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中東
カギを握る
日本のエネルギー調達の

～資源安定調達に欠かせない最重要エリア～

若者たちの熱い想いを感じてください

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

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、「FOCUS on JOGMEC MEMBERS」では、特別企画

として新入職員21名を取り上げました。動画では採用担当・人

事課の柿平に、彼らへの期待を語ってもらうと同時に、新入職員

には、JOGMECおよび資源・エネルギー業界への夢や希望をイ

ンタビューしました。彼らのまっすぐな熱い想いは、忘れかけて

いた夢や、仕事への情熱を思い起こさせてくれるでしょう。資源・

エネルギー業界の未来を担う彼らの姿をぜひご覧ください。

資源・エネルギー業界に目指したい未来がある！

最新動画は右のQRコードからアクセス
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日本のエネルギー調達のカギを握る

～資源安定調達に欠かせない最重要エリア～

中東から輸入する原油・天然ガスで
日本の社会は支えられている

　日本のエネルギー自給率は、わずか6％。中でも原油や天

然ガスはほぼ全量を輸入に頼っている。エネルギー安全保障

の観点から、供給源の多角化が進められる一方で、原油では

今なお全輸入量の85％以上を依存する中東の重要性はとて

も大きい。原油・天然ガスの埋蔵量が他の資源国に比べて圧

倒的に多く、より安価で安定的に確保できる中東は、日本の

エネルギー安定調達のカギを握る最重要エリアなのだ。

原油・天然ガスといったエネルギー資源の

ほとんどを輸入に頼っている日本。

その輸入元の大部分を占めるのは、

サウジアラビアやアラブ首長国連邦を含む中東だ。

今回は、日本のエネルギー安定調達に欠かせない、

最重要エリアでもある中東を紹介しよう。

特集

中東 日本が輸入する
原油・天然ガスのうち
中東諸国が占める割合

▶原油国別輸入量
出典：財務省貿易統計

▶天然ガス国別輸入量
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日本が輸入する原油の
85%以上が中東産

中東が約2割を占める
日本が輸入する天然ガス
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　世界の原油の確認埋蔵量は、2015年末時点で約1兆

