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Toward The Realization of A Low-Carbon Society

低炭素社会の
実現に向けて
Message from the Executive Vice President

①低炭素社会の
実現への貢献

②油ガス田開発の
新たな可能性の追求

③技術支援や探鉱開発評価を支える
基盤技術の維持・強化

技術開発の3本柱

JOGMEC（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構）

は、低炭素社会の実現に貢献するため、2020年7月に新

たな「技術事業戦略」を発表しました。この戦略が掲げる「技

術開発の3本柱」を推進する石油天然ガス開発技術部門の

取り組みを紹介します。

石油天然ガス開発技術本部長 江波戸 俊和
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■ 探鉱プロジェクトのニーズに対応するテーラーメイドの技術支援
【探査技術分野】

■ ジオメカニクスを活用した安定的な地下掘削【開発技術分野】
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事業紹介／組織概要／沿革／JOGMEC技術センター（TRC） アクセス
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JOGMEC-TRCの事業戦略

CO2-EORからCCSへ
資源開発と一体となった事業支援

（資源開発CCS事業）

新資源のバリューチェーンの構築
（クリーン水素・アンモニア推進事業）

世界的な課題となっている地球温暖化への対策として、各国は、「低炭素社会」の実現のため、

CO 2をはじめとする温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。

長年、我が国へのエネルギー資源の安定供給に貢献してきたTRC+※は、「低炭素社会」における

新たな石油・天然ガス開発をめざし、CCS（CO 2回収・貯留）技術の活用や、低環境負荷型生産設

備の開発を進めています。我が国企業が低炭素型の資源開発へ転換していくための支援を行うとと

もに、さらにその先の「脱炭素社会」を見据えて、化石燃料由来の新資源（ブルー水素・ブルーア

ンモニア）の検討にも着手しています。

低炭素型
資源開発への転換と
その先の
脱炭素社会をめざして

※TRC+：技術センター（TRC）をコアとする石油天然ガス開発技術部門を指します。
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2020年7月の新たな「技術事業戦略」の発表にあわせて、
JOGMECはCCS推進グループを新設しました。
TRC+が長年取り組んできたCO2 -EOR技術を、CCS（CO2回
収・貯留）技術として応用し、資源開発とCCSを一体で行う低炭
素型の油ガス田開発事業を支援しています。現在は、東南アジ
ア他における高濃度CO2油ガス田開発（油ガスとともに産出さ

れるCO2を分離回収して貯留）の支援等に取り組んでいます。
これまで培ってきた知見・能力（地層の性状評価、流動シミュレー
ション、経済性評価）に加え、総合的かつ競争力の高いCCS技
術の開発を促進し、具体的なフィールドに適用していくことで、
資源開発CCSの中核組織としての使命を果たしていきます。

CO2 -EOR（Enhanced Oil Recovery） 
二酸化炭素圧入による石油増進回収

CCS（Carbon Capture and Storage）
二酸化炭素の回収と貯留

CO2を原油貯留層に圧入することで、油層内の原油の流動性を高

め、原油の回収量を向上させる技術。
CO ₂を地下の枯渇油ガス田や帯水層に圧入し、長期貯留する技術。

■ CO2-EORからCCSへ　資源開発と一体となった事業支援【資源開発CCS事業】

［専門分野］
・油層工学JOGMECが得意とする地下技術を活かし、クリーンなエネル

ギー開発の新たなビジネスモデルの構築を目指していきます。

［CCS推進グループ］　赤井 崇嗣

Toward The Realization of A Low-Carbon Society

CCS推進グループの取り組みは、2021年 4月に公開した
「資源ミライ開発」のサイトを通じて定期的に発信しています。

https: //mirai.jogmec.go.jp
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低炭素型資源開発への転換とその先の脱炭素社会をめざして

低炭素社会を実現するために、石
油や天然ガスなどの従来のエネル
ギーに代わって、水素やアンモニ
アなどのCO2を排出しないエネル
ギーに注目が集まっています。
こうした中、TRC+では、従来の
油ガス田開発に新たな価値を付加
するため、化石燃料由来の水素や
アンモニア（ブルー水素・ブルー
アンモニア）を対象としたバリュー
チェーンの構築を模索し、その一翼
を担います。

