
地質技師の世界をのぞいてみてください

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。

　特集1で取り上げた「地質技師」という職業。今号の動画で

は、JOGMECで地質技師として働く清水連太郎に、その仕事

内容や難しさ、課題などについて話してもらいました。職員が

実際に調査したさまざまな現場の写真のほか、誌面でも紹介し

ている地質調査研修の様子も動画で登場します。河原を歩き

沢で地質を調査する様子は必見です。普段は見ることができな

い地質調査の現場をぜひご覧ください。

地質技師という仕事

最新動画は右のQRコードからアクセス

表紙地図は、国土地理院タイルの地形図を使用。
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地球の歴史をひもとく
資源探査のスペシャリスト
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～地球の歴史をひもとく資源探査のスペシャリスト～

車もスマホもパソコンも
彼ら抜きに現代社会は成り立たない！

　車やスマホなど、現代社会に欠かせないもののほとんどに金属が

使われる。たとえば銅の場合、鉱石に1パーセントかそれ以下の割

合で含まれる銅の粒を取り出して作られる。金は鉱石1トンあたり数

グラム程度とさらに少ない。そんな1パーセントにも満たない割合

で金属が集まる場所（鉱床）を探すのが探査であり、「地質技師」の

仕事だ。現在の技術では機械だけで鉱床を特定することができな

いため、彼らなしでは鉱床の発見も金属の生産も不可能なのだ。

金属を得るには、金属元素を多く含む鉱石が集まっている場所を探して掘り出し、

それを溶かして金属元素だけを取り出す必要がある。

では、どこにどの金属元素が集まっているかはどう知るのだろう？

そのカギを握るのが、本特集で取り上げる「地質技師」という存在だ。

地質技師は石油、石炭、地熱、土木などさまざまな分野で活躍しているが、

今回は金属資源探査の地質技師にスポットを当てる。

地球すべてが職場とも呼べる彼らの世界へ、いざ。

地質技師の世界
知られざる

特集



人工衛星や航空機を使い、広い範囲の地質
情報や地形情報を取得。その情報を解析
し、鉱床のありそうな有望地の絞りこみを
行う。対象となる範囲は10万平方キロメー
トルにも及ぶ

①リモートセンシング調査

地表や地表付近に露出して
いる岩石を実際に調査し、岩
石の組成や変質の有無など
の情報を取得。それにより地
質図の作成、鉱床の存在の
可能性や品位の検討を行う

②地質調査 磁力・重力・電磁気
などの物理現象から
地下の情報を取得・
解析することで有望
地を絞りこむ。空中
物理探査では広範
囲、地上物理探査で
は絞りこんだ範囲の
データを取得する

③物理探査
ボーリング調査で得た情報を元に、有用金
属元素の分布など地下の情報を3次元で可
視化。鉱床の規模や品位から採掘可能な
鉱量を計算し、採掘方法を検討する

⑤鉱床の評価

地質調査や物理探査で絞りこんだ
有望地において、地下の岩石を直
接採取。鉱床の可能性が確認され
ればさらにボーリング調査を行い、
より詳しい情報を取得していく

④ボーリング調査

調査の結果、経済的に採
掘可能となれば開発準備
を開始。表土を剥いだり
坑道を切り開いたりする
ほか、選鉱場の設置など
鉱山設備の建設も進め、
採掘へと進んでいく

⑥開発準備

鉱 床

調査期間

①～④　3 ~ 6年

④～⑤　2 ~ 4年
⑥　2 ~ 4年

調査範囲 ①～②　10万平方キロメートル

④～⑥　10平方キロメートル

②～③　1000平方 キロメートル
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地質技師が金属資源開発に不可欠と言われても、
どう関わっているのかわからない人も多いはず。
ここでは金属資源開発における地質技師の役割を解説しよう。

金属資源開発の主な流れ▶

地質技師の
熱水は金属元素を沈殿させながら周囲の岩石を変質させる。熱水
による変質帯の近くに濃集帯がある可能性がある

金属鉱床とは？

　有用金属元素や化合物が長い年月をかけて濃集
した場所で、経済的に採掘可能なもの。濃集のしく
みはさまざまだが、たとえばマグマ活動によって生
じた熱水が岩石や断層に入りこみ、金属元素を沈
殿・濃集させることでできあがるタイプなどがある。