7000億バレル。1970年代のオイルショック時には、原油

の枯渇が叫ばれたものの、回収率の向上や新たな油田の

発見や開発により、可採年数はむしろ増える傾向にある。

中でも世界最大級の確認埋蔵量を誇っているのが、中東

のサウジアラビアで、世界の埋蔵量のうち約16％を占め

ている。それにイラン、イラク、クウェート、アラブ首長国

連邦（UAE）などの中東諸国のシェアを加えると、実に世

界全体の原油確認埋蔵量の約47％を中東諸国が占めて

いることになる。

　同様に、地球温暖化防止の観点から近年需要が伸び

ている天然ガスも、2015年末時点の世界の確認埋蔵量

約6,600兆立方フィートのうち約43％が中東諸国。世界

のエネルギー資源の半分近くが中東エリアに偏在してい

るのである。

　加えて、中東の資源は地表近くに位置する大規模油ガ

ス田から比較的簡単な方法で生産できるため、コストが

安価であるという特徴も持つ。現在、たとえばメキシコ湾

やブラジル沖、西アフリカ等で進む大水深エリアの油田

開発、北極圏のガス田開発など、世界各地で開発プロ

ジェクトが進められている。しかしこうした極地で生産さ

れる資源はコストが高く、資源価格が低迷すれば、採算

が合わずに生産が止まる可能性がある。一方で、膨大な

量の原油が埋まり、比較的安価に生産できる中東エリア

は、減産の可能性こそあるものの、資源価格の低迷時で

も輸出が止まる可能性は少ない。世界5位のエネルギー消

費国日本にとって、中東の資源力は多くの原油・天然ガス

を安定的に輸入するために非常に大切な力なのである。

▶世界の原油・天然ガス埋蔵量と中東の占める割合

▶オマーンLNG輸出先

　一方、新興国の経済発展に伴い、世界的な原油の需要

増加が進んでいる。そのため既存の油田に加え、新規油

田の開発やアメリカのシェールオイルをはじめとする非在

来型資源が登場しているが、世界の原油および天然ガス

供給量の大部分を占めるのはやはり中東だ。2016年の

中東全体の原油の輸出量は日量2,520万バレル。これは

原油の全貿易量の38%以上を占める計算だ。この数字

を見ると、中東が世界中の原油消費を支えているように

感じられる。特に総輸入量の8割以上を中東から輸入す

る日本ではそう感じる人も多いはずだ。

　ただし、中東の原油輸出先に目を向けると、米国向け

が7％、欧州向けが13％で、75％に当たる日量1,558万バ

レルは日本や中国、東南アジアを中心とするアジア太平

洋地域に輸出されている。

　原油に比べれば地域的な偏在性は低いものの、これは

天然ガスにおいても同様だ。たとえばオマーンの2015年

の輸出量756万トンのうち、日本が37パーセント、韓国

が51パーセントと、実に9割弱をこの2カ国で占めてい

る。ロシアやアメリカ、欧州とは異なりパイプラインによ

るガスの貿易が不可能な日本や韓国では、カタールや

UAEなど中東からのLNG（液化天然ガス）の輸入に頼ら

ざるをえないという事情がある。加えて、中東はUAEを

中心にLPガス（液化石油ガス）も生産量と輸出量で世

界的に高いシェアを誇っており、その多くをアジア地域に

輸出している。

　つまり、中東が日本をはじめとする東アジアにとってエ

ネルギー安定確保の重要な供給元であると同時に、外貨

獲得手段の資源依存度が高い中東にとっても、購買力の

ある東アジアは重要な輸出先でもあるのだ。両エリアは

資源貿易においてWin-Winの関係にあり、経済面で互い

に強固に結びついている。

　そんな重要な中東諸国。現在、日本は国を挙げて良好

な関係構築に取り組んでいる。

　2017年1月には、世耕弘成経済産業大臣がUAEのア

ブダビ国営石油会社のジャーベル最高経営責任者と対

談。日本企業が保有し続けてきたアブダビ海上油田の一

部の権益延長に合意している。2018年3月に権益期限

を迎える他のアブダビ海上権益についても、権益延長に

向けた取り組みを継続している。

　関係強化に力を入れているのは中東諸国も同様だ。

2017年3月に、日本にとって最大の原油供給国であるサ

ウジアラビアの国王が46年ぶりに来日したことは記憶に

新しい。サウジアラビアやUAEは「多分野での成長」、

「経済の多角化」を通した「総合的な国造りの充実」を目

指しており、今回の安倍晋三総理とサルマン国王の首脳

会談では、官民が一丸となって日本とサウジアラビアとの

協力関係を進めていくことを表明。また、サウジアラビア

と日本企業による20件あまりの覚書が締結され、今後、

原油を原料とする化学品など高付加価値品での技術協

力が示されるなど、さらなる関係強化が進められた。

　こうした中東諸国との関係強化は、日本のエネルギー

の安全保障の観点から重要である一方、リスクも忘れて

はならない。中東のごく一部とはいえ、紛争やテロに加え、

ホルムズ海峡の封鎖による供給途絶リスクは常に頭に入

れておかなければならない。資源の安定調達のためには、

中東諸国との関係強化を継続するとともに、供給源の多

角化も進めることが重要だ。併せて、原油の全輸入量の

うち、日系企業が権益を持つ油田からの確保の割合を示

す「自主開発比率」の向上にも取り組む必要がある。資

源外交における日本の手腕は常に試されており、

JOGMECでもさまざまな支援活動を進めていく。

原 油 天然ガス

2015年末時点の世界の天然ガスの確認埋蔵量は約6,600兆立方フィート
で、イランの約18％を筆頭に、中東諸国のシェアが約43％を占める

オマーンのLNG輸出先は
東アジアおよび東南アジ
アで90パーセント以上。
購買力のある東アジアは
重要な輸出先だ

2015年末時点の世界の原油の確認埋蔵量は約1兆7000億バレルで、
そのうちの約47％を中東諸国が占めている
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実はWin-Winの関係にある
中東と東アジア

ますます進む中東との関係強化
供給源の多角化も急務

2017年4月、ジャーベルUAE国務大臣兼アブダビ国営石油会社CEOは
JOGMECの技術センターを訪問。日本の高い技術力を視察した

その魅力は“ポテンシャル”にあり

中東の資源力
日本の原油輸入における中東依存度は85％以上とダントツに高い。
それは、他の資源国に比べて中東の資源力が圧倒的に高いからだ。

世界の原油の約5割
天然ガスの4割以上が
中東に眠る
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▶

