトが
面白かった！

エネルギーは
大切ということが
わかりました

エネルギーに関心を持つ
キッカケになりました。

海の底には面白い
石や生き物がたくさん

確かめる

触れる
海底資源に触れ
その特性を知る

海洋資源調査船
｢白嶺」

｢白嶺」のクラフトで
その構造を知る

理科の授業みたいで
わかりやすい

資源エネルギーに触れて学べる

体験型ブースを出展

体験を通して子どもたちが

資源エネルギー学んだ

体験を通して子どもたちが

資源エネルギー学んだ

体験を通して子どもたちが

資源エネルギー学んだ

作る

　海底資源を探すのに欠かせないのが、海洋資源調

査船「白嶺」だ。「白嶺」のペーパークラフトを組み立て

ることで、その構造を知ることができる。ブース中央に

設置されたテーブルで、子どもたちは夢中でペーパーク

ラフトを組み立てた。



●長崎県西部の洋上に浮かんでいます

●交通手段が船なので海が荒れたら通勤できません

●意外かもしれませんが事務作業もたくさんあります

点チェック

JOGMECのさまざまな仕事を支えるメンバーを紹介する当連載。
第2回となる今回は、長崎県の上五島国家石油備蓄基地事務所長、西森豊を取り上げます。

西森所長のお仕事

｢何も起こらない」ことが
備蓄業務の最重要テーマ ｢備蓄」という仕事で大切なことは？

　風光明媚な五島列島のうち、折島と柏島、2つの無人島の間に浮かぶの
が、上五島国家石油備蓄基地の貯蔵船です。五島列島の複雑な地形が天
然の防波堤となる上、2つの島を防波堤でつなぐことで、より高い安全性を実
現しています。1隻あたりの貯油能力は88万キロリットル、5隻合計で440
万キロリットル。国内で消費される石油7日分を備蓄することが可能です。

　上五島国家石油備蓄基地までの通勤手段は、船を利用しています。そ
のため、海が荒れれば出船できません。この島に赴任してから一度だけ、
雷で出船できないことがありました。24時間体制で操業しているので、徹
夜明けのメンバーは帰宅できず、交代のメンバーも出勤できないため、基
地にいるメンバーでなんとかしのいでもらうなどの対応が必要になります。

　日々の定期メンテナンスや避難訓練のほかにも、報告書の作成や資料
の整理などもたくさんあります。常日頃からの資料の整理はいざというと
きの対応に欠かせません。基地の所長やメンバーは入れ替わるため、引き
継ぎや情報の共有がスムーズに行えるよう資料を整理し、業務の効率化
も図っています。

‶コツコツと
ヒットを打ち続けること”

西森 豊
元高校球児。製油所の勤務等を経て、
2010年よりJOGMECで勤務する。物
理探査船グループ、備蓄企画部企画
課勤務を経て、上五島国家石油備
蓄基地事務所へ着任。2016

年4月より現職。

｢備蓄」という仕事に
ホームランはいらない！

　私が働く上五島国家石油備蓄基地は、海外資源国の政情

不安等による供給途絶や国内災害時の供給不足に備えた

原油の備蓄が主な役割。そしてそこで働く我々のテーマは、

確実かつ安全に運営することにあります。

　備蓄基地で行われる業務にはタンカーからの原油の入出

荷などもありますが、それらはほんの一部。業務の多くは、メ

ンテナンスや訓練を徹底し、不測の事態を避け、万一のとき

に最善の行動ができるよう、日頃から準備しておくことです。

　こうしたメンテナンスや実際のオペレーションの多くは操

業サービス会社に委託しているため、我々は定期メンテナン

スや避難訓練に参加すると同時に、基地で働くみなさんの

安全への意識を醸成するよう努めています。たとえば私が

赴任した当時、消火器の位置と配置図を再確認させたこと

があります。当然のことながら、基地内は多くの場所でライ

ターすら持ち込めないほど細かなルールが設定されていま

す。そうした厳格なルールを百数十人が毎日徹底する……。

これはとても重要なことです。しかも人が作業を行う以上、

油断すれば事故は簡単に起きるでしょう。日々の安全管理

を徹底し、「逆転満塁ホームランを打たなくてもいい」状態を

キープすることが大切なのです。

事務所は田邊祐子
（左）、西森豊所長
（中央）、中野耕三
副所長（右）の3名
で運営している

　成果の見えにくい備蓄業務ですが、努力を積み重ね、無事故という結
果を出し続けることは簡単ではありません。そうした中、基地の操業に
関わるみなさんの努力の結果、2016年6月で359万時間という無事故
記録を達成できました。基地の安全に取り組んでいただいたすべての方
に感謝するとともに、これからも全員一丸で安全管理を徹底し、無事故
というヒットを打ち続け、この記録をさらに伸ばしていきたいと思います。

上五島国家石油備蓄基地
事務所長