有用金属元素や化合物が集まった
経済的に採掘可能な場所役割

金属資源開発に欠かせない

　金属資源開発の流れは、基本的にはシンプルだ。地球上

から金属元素の濃集帯がありそうなエリアを少しずつ絞りこ

み、経済性がありそうなら採掘・生産が始まるというものだ。

　まず行うのは、10万平方キロメートルもの広範囲を調べ

るリモートセンシング調査。その後、現地の地層・岩石を調

べる地質調査、地下構造を把握する物理探査、地下の岩石

を実際に採取するボーリング調査等を経て、鉱床が見つかれ

ば開発に進む。全工程の期間は普通10年以上。商業生産

の可能性が低ければ途中で撤退することも、そもそも濃集

帯が見つからないことも多い。そんな長期的かつ不確実性の

高い事業で地質技師が関わるのは、実はそのほぼすべてだ。

　リモートセンシング調査では地形や地表の地質、岩石の

変質状況などの情報を取得できる。その情報を読み取り、

開発初期～鉱山開発まで
ほぼ全工程に関わる地質技師

次の調査に進む有望地を絞りこむのは地質技師の仕事だ。

その後、有望地に直接出向き、地質調査を行うのも地質技

師。物理探査も多くの情報を取得できるが、地質技師がいて

こそ情報を活用して地質を特定し、有望地をさらに絞りこむ

ことができる。直接地下の岩石を調べるボーリング調査で

は、地質技師がボーリングコアを観察し、鉱床の存在可能

性やその規模を判断する。また掘る場所が数十メートルず

れるだけで鉱床から外れてしまうこともあるため、どこに

ボーリングを行うかによって鉱床を発見できるか否かが決ま

る。その場所を決めるのもやはり、地質技師だ。

　このように、地質技師は鉱山開発のあらゆる場面で登場

し、重要な役割を担っている。しかも、現在は鉱床が地表に

露出しているような場所は減り、手がかりも少ない場所で鉱

床を見つけなければならない。効率的な調査を可能にし、鉱

床発見の確率も向上させる地質技師の存在と彼らの技術力

は、今後ますます欠かせないものになってくるだろう。

金属元素濃集メカニズムの一例▶



　2017年7月23~29日、JOGMECは民間企業と

合同で、地質調査研修を実施した。目的は新人地

質技師に調査の基礎を教えること。参加者は指導

員と山に入り、道具の使い方や岩石の見方などを

学ぶと同時に、調査で取得した情報から地質図を

作成したり、地質構造を解析する方法を学ぶ。毎

朝8時頃出発し、夕方までフィールド調査。夕方か

ら解析作業を行う。これを繰り返し、広域エリア

の地質図作成・地質構造の把握を行う。研修とは

いえ、実際の地質調査と同様の内容だ。

地表に露出している岩石から
組成や地層の情報を取得

露
頭
探
し

地層が露出している
場所を歩いて探す

出発は朝8時。
円陣を組み、点
呼とともに安
全確認や注意
事項の確認を
したら、調査現
場へ出発

現場に到着し
たら、一日の予
定を確認。この
日は山を流れ
る沢を下りなが
ら、周 辺 の 地
質情報を調査

約8時間の調
査が終了。岩
場や沢を歩き
身体に疲労が
残るが、この後
は宿で解析作
業が待っている

宿に戻り、ひと
休みしたあとは
会 議 室 に 集
まって解析作
業。途中食事を
挟み、当日の成
果発表を行う

熊の出没に備
えて爆竹を鳴ら
したら、河原で
ひと休み。空気
のキレイな山で
食べるおにぎり
は格別の味

　基本的な流れは、露頭（岩石・地層が地
表に露出している場所）探し、観察、デー
タ記録。それを繰り返し、対象エリアの情
報を集めていく。研修では沢に沿って調
査したため、石の転がる河原や沢の中を
移動。実際の調査では標高4,000メート
ル以上の山々やジャングルを歩くことも。

　調査で得られる情報は、あくまで点の情報だ。それらの関係を検討し、
点と点、線と線をつなぎ面にすることで最も合理的な地質図を作成してい
く。その結果で翌日以降の調査場所も決まるという重要な作業だ。