注目の集まる「モニタリング技術」

常設受振器常設受振器

常設電源アクロス常設電源アクロス

発振坑発振坑 受振坑受振坑

地震波地震波

坑井間地震／電磁探査

CO₂ Oil

　エネルギー資源の安定調達を実現するには、資源国とのWin-Winの関係構

築が不可欠だ。そのため、JOGMECでは中東をはじめ日本にとって有望な資

源国とのMOU（覚書）を締結。長年にわたり、資源国の技術者を招へいし研修

を実施するなど資源国との関係構築に努めてきたほか、資源国における日本企業

の権益獲得に向けた金融支援なども進めてきた。こうした地道な活動の積み重

ねが資源国との関係強化を実現し、エネルギーの安定供給へとつながっていく。

日本のプレゼンス向上に取り組む

支援
1989年から約3,500名を招へい
産油国技術者を育成し続ける

関係強化と
備蓄を同時に実現する

産油国共同備蓄

資源国とFace to Faceの
コミュニケーションを図る

　JOGMECでは、毎年、アブダビで開催される
「アブダビ国際石油展示会（ADIPEC）」に出展
し、資源国との直接的なコミュニケーションを
図っている。ADIPECは30年以上の歴史を誇
る世界最大級の石油の展示会で、世界各国のエ
ネルギー大臣、石油メジャーが一堂に会するた
め、機構のプレゼンスや技術力をアピールする
絶好の機会だ。

日本企業の探鉱・開発プロジェクトへ
リスクマネーを供給

常設電源アクロスを用いた反射法地震探査や、坑井間での
地震／電磁探査により貯留層内の流体の動きを推測

日本式マネジメント手法
「KAIZEN」方式を学ぶ
コースでは、日本社会や
ビジネスで活用されてい
る具体的事例を交えな
がら実践的手法に関す
る講義を実施

2016年12月7日、沖縄石油基地において、原
油タンクの一部をサウジアラビア国営石油会
社に貸与する契約が更新された

地震波や電磁波など
を使って、直接確認
することができない
地下の流体の動きを
把握するモニタリン
グ技術。中東の大規
模油田では、増進回
収技術の導入を計画
中で、モニタリング技
術を併用することで
原油が適切に回収さ
れているかを推測で
きるため、回収率向
上が期待されている

JOGMECで行う2つの研修

通常研修

「探鉱地質」「物理探鉱」「掘削マネジメント」
「油層工学」の4コースのうち1年間に2
コースを開催。現在、中東を含む資源国か
らは毎年20カ国、1回につき20名以上の
技術者が参加している。

特別研修
JOGMECと産油ガス国の政府あるいは政
府関係機関が締結するMOUに基づき、個々
の国のニーズに従い研修を実施している。

　JOGMECでは、資源国との協力関係の強化
を目的に、1989年から「産油国技術者研修」を
実施している。これは中東など資源国の政府
機関や国営石油会社から技術者等を日本に招
へいし、JOGMEC技術センターを中心に研修
を開催するというもの。これまで、UAEやイラ
クなど特定の国の技術者等を対象とした3～4
週間の特別研修と、さまざまな資源国の技術
者を対象とした10週間の通常研修を実施して
きている。これまで世界48カ国、約3,500名の
技術者等が来日し、実践的なスキルの習得に励
んできた。また、研修事業では、研修生に対し、
日本の文化紹介を研修に併せて行い、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、日本企業が行う資源開
発への信頼感の醸成を目指している。

　日本では、アブダビ国営石油会社
とサウジアラビア国営石油会社に対
し、国内の原油タンクを貸与する取り
組みを行っている。平時には、両国営
石油会社の東アジア向け供給・備蓄
拠点として活用する一方で、日本へ
の石油の供給が不足した場合には、
日本の石油会社が優先的に購入でき
るというもの。産油国と日本双方に
メリットのある大切な取り組みだ。

石油増産技術やモニタリング技術など
ニーズの高い先端技術で貢献

　油田は生産を続けていると地層の圧力が低下し生産量が著しく減少す
る。そのため、JOGMECでは、原油回収率を向上させる技術の開発を行っ
ており、中東などの産油国への導入を進めている。その代表例が、炭酸ガス
（CO₂）を使った増進回収技術「CO₂EOR」だ。併せて、原油やCO₂など地
下の流体の動きを間接的に把握するモニタリング技術の開発も進めている。

2011年2月から
沖縄県うるま市に
ある沖縄石油基
地でサウジアラ
ビア国営石油会
社との共同備蓄
事業を開始した

沖縄石油基地

長年の取り組みの積み重ねで
資源国との関係強化へ

中東との親密な関係の構築がエネルギーの安定調達に直結する。そのため、
JOGMECでは、日本のプレゼンス向上に向けてさまざまな支援を行っている。

ADIPECで
開催された
カンファレン
スで講演す
る市川理事

ADIPECに出展したJOGMEC
のブースでは資源開発に関する
展示のほか日本文化も紹介し人
気を博している

沖縄石油基地で
共同備蓄事業の
契約を更新

国際石油開発帝
石株式会社が取
得したアブダビ陸
上鉱区の権益には
JOGMECも出資

　日本企業が参画するアブダビやイラクの
油田開発・生産プロジェクト。JOGMEC
はそれらのプロジェクトに出資支援を行うな
ど、日本企業の権益獲得を支援している。

国際石油開発帝石株式会社提供

研修は技術センター以外
にも、新潟県にある柏崎
テストフィールドなどの設
備を使って行われる
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　エネルギー資源の供給源という観点から、日本と切っ

ても切り離せない中東。しかし、一般的な日本人にとって

馴染みが薄く、近年の国際情勢によって旅行先に中東を

選ぶ日本人が少ないのが実情だ。そのため、いまだに“砂

漠とラクダの国”、あるいは、石油から得た富による“お

金持ちの国”といった偏ったイメージを抱きがち。

　そこで今回は、JOGMECの調査部で中東エリアを担

当する2人のスペシャリストに、中東の今を語ってもらっ

た。そこからは中東の意外な素顔が見えてくる。

濱田　「中東」とはそもそも欧州の視点から生まれた言
葉。一口に中東と言っても、民族構成も文化も地域や国

によって大きく異なります。

増野　中東には、国民国家という枠を超えたさまざまな
つながりが存在します。たとえば、日本との貿易関係が

深いサウジアラビア、UAE、カタールといったアラビア半

島に位置する国々は、イスラーム教、アラブ民族、君主制

の国であるという共通点を持っています。一方で、長い

歴史を持つ大国イランは、イスラーム教のシーア派で、ペ

ルシア民族が多く、共和制国家です。民族で言えば、ペ

ルシア人の他に、アラブ人、トルコ系やその他の民族もい

て、国を超えた広がりを持っています。こうした例を挙げ

てみただけでも、中東が「中東」という言葉だけでは表現で

きないほどに多様な地域であることがわかると思います。

濱田　サウジアラビアやUAEは、原油の供給元として日
本とも密な経済関係を有しています。ところが、文化や風

土、歴史は意外と知られておらず、多くの誤解や偏見が横

行しています。「石油」というステレオタイプな見方から頭

を切り離して中東を見てほしいです。人々が何を考え、ど

こに向かおうとしているのか。昔も今も、実は大きく変わ

らないんです。確かに、石油収入による富の流入で暮らし

は一変しました。そのため石油の枯渇や石油需要の減少

に危機感を抱き、「脱原油依存を急いでいる」という短絡

的な見方をされることもありますが、それでは十分ではあ

りません。かつて中東各地には、キャラバンサライやハー

ンと呼ばれる隊商宿が点在し、貿易の中継地点として栄

えました。ヒト・モノ・カネを継続的に呼び寄せるハブを

構築することが繁栄につながる。この考え方は今の中東

にも当てはまると思います。

増野　急速に近代化が進むUAEは、世界的なミュージ
シャンやスポーツ選手を呼び、砂漠の真ん中でコンサー

トやスポーツ大会を開催したり、2017年には首都アブダ

ビにルーブル美術館の分館「ルーブル・アブダビ」をオー

プンさせる予定ですが、根底にあるものは同じです。ヒ

ト・モノ・カネの集積点を目指そうという思いの表れで

す。石油がなかった時代から連綿と受け継がれてきた彼

らのビジネスモデルなんですね。もちろん原油依存から

の脱却もひとつの課題ではありますが、中東産油国の視

点はより長期的なビジョンに根差していると思います。