沢などに存在する岩や石は別の
場所から移動してきた可能性が高
いため、地質調査では岩石・地層
が地表に露出している露頭を調
査する。日本のように木々が生い
茂っている場所ではどこにでも露
頭があるわけではないので、まず
歩きながら露頭を探す。川沿いの
崖などは露頭が多い。

実際の地質調査を想定した内容を
約1週間の研修で経験

地質技師の仕事の中心のひとつ、「岩石を見る」。
しかし、岩石の何を見て岩石から何を得ているのだろう。
地質調査研修の様子から、地質技師の仕事を紹介しよう。

地質調査研修に密着！金属資源探査の世界を体験

調査 調査で取得した情報から
地質図を作成していく

解析作業

一
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

調 査 の キ ホ ン

観

　察

地層の向きや傾き、
岩石の組成をチェック

露頭を見つけたら、地層の傾きや
方向などをチェック。岩石を採取
し、含まれている鉱物の種類や
色、形、粒の大きさなどを観察。
異なる地点の露頭でもこうした特
徴に共通点が多ければ、連続した
地層だと判断できる。ほかにも、
磁力の有無やにおいをチェックす
ることも。

デ
ー
タ
記
録

周辺の情報とともに
地図に記録

岩石を観察し、得た情報を野帳や
地図に記入。地質の連続性など
を判断するにはどの地点の情報
かが大切になるため、露頭調査し
た場所は必ず地図に残す。言葉
でメモしづらいものは写真やス
ケッチで記録することも。どんな
にささいな情報でも記録しておく
ことが大切だ。

岩石をみるときになぜ割るの？

新鮮な面が重要だから！
岩石は風雨にさらされる
ため、露頭表面は本来
の状態とは異なること
があります。そこで岩石
を割り、新鮮な面を観
察し、できるだけ正確な
情報を取得しなければ
なりません。

自分のいる位置はわかるの？

GPSや地形からも判断します
GPSを用いるのが一般
的ですが、地形図と実
際の地形を比較して、
正しい位置を把握しま
す。川の蛇行部分や山
の稜線の形、川に流れ
込む沢など、さまざまな
情報から判断します。

岩石や地質の情報は、調査
した場所とともに地図や野
帳に記録。言葉にしづらい
情報は写真で記録する

歩きながら常に露頭がない
かチェック。観察できそうな
露頭があれば、倒木を乗り
越えたり、斜面を登ることも

クリノメーターと呼ばれる機器
で地層の向きや傾きを確認し
（左）、ルーペでは岩石内の鉱
物を観察する（右）

地
質
情
報
を

整
理

取得した情報を
地図に落としこむ

調査時にメモをとるときと同
様、調査した位置がずれない
ように注意しながら、地層の
向きや岩石の特徴などを地図
に書き写していく。

さまざまな情報を1枚の地図に積み重ねてい
くため、地図は岩石・地質の情報で埋まっていく

周
辺
の

地
質
を
推
測

取得した情報から
地下の様子を検討

書き写した情報から、離れた
複数地点の岩石・地質がつな
がっているのか、それがどの
ような順番で重なっているの
かなどを推測する。

日々蓄積していく情報から、地質の連続性、い
つどのようにできた地質なのかを検討する

地
質
図
や

柱
状
図
を
作
成

地質図を作成し
鉱床の有無を検討

地質図や、特定の地点の地下
数メートルから数百メートル
の地層の重なりを描く柱状図
を作成。鉱床の有無や品位、
場所などを推定していく。

岩石ごとに色
分けして地質
図を作成。実
際はそこから
鉱床のありそ
うな場所など
を推測していく

地質調査の定番ア
イテムたち。軍手
やヘルメットなど
一般的なものか
ら、「ク リノメー
ター」など専門的
なアイテムも

解 析 の キ ホ ン

解析作業のココが
知りたい！

地質調査のココが知りたい！

特集

知識があれば誰でも
地質図は作れるの？

プロでも間違うくらい
難しい

一見、同じ岩石をつな
ぐだけの作業に見える
かもしれませんが、プ
ロでも難しいことです。
微妙に異なる岩石が同
じ地質なのか別なの
か、知識があっても経
験がないとなかなか正
確に判断できません。