濱田　たとえば、アブダビには、世界最大のペルシャ絨
毯が敷かれた美しいモスクや世界最速のジェットコース

ター、ドバイにも、世界一の総面積を誇るショッピング

モールや、世界一高い高層ビル「ブルジュ・ハリファ」な

ど、「世界一シリーズ」というものがあります。これは単な

る新興富裕の表れではなく、人が集まる空間を演出する

という独自戦略と言えます。今後、自国をどう発展させて

いくかを考えたとき、外部から多くの観光客やビジネス

パーソンを集め、投資を呼び込み、物流の拠点となること

で、より豊かで強い国づくりを目指しているわけです。

増野　2017年3月には、サウジア
ラビアの国王が46年ぶりに来日

し、「日・サウジ・ビジョン2030」が

策定され、日本は、サウジアラビア

に対して、エネルギー、化学、製造

業、金融、娯楽など幅広い分野で

共同事業を行うことを表明しまし

た。今後、日本が資源外交を行う

うえでは、相手国や相手地域をよ

り実態に近い形で理解する努力をしたうえで、彼らの視

点に寄り添った協力体制を構築していくことがますます

重要になっていきますね。

濱田　一方、政情不安というマイナスイメージから、中東
に旅行・滞在する日本人も減り、中東における日本人のプ

レゼンスが低下し、日本への信頼感が薄れているのを感

じます。

増野　たとえばイランは、原油・天然ガスの埋蔵量が多
く、2016年1月に経済制裁が解除されたこともあり、今

後、増産が見込まれています。日本にとっては重要なエネ

ルギー供給元となりうる国ですが、メディアから受けるイ

メージだけでは、相互理解からは程遠い。

濱田　日本の皆さんにもっと中東に目を向けていただき
たいですね。中東の資源がなければ日本の生活は1日た

りとも成り立たないわけで、資源という観点では最も関

係が深いのに、人間同士の交流という観点では最も縁遠

いというのが、私としては、歯がゆいところです。UAEも

カタールも治安は非常に良いですよ。また、オマーンなど

は自然豊かで、緑や水も豊富です。

増野　イランでは冬には雪も降るしスキー場もあります。
食事は国によって少しずつ違いますが、どれもおいしいの

で、ぜひ観光で訪れてほしいですね。

濱田　昔から、「アラブはアブラ（石油）だけじゃない」と
言われる通り、彼らの国民性や文化面はどうなっているか

を知ることも重要だと思います。資源外交の第一歩は相

手の国をよく知ることだと日々感じています。

ヒト・モノ・カネの集積地を
目指す中東

中東の多面性
よりよい理解に向けて

イメージしている姿とは少し違う？

今
日本人が持つ中東のイメージは
実際とどう違うのか。
JOGMECの「中東のスペシャリスト」に
中東の今を聞いた。

ドバイの高層ビル群をバックに走るメトロ。
「砂漠とラクダの国」のイメージから程遠い近代国家であることがよくわかる

中東というと砂漠とラクダのイメー
ジが強いが、オマーンなどは自然
豊かで、緑や水に恵まれる

中東の
調査部の
中東専門家が

語る

Philip Lange / Shutterstock.com

Shutterstock.com
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調査部
エネルギー資源調査課
担当調査役

濱田秀明
中東（イラン、イラク以外）を担当。
日本のエネルギー資源の長期安定
供給に向けて中東の社会情勢を分
析し、有用な情報を内外に発信

調査部
エネルギー資源調査課

増野伊登
中東（主にイランとイラク）、南アジ
ア、サハラ以南アフリカの原油・天然
ガスの開発動向や政治、社会、経済
動向を調査、分析し発信



個と個のつながりが
国と国とのつながりへ

特集

資源の安定供給確保に
欠かせない関係づくり

イラクやUAE、タイ、カンボジア、
ウガンダなどの修了生が再来日
時に持ってきたり、次の研修生に
託した職員へのお土産の数々

研修事業の重要性
日本は、資源・エネルギーの多くを輸入に依存している。
そこでJOGMECは資源の安定供給の確保に向け、
資源国と良好な関係を築くため、研修事業を推進している。

～研修事業を通じた資源国との信頼関係構築～
　

　JOGMECは約30年間、石油・ガス分野だけでも世界48

カ国から約3,500名の技術者等を招へいし、JOGMECの

技術センター（TRC）を中心に、実践的スキルの習得を支援

してきた。その目的は、資源外交における信頼関係構築だ。

　資源の多くを輸入に頼っている日本が安定供給を確保す

るには、資源国との友好的な関係づくりが不可欠。とはいえ、

信頼関係の構築は一朝一夕で実現するものではない。その

ため、JOGMECは長年にわたって研修事業を実施し、資源

国との信頼関係構築に努めてきた。資源外交に資する事業

は、技術支援、人材育成などさまざまだが、いずれも長い時

間をかけて成果を出すもの。長年深めてきた信頼関係とい

うのは、簡単にはなくならない。研修事業は一見して資源の

安定供給に直結する業務ではないが、資源国との信頼関係

強化には親日派を増やすことが大切だ。資源国の技術者等

を招へいし、より直接的に日本をアピールできる研修事業

は、資源国との関係構築において重要な役割を担っている。

世界の資源・エネルギー業界で
活躍する修了生との交流

　とはいえ、約3～10週間という短期間の研修だけで、本当

に長期的な関係構築につながるのかと疑問を抱く人もいる

かもしれない。その答えは、修了生とJOGMEC職員の交流

を見れば明らかだ。研修が終わり帰国した後も、修了生と職

員はグリーティングカードを送り合ったり、再来日の際に連

絡を取り一緒に食事をしたりと、着実に親交を深めている。

特に、桜と紅葉の季節は修了生から来日の連絡が相次ぎ、う

れしい悲鳴をあげるという。研修中に培われた信頼関係や

日本への親しみは帰国後も残り、長期的な関係へとつなが

る。そして、修了生の中には、今や資源国の大臣や国営石油

会社の役員を務める者も少なくない。親日派の修了生の増

加は、資源国との関係を温めてくれるだろう。個々の交流は、

将来国同士を強固に結びつける可能性を秘めている。

帰国後も続くつながりを生み出す

▶技術者研修対象国 （石油・ガス、金属、石炭分野、1989年～2017年5月現在）

JOGMECでは、1989年から約30年間、

資源国の技術者等への研修を実施してきた。

その目的は、資源国との関係構築だ。

今回は、国同士の関係構築の第一歩となる個人と

個人の交流に焦点を絞り、研修事業を紹介する。

JOGMECはこれまで、石
油・ガス、金属、石炭分野
で数多くの資源国の技術
者等に研修を実施。近年、
石油・ガス分野では資源
国のニーズに応え、日本
の効率的なマネジメント
手法「KAIZEN」方式を研
修として提供し、世界中
に親日派を増やしている



　さまざまな国から研修生を受け入れるTRCでは、宗教上禁止さ
れている豚肉を使用しないなど一定の作法を遵守した、イスラム教
徒向けの「ハラール食」を提供している。そのほか、食物アレルギー
に関してあらかじめ確認を行う、研修旅行先のレストランでは事前
にメニューをチェックするなど、細やかな配慮を行っている。

　研修業務課の業務は、親身になって生徒をサポートする“学校
の先生”のような仕事です。たとえば、「集団行動をする」「時間
を守る」という概念でも、研修生と日本人の感覚は少し異なるよ
うで、研修生にはあらかじめ「集合時間には遅れないように」と
日本で過ごすうえで最低限おさえておいてほしいことを伝えた
り、集合時間に遅れた研修生には個別に連絡するようにしてい

ます。配属されるまでは、「ラテンの国の方は陽気」など国民性で
相手を判断しがちでしたが、実際にお会いしてみると、当然のこ
とながら個人個人で性格は異なります。そのため、研修事業では
個々の相手と向き合い、その人に合った「おもてなし」をするよう
に心がけています。これだけ多国籍の方々と交流でき、反応を直
接受け取ることができる業務というのは貴重だと思います。
　また、現在、研修業務課では私が唯一の男性職員です。研修
生にとっては男性職員だからこそ相談できることもあると思いま
すので、研修生にいつでも気軽に声をかけてもらえるように、常

に隙を持つよう心がけています。研修生から「私の国に来た際に
は必ず連絡をくれよ。おいしい店を紹介する」などと声をかけて
いただけると、Face to Faceで資源外交に貢献しているというや
りがいと、大きな喜びを感じます。
　研修生の信頼を得て親日派を増やす研修業務課の活動は、資
源の安定供給に向けた「種まき」のようなものだと感じています。
すぐに芽が出るものではありませんが、私たちがまいた種が円滑
な資源外交を後押しし、資源国との関係強化、日本企業の権益
獲得という実を結んでいくと信じて、業務に励んでいます。