出発 昼食調査開始 調査終了 解析作業

移動 移動



特集

本特集の最後に、地質技師として30年以上活躍している林技監に
その魅力について語ってもらった。
地質から地球の歴史を解き明かすことの魅力とは。

「地球全体が職場」という地
質技師の職場は実際どんなと
ころなのだろう？　3つのポイ
ントに絞って紹介していこう。

「岩石を見る」たったそれだけのことでも、地質技師の力量によってそこ
から得られる情報量には大きな差が。経験の蓄積に終わりはない

技監

林 歳彦
1982年金属鉱業事業団入団。世界中
で数多くの調査現場を経験。金属資源
分野における技術や経験が認められ、
2013年にJOGMECの技監に就任。
若手職員と一緒に地質調査をしなが
ら、地質技師の育成を行なっている

地質調査の
地質技師が明かす

魅力とは？

地質技師の仕事に終わりなし
地球との対話を楽しもう

　地質学、今では惑星地球科学や地

球生命科学などとも呼ばれる分野が、

社会にどう関わっているかご存じない

方も多いのではないでしょうか？

　こうした分野は人間の知的好奇心

を追い求めているだけと言われること

もありますが、私はそうは思いません。

現代の産業を支えるエネルギー資源

や鉱物資源は、45億年という地球の

長い営みの中で作られ、自然の作用で

集まってきたものです。それらがどこに

技術と経験を積んだ地質技師が不可

欠になるわけです。

　特にJOGMECが取り組む資源探

査の分野で大事なのは、鉱床を見つけ

られるか否か。結果が求められる世界

です。では結果を出す、地質技師とし

てスキルを上げていくためには何が必

要なのか。それは、どれだけ多くの現

場を歩き、岩石を観察してきたかとい

う経験です。

　たとえば、岩石や地質を見るときに、

同じような特徴を持っている場所や岩

石を見た経験があれば、その岩石や地

質ができたメカニズムやどのような熱

水が活動したか、鉱床というメカニズ

ムのどの部分を見ているのかなどがそ

の場で判断できるようになるのです。

岩石には教科書のように明確な線引

きはありません。学問的には同じ岩石

名でも、外見上はまったく異なる色や

特徴を持つものもたくさんあります。

無限に存在する岩

石を見て、地下に

金属鉱床がある

か、その品位や規

模を想像しなけれ

ばいけません。地

表での限られた情報を材料に、未発見

の鉱床を探す。それにはどれだけの岩

石や地質を見てきたかという経験が大

変重要で、地質技師の探査技術レベ

ルに直結します。そのレベルが低けれ

ば鉱床を見落とすこともあるかもしれ

ませんし、レベルが高ければ鉱床を見

つけられるかもしれません。

どのように集まっているのかを知るこ

とは現代社会に不可欠です。また火

山の噴火や地震発生のメカニズムを

解明するうえでも地質学は欠かせませ

ん。自分たちが暮らす土地がどうでき

たかを知れば、自然災害に備えること

もできるでしょう。こうしたことを知る

には、地質を知らなければいけません。

地質を知ることは、現代社会を生きて

いく術を地球の歴史から学び得ること

であると言っても過言ではないのです。

　資源の探査に限らず、地質を知るた

めには、地質調査が必要です。衛星画

像で取得したデータを解析し、現地で

地質・岩石を観察し、地道にデータを

集め地球の歴史をひもとく。それには、

　実際、ある鉱区では、多くの探査会

社が調査を行い、最後の1社でようやく

鉱床を発見できたということがありま

した。どの会社も地質調査、ボーリン

グ調査を行ったにもかかわらず、鉱床

の端に当たっていることに気づかな

かったのです。最後の1社の地質技師

はそれに気づいた。その鉱床は開発さ

れ、現在も鉱山として生産を続けてい

ます。地質技師のレベルが鉱床発見に

つながることが、よくわかると思います。

私も30数年、探査をしてきましたが、毎

日が勉強であり、まだまだ経験を積ま

なければいけないと実感しています。

　そんな奥が深い地質技師の世界で

すが、近年は技術者不足が叫ばれてい

ます。人が少なければ、鉱山開発の第

一歩である探査の回数やエリアが限ら

れ、鉱床発見のチャンスが減るばかり

でなく、地質技師同士で共有できる経

験や情報も減ってしまいます。先ほど

も申し上げた通り、地質技師の力量に

大きな影響を与えるものが経験です。

これはある程度、継承や共有ができま

すが、新たな経験が減れば、共有でき

るものもありません。たとえば100名

が世界各地で探査をしている国と10

名しか探査できない国。この両者が

10年後に得ている経験値の量には大

きな差が出ることでしょう。現在、リ

モートセンシング技術や各種物理探

経験30年を超えるベテランに聞く

現代社会を支える
地質という分野

美しい自然を見られる絶好のロケーション。ただし就
寝中に大雨や雪解け水が流れてきたりと辛いことも

調査する場所にもよるが、場合によっては街
まで戻れずベースキャンプを張り、そこで寝泊
まりすることも。人の手が加わっていないま
さに大自然の中で行うキャンプは、他ではな
かなかできない体験だ。

東南アジアのとある国で行った現地調査で食べた
昼食の様子。現地の食事がとてもおいしい

調査する場所は、もちろん町中ではなく高山
やジャングルなど僻地のため、食事風景はま
さにサバイバル！　ジャングルではバナナの
葉がランチョンマット。たくさん歩いた後の
食事は格別の味だという。

海外での探査現場。美しい山々が続く景色が見ら
れるのもこの仕事のひとつの楽しみだ

職場環境はジャングルや砂漠、4,000~5,000
メートル級の山 と々過酷そのもの。外国での
探査の前には何種類もの予防接種を受ける
ことも。ちなみに、林技監は4,000メートル以
上の高山を走るような速さで歩くという……。査の技術、地質技師の質、どれをとっ

てもレベルの高い日本の探査技術で

すが、10年20年と過ぎる中で世界に

遅れをとってしまう可能性もあります。

　そうならないためにも、JOGMEC

で行っている地質調査研修をはじめさ

まざまな研修で技術者の質を上げる

と同時に、地質に関わる人材の母数も

増やしていかなければなりません。た

とえば学校や大学で地質や地球科学

が果たす現代社会との関わり、そのお

もしろさを伝えていく。それが、地質

技師の増加や技術力向上につながる

かもしれません。

　地質調査をする場所の多くは僻地

で、ときには4,000メートルや5,000

メートル級の山々で高山病になること

や、熱帯雨林で毒虫に噛まれることも

あるとても過酷な仕事です。それでも、

自分で地質調査を行い、地質図を作

り、ボーリング調査の結果、鉱化帯を

見つけた喜びはひとしおです。「こんな

ところに隠していたのか」「読み切った

オレの勝ち」など、地球と対話しながら

そんな喜びを味わえる仕事は他にはあ

りません。若い地質技師や地質技師を

目指している人たちには、ぜひそうした

喜びを味わい、地球との対話を楽しみ

ながら、これからの資源探査業界を盛

り上げてもらえればと期待しています。

人手不足が深刻な
地質技師

若手地質技師は
地球との対話を
楽しんで

知識だけでは
できない
地質技師という仕事



点検・補修のために
貯蔵船は往復460キロメートルを移動する

　上五島国家石油備蓄基地では、船舶安全法等に基づき、5年に1度、原油

貯蔵船のメンテナンスを実施。貯蔵船5隻のうち代表船1隻を点検・補修して

いる。このメンテナンスを行うのは、長崎市香焼町の造船所。ただし、貯蔵船

は自走できないため、移動には別の船が貯蔵船を曳航する方式が採用される。

実はこの貯蔵船の曳航が行われるのは、世界でもこの基地だけ。しかも往復

約460キロメートルという大移動だ。2017年もメンテナンス実施年のため、7月

26~28日に貯蔵船上五島3号の曳航・入渠（ドックイン）を行った。約2カ月

間の点検・補修後、貯蔵船は10月上旬に備蓄基地に戻される予定だ。

世界有数の石油消費国である
日本は、緊急時に備え原油や石
油ガスを備蓄している。といっ
ても、その備蓄形態はさまざま。
今回は、日本に2つしかない洋
上備蓄基地の1つ、上五島国家
石油備蓄基地を紹介しよう。

メンテナンスの流れ 2

メンテナンスの流れ 1

海に浮かぶ石油備蓄タンク
～上五島国家石油備蓄基地～

　準備が整った代表船は、
備蓄基地から長崎湾にあ
る造船所まで、約230キロ
メートルの道のりを、12隻
にもおよぶタグボートの船
団に曳航される。タグボー
トはそれぞれ主曳船、補助
船、警戒船とさまざまな役
割を持っており、長崎まで
3日間かけて、貯蔵船を安
全かつ効率的に運ぶ。