国民性をうのみにせず相手と向き合い
Face to Faceで資源外交に貢献

　研修業務課では、研修生招へいの手配や、日本滞

在中の研修生のケア、研修満足度のヒアリング、修了

後の連絡など、研修に関わる多くの業務を行っている。

約3～10週間の研修中は、研修生が日本で快適に過

ごせるよう相談しやすい環境をつくったり、宗教に配

研修業務課の働き
強固なつながりを育む

 日本を好きになってもらう ための4つのサポート

管理・研修部
研修業務課

小河宏輝

産油国技術者研修
“KAIZEN”コース研修生

タガリードさん
産油国技術者研修
“KAIZEN”コース研修生

アフメドさん

2013年4月入構。石油・
天然ガスの探鉱・開発の
企画調整などを行う企
画調整部や、金属資源
の地質構造を調査する
資 源探 査 部を経て、
2016年10月より現職。
石油・天然ガス部門の人
材育成事業を担当

慮した食事の提供を行ったりしている。研修旅行の手

配やアテンドも行い、旅先でトラブルがないよう細心

の注意を払っている。そのほか、日本文化を紹介する、

帰国後メールなどで交流を続けるなど、研修事業の最

前線に立って信頼関係構築に努めている。

研修事業の最前線で
活躍する研修業務課

TRCでイスラム教徒に配慮し出されているハラール食

　研修事業の目的のひとつが、研修生である資源国の技術者等に
日本を好きになってもらうことだ。そのため、書道や生け花、折り
紙、浴衣の着付けなど、伝統的な日本文化の体験をカリキュラムに
導入している。また、京都・広島への研修旅行など、施設の外でも
日本文化への理解を深めてもらう活動を行っている。

　TRCで体験した日本文化の中でも、特に着
付けをしたことが印象に残っています。そこで
浴衣が気に入って、姉や妹へのプレゼント用
も含めて4着も購入してしまいました。着付け

書道や生け花など日本文化に触れてもらうカリキュラムも

TRCで体験した着付け。浴衣が気に入って、4着も買いました！

　地震のほとんどない国から来る研修生も多いため、いざというと
きに混乱しないよう、避難訓練では「地震の際は机の下にもぐる」

「揺れている間は動かない」など、丁寧に対処法を伝える。そのほ
か、電車の乗り方を教える、病院には職員が付き添うなど、研修生
が日本で安心して過ごせるよう努めている。

地震が多発する日本では研修生向けの避難訓練が不可欠

　研修業務課では、展示会等で資源国を訪問する際に修了生の同
窓会を開催することで、継続的な関係づくりを進めている。また、
修了生向けに年3回、研修報告や研修生紹介などを掲載した

「Newsletter」を発行しているほか、イベント告知を行うなど、修了
生との密なコミュニケーションを図っている。

資源国で開催される修了生の同窓会の様子

は難しそうですが、今から着るのが楽しみで
す。日本の食事にも満足できたので、次は家
族を連れて、日本のいろいろなエリアに行き、
もっと日本のことを知りたいです。

　スタッフには家族のように何でも相談でき
たので、研修中は困ることなく生活できまし
た。特に思い出に残っているのが、誕生日の
出来事。ちょうど日本滞在中に誕生日を迎え

何でも相談でき、誕生日も祝ってくれたスタッフに感謝です
たのですが、スタッフからバースデーカードを
もらって感動しました。帰国後も、Newsletter
を読んだり連絡を取り合ったりして、スタッフ
と交流を続けていきたいです。

食事
日本文化 修了後生活             の継続的な

コミュニケーションを推進
宗教など文化的背景にも
配慮した        を提供

               への理解を深める
プログラムを実施

滞在中の         の不安を
軽減するケアを徹底

修了生との良好な関係の裏には、研修業務課の活躍があった。
親日派を増やし強い絆を生み出す、
研修業務課の働きについて見ていこう。

特集



夢

未来

いつの時代も変わらない
若者は熱い夢を持っていた

初心を忘れず目の前の仕事に取り組むことが
プロフェッショナルへの第一歩想い

夢・想い・未来

今号のFOCUS on JOGMEC MEMBERSでは、特別編として新入職員を取り上げます。
未来の資源・エネルギー業界を担う若い世代に、夢や仕事への想いを聞いてみました。