緻密な操作で入渠後
2カ月のメンテナンス

メンテナンスの流れ 3

　巨大な貯蔵船が入渠するときに許さ
れる誤差は、わずか数メートル。そのた
め造船所への入渠はGPSを使い慎重
に行っている。入渠後は約2カ月かけて
点検・補修を行い、原油を安全に貯蔵で
きるか確認。その後、再び3日間かけて
曳航し、備蓄基地へ戻される。

約半年かけた油抜きと
タンクの洗浄

　メンテナンスの約半年前から、代表船
内のタンクを空にする「油抜き」を行う。
そのため通常、代表船を含む貯蔵船2隻
には貯油できる原油の半量しか貯蔵せ
ず、原油を他方に移せるようにしている。
さらに、タンク内の沈殿物回収や洗浄、
船体に付着した海洋生成物除去も行う。

世界に誇る！

油抜きをした貯
蔵タンクの底に
は、スラッジと
呼ばれる不要な
沈殿物が残る。
これらは曳航前
に回収され、タ
ンクはきれいに
洗浄される

五島列島の南部を回るルートで、上五島国家石油備蓄基地から
長崎市の造船所までを3日間かけ進む

造船所への入渠作業は、GPSを使った緻密な操作
で、安全かつ慎重に行われる

　地上タンク方式、地中タンク方式などさまざ
まな備蓄方式の中でも、海にタンクを浮かべ
る「洋上タンク方式」を採用した備蓄基地。長
崎県の五島列島に位置し、穏やかな泊地に浮
かぶ。タンクは「貯蔵船」とも呼ばれ、1隻あた
り88万キロリットルの貯油能力を持つ。

上五島国家石油備蓄基地とは？

長崎港から高速船で1時間40分、五島列島の北東に位置。
折島と柏島を結ぶ防波堤に守られた穏やかな海上に浮かぶ

12隻の船団が
長崎まで曳航
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五島列島

長崎県長崎県

中通島

上五島国家石油備蓄基地

西曽根

大瀬崎

祝言島南端南西 1マイル

姫島北西 11マイル

伊王島灯台北 1マイル

大瀬崎灯台南西 8マイル 黄島灯台南 7マイル

新曽根
上曽根

姫島

福江島 伊王島

野母崎

長崎

中通島
青方

祝言島

黄島

7月27日・06時

7月26日・23時

7月27日・12時

7月26日・13時30分

0 10 20マイル

7月28日・06時

北

特集



一次浮防油堤

貯蔵船

海域監視レーダー

原油ガス処理設備

中央監視制御室

ガードベースン 排水処理設備

二次浮防油堤兼浮防衝堤

　エネルギー資源を輸入に頼る日本に

とって、石油備蓄基地は世界情勢の変

化による供給途絶や、国内で大規模災

害が起きた際の供給不足に対応する重

要な施設です。一方で、基地の管理は

「石油を安全に貯蔵している状態を維持

する」という、一見、地味な仕事に見られ

がちです。しかし、基地をいつも通りの

安全な状態で維持している背景には、多

くの人による、多くの努力があるのです。

　というのも、長期間にわたって基地の機能を維持する

には、設備の老朽化対策を含めたメンテナンスが必要不

可欠です。各基地では、設備を安全に維持するための点

検・補修工事を数多く実施しており、上五島国家石油備

蓄基地の原油貯蔵船のドックインもそのひとつです。こ

れらの点検・補修工事を継続してはじめて、基地は安全

な状態を保てるのです。基地管理課では、工事管理を中

心にコスト面を含む統括管理を行っています。備蓄事業

に携わる方々と日々接する中で、操業会社や協力会社、

工事会社など多くの方が高い安全意識のもと、基地の安

定操業を支えてくださっていると実感しています。

　この「人」の存在が、設備のメンテナンスとあわせて、

基地の管理・運営には重要な要素です。なぜなら、設備

を動かし、管理・運営するのは「人」だからです。日々の

点検や訓練を確実に、正しく積み重ねなければ、いつも

の安全は守れません。そのため、備蓄事業に関わるすべ

ての人が安全意識を維持・向上できるよう取り組んでお

り、各基地では、技能習得に関する教育を行うほか、定

期的に行う防災訓練や放出訓練では、毎回異なるテーマ

を設定するなどの工夫をしています。

　これからも、一人ひとりの安全意識を積

み重ね、国の緊急事態に備えるという大き

な目的を共有し、緊張感を持って基地の

「いつもの安全」を守っていく所存です。

多
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の
人
の
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全
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識
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世界最大の貯蔵船5隻で
440万キロリットルの貯油能力を持つ