21名の

叶えたい 仕事への 目指したい

さまざまなバックグラウンドを持った
フレッシュな21名がJOGMECへ 新入職員に期待することは？

　「新たな資源フロンティアを開拓したい」「国内最大の地熱資源を発
見したい」など、まだ見ぬ資源の開発を夢みる新入職員が目立ちまし
た。また近年、日本近海でメタンハイドレートの産出試験を行っている
影響か、「海洋資源の商業化を実現させたい」といった声も聞かれまし
た。時代が変わっても、若者は熱い夢を持っています。私たちも新人
の頃に抱いていた夢を思い返し、襟を正していきたいです。

　仕事を始めるにあたり、「誰にも負けない専門性を持った職員になり
たい」「世界に日本の技術力を伝えるプロフェッショナルになりたい」
「信頼される技術者になりたい」といった、やる気にあふれる志を聞く
ことができました。そのほか、「探究心を持って努力を重ねたい」「実力
No.1を目指す」といった声も。仕事への熱い想いを聞き、初心を忘れ
ず仕事に取り組むことの大切さをあらためて思い出しました。

常識にとらわれず自分の頭で考え、
チャレンジし続けること

資源・エネルギー業界に
目指したい未来がある！

　今年度もJOGMECは、資源・エネルギー分野に大きな夢

と希望、高い志を抱いた新入職員を迎えました。

　彼らが資源・エネルギー業界を志望した理由には、「海外

経験を通して、日本の弱点はエネルギーだと気づいたから」

「自分の専門分野を活かしながら、最もワクワクできる業界

だから」など、各々の視点から日本を俯瞰し、JOGMECの

一員として日本に貢献したいというものが目立ちました。

　そんな彼らの視点は、それぞれの多様な経歴に基づいて

いるようです。地質学、機械工学など、学生時代に専門性を

高めてきた職員が多く、その専門分野は構造地質学での

フィールド調査や地震学、波力発電装置の研究など、多岐

にわたります。また、国際分野に関心が高く、フィールドワー

クや留学などで海外経験のある者が目立つのも特徴のひと

つ。あわせて、アーチェリーやボートなどのスポーツ、オーケ

ストラなど、さまざまな活動をしてきたようです。

　環境の変化に左右されやすい資源・エネルギー分野では、

時代の流れにあわせ、さまざまな視点から現状を変えていく

ことが求められています。多種多様なバックグラウンドと、

それぞれの視点を持つ若者たちが、資源・エネルギー業界に

新しい風を吹き込んでくれそうです。

　新入職員の夢や希望を知り、その熱い想いに強く心を打たれました。資
源・エネルギー分野を取り巻く環境が毎年のように大きく変化する中で、今
後も安定供給を確保するためには、今の常識や環境にとらわれない柔軟性、
自分の頭で考え行動できる主体性、そして、彼らのような若いエネルギーが
必要です。新入職員だけでなく私たちも、現実と理想の壁にぶちあたっても
初心を忘れず、チャレンジする姿勢を持ち続けなければと思います。

新入職員21名
平成29年度

今年度の新入職員は男性17名、女性4
名の計21名。うち事務系では8 名、技
術系では13 名を採用。留学経験の

ある者やスポーツ、芸術分野に取
り組んできた者など、バラエ

ティに富んだ人材が
 揃う

総務部人事課の
和田まあさ（左）
と柿平俊太郎
（右）。新入職員
の採用から配属
までを担当

新たな資源・エネルギーの開発に向け、調査を進めている

専門性を持って活躍する先輩の姿は、新入職員のあこがれ

ベースロード電源として期待がかかる、クリーンな地熱発電

安定供給確保への使命感は
次の世代に受け継がれていく

　新入職員が考える、日本が目指すべき理想の姿は、「100年先まで資
源・エネルギーを供給できる、安定した国」。そのために、「地熱など、
クリーンなエネルギーの開発が必要」「国産エネルギーを増やしたい」
といった意見が多くありました。資源の安定供給確保への使命感は、
しっかり受け継がれている様子。若い世代にうまくバトンタッチできる
よう、私たちも気を引き締めて業務に励みたいと思います。

新卒 採 用担当が

聞きました！