　上五島国家石油備蓄基地の貯蔵船は、長さ390メートル、幅

97メートル、深さ27.6メートル。2017年9月現在、日本最大のビ

ルより大きく、貯蔵船として世界最大だ。1隻あたりの貯油能力

も88万キロリットルと世界最大。貯蔵船が5隻並列に配置され、

最大で440万キロリットルの原油を備蓄することができる。

　この基地は「洋上タンク方式」を採用した世界初の備蓄基地。

「洋上タンク方式」とは海洋空間を利用し、海の上に貯蔵設備を

設ける方式のこと。洋上に浮かべた二重殻構造の貯蔵船を2つ

の防油堤で囲み、万一漏油があったとしても基地外への原油拡

散を防ぐ。周辺の緑豊かな島々や穏やかな海。こうした美しい自

然を守るためにも、基地では万全の環境・安全策を採っている。

石油備蓄部
基地管理課　課長

寺門研一
石油ガス会社勤務を経て、2005年より
JOGMECの石油備蓄業務に従事。以
後、石油ガス備蓄基地の建設管理や操
業管理を行うなど、備蓄基地管理の現
場を支えてきた。2017年7月より現職

● 2つの防油堤で万一の原油流出を防ぐ
　5隻の貯蔵船の周囲には、万一の原油流出に備えて浮式の防
油堤を2つ配置している。一次浮防油堤は、各貯蔵船を取り囲む
ように配置。一次浮防油堤の外周、貯蔵船全体を取り囲む形で
配置された二次浮
防油堤は、海上漂
流物の泊地への進
入を防ぐ役割も果た
している。

● 漏油を防止する水封タンクを採用
　貯蔵船は二重殻構造になっており、縦・横の隔壁により9つ
のタンクに分かれている。各タンクの周りは海水
で満たされ、水封されている。貯油タン
クより周りの水封タンクの水圧を高く
保つことで、外部に原油が漏れ
ず、火災も防げる極めて安全性
の高い構造を実現している。

● 原油から発生するガスを安全に処理
　貯蔵船への原油受け入れ時に発生した原油ガスや、貯蔵船の原油タ
ンク内の空間部の圧力が一定以上に上がった場合の貯蔵船内の原油
ガスは、そのまま大気中に放出せず、折島にある原油ガス処理設備に
て焼却し、無害にしてから放出している。

● 先進技術で排水をクリーンに
　油分を含む排水はク
リーンな水に戻すため、
排水処理設備に集めら
れる。加圧浮上分離装
置を通した後、砂ろ過、
活性炭吸着などの処理
を行い、浮遊物や油分、
におい等を除去。ガー
ドベースンには備蓄基
地内の排水が集められ、
水をクリーンにろ過し、
排水を行う。

左が貯蔵船ごとに配置し
た一次浮防油堤、右が貯
蔵船全体を取り囲む形で
配置した二次浮防油堤
兼浮防衝堤

1隻の貯蔵船の内部。原油は防火対策の
ため不燃性ガスで蓋をされているほか、
水封タンクにより原油流出を防止する

無人島の折島
に設置された
原油ガス処理
設備。1時間あ
たり11,000立
方メートルの処
理能力を有する

備蓄基地内の排水はガードベース
ンに集められ、ろ過される

ガードベースン

油分を含んだ排水が集められる、排
水処理設備

排水処理設備

に関わる主な設備環 境 安 全高
層
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柏 島

折 島

連絡道路堤

係船ドルフィン

西防波堤

原油

不燃性ガス 不燃性ガス 不燃性ガス

原油

海水

原油
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“東洋一の鉱山”として栄えた小坂で
3つの技術の研究を進める 技術の実用化に向けて必要なことは？

旧鉱山の町から
鉱業の未来を創り出す

　研究所のミッションは、新技術の実用化です。道のりは長く、
壁にぶつかることもあると思います。大事なのはそうしたとき、
解決に向け自分が「やりたい」と思う手段を考え、実行するこ
とです。簡単なようでとても難しいことだと思いますが、ここ
にいるのは優秀な人たちばかりです。必ずや鉱業の未来を照
らす技術を、実用化に結びつけてくれると期待しています。

小島和浩
金属資源技術研究所

所長

埼玉県出身。1987年にJOGMECの
前身である金属鉱業事業団に入団。
未利用資源からの金属回収等を目
的とした技術開発、深海底鉱物
資源の探査等に従事。2015

年7月より現職

JOGMECのさまざまな業務を支えるメンバーにスポットを当てる本連載。
6回目となる今回は、金属資源技術研究所所長、小島和浩を取り上げます。

　秋田県北部に位置する小坂町。かつて東洋一と称された

鉱山のふもとで、その恩恵を受けて栄えてきました。周辺で

採掘された鉱石は黒鉱と呼ばれ、その名の通り黒い鉱石。

有用金属を取り出す製錬が難しい黒鉱から銅を生産してい

たことを考えると、当時の技術力の高さがうかがえます。

　現在、鉱山はすべて閉山していますが、その名残は随所に

見ることができます。たとえば現在の小坂の主要産業のひ

とつ、金属のリサイクル。これは長い鉱業の歴史で培った技

術や設備を応用しています。また物資輸送用に敷設された

鉄道や、鉱山で働く人の娯楽として建てられた芝居小屋を

観光に利用するなど、過去から引き継いできたものを現代

のニーズに合わせて活用するまちづくりが行われています。

　こうした「過去からの資産を活用する」という意味では、

ここ金属資源技術研究所も同様です。周辺に民間の鉱業

拠点や研究機関、黒鉱鉱床があることから、1995年にこの

地に建てられました。地元の民間企業と連携が可能で、テス

トの実施やサンプル採取が比較的しやすいという立地を活

かし、現在の鉱業が抱える課題解決に向け3つの技術を開

発しています。旧鉱山の町、小坂発の技術が、鉱業の未来を

支えるものと期待しています。

研究所には若いメンバーも多い。地元だけでなく、日本中から
優秀な研究員が集まり、来る実用化に向けて研究が進む自らの役割を果たしながら

｢やりたいこと」をすること

　生産コストと回収できる金属量のバランスがとれず、利用されていな
かった低品位の一次硫化銅鉱。銅回収効率を上げ、経済性を保てれば銅
資源確保に貢献できるかもしれません。回収効率を向上させる技術に微
生物を使うバイオリーチング技術がありますが、一次硫化銅鉱では実用
化されていません。我々が研究を進める「一次硫化銅鉱のバイオリーチン
グ」技術を、世界に先駆けて実用化させたいと思います。

微生物の力を使うことで
坑廃水処理コストを大幅に削減

つの未来

近隣の鉱山から出る坑廃水を使って研究が行われている

実際に銅鉱石を使って研究が進められる

最新の分析装置で鉱石の組成をチェック

技術の研究を通して目指す

回収効率を向上させて
低品位鉱石を宝の山に

選鉱技術の研究開発により
難処理鉱石を有効活用へ！

　多くの鉱山が抱える課題のひとつが坑廃水の処理です。有害物質など
を含む坑廃水には、適切な処理が必要ですが、それには莫大な費用をか
け続けなければいけません。こうした課題に対し、自然環境に存在する
微生物を活用することで処理コストの大幅な削減に寄与できる「パッシ
ブトリートメント」という処理技術を研究中です。実用化できれば、多く
の鉱山が抱える課題を緩和できるでしょう。

　鉱石から目的の鉱物を分離する選鉱では、鉱石に含まれる鉱物の組み
合わせによって作業や工程、難易度が大きく変わり、選鉱コスト、処理の
可否も変わってきます。また、今後、鉱床の低品位化・複雑化や鉱石に含
まれる有害物質の増加により、従来の選鉱技術では対応ができない難
処理鉱石が増える可能性もあります。そこで選鉱技術を日夜研究し、そ
うした難処理鉱石でもきちんと選鉱できるよう備えています。