■ 新資源のバリューチェーンの構築【クリーン水素・アンモニア推進事業】

［専門分野］
・施設技術官民共同で環境負荷を低減した水素や燃料アンモニア導入を促進するための取り

組みを推進し、早期のクリーンな水素・アンモニア事業の実現に貢献していきます。

［CCS推進グループ］　下内 真
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低炭素社会へ向かう中で、環境問題の高まりや資源需給の不安定化など資源開発を取り巻く環境の

変化を踏まえて、油ガス田開発の生産性向上や埋蔵量増大に向けた取り組みを、新たな発想や視点

を取り入れて、技術面から支援しています。

デジタル技術適用の可能性を追求し、新たなビジネス領域を創出するとともに、タイトオイル技術

分野での成果を、我が国石油ガス開発企業の支援に活用します。また、国内資源として期待される

メタンハイドレートの商業化に向けた技術基盤の確立に取り組んでいます。

石油天然ガス開発における
新たな可能性の追求：

デジタル技術活用と
天然ガスシフト

JOGMEC-TRCの事業戦略

新たな技術を資源開発へ
（デジタル技術導入推進）

・技術的課題解決に向けた
  PoC（概念実証）
・人材育成、情報発信
・JOGMEC業務のデジタル化

シェールガス革命の
さらなる進化に向けて

（タイトオイル/ガス開発支援）

・既存プロジェクト支援
・基礎研究

第三の天然ガス資源
「燃える氷」の商業化を目指して
（メタンハイドレート研究開発）

・生産技術の開発
・有望濃集帯の抽出に向けた
  海洋調査
・環境影響評価や
  日本周辺海域の資源量評価

境問題の高まりや資源需給の不安定化な題の高まり

発の生産性向上や埋蔵量増大に向けた取の生産性

しています。しています。

ガス開発におけ
能性の追求：

ル技術活用
スシフト
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Toward The Realization of A Low-Carbon Society

これまでのPoC取り組み事例

・炭酸塩岩の岩相自動解析
・石灰質ナンノ化石の自動同定
・断層自動解釈
・オイルサンド貯留層の岩相自動推定

探査技術分野

・掘削障害の予兆検知
・ドローン活用
・シェールガスの生産量予測
・LNGサプライチェーンの最適化

開発・生産操業技術分野

・実験・分析支援ツールの開発
・文書検索システムの導入
・クラウド導入検討

内部業務効率化

＜炭酸塩岩の岩相自動解析＞
A  炭酸塩岩の顕微鏡写真
B  専門家が解釈した解釈画像
C  AIが推論した画像

（Nanjo and Tanaka, 2019より引用）

現在資源開発事業において、AI（人工知能）やIoT技術の適用、
クラウドによるデータの有効利用の促進、ロボットやドローンと
いった応用ハードウェアの導入が急速に進められており、これら
デジタル技術が得意なことをうまく生かした新たな事業展開が
期待されます。
JOGMECでは2018年より本邦企業と共同でデジタル技術適

用に係るPoC（概念実証）を本格的に開始し、更に2019年
からは取り組みを技術開発以外へ拡大し、TRC+が資源開発
における技術・知見・能力・人材を集積した「デジタル・ナレッ
ジセンター」として知見共有や国内外連携の拠点としての役割
を果たすことを目指しています。

■ 新たな技術を資源開発へ【デジタル技術導入促進】

A B C

デジタル推進グループは企業と共同でデジタルを用いた新たなアイデアのPoC

を実施し、また職員自らが機械学習・深層学習の技術習得にも取り組んでいます。

［デジタル推進グループ］　小西 祐作

デジタル推進グループの取り組みは、2021年4月に公開した
「資源ミライ開発」のサイトを通じて定期的に発信しています。

［専門分野］
・地質学

https : //mirai. jogmec. go. jp/digital/
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石油天然ガス開発における新たな可能性の追求：

デジタル技術活用と天然ガスシフト

FIB-SEM装置 水圧破砕実験風景 蛍光観察結果および
AEイベント
（米国・イーグルフォード頁岩）

浸透性の低い泥岩の一種である頁岩（シェール）に水圧破砕
によって亀裂をつくり、孔 中の油ガスを回収する、いわゆる
「シェールガス革命」の技術によって、米国は世界有数の産油
国/産ガス国の座を確保しています。しかし、シェール層本来の
低生産性が変わるわけではなく、シェールオイルで約10%以
下、シェールガスで約20%以下の回収率といわれており、それ
ら を 向 上 す る た め のEOR/IOR（Enhanced Oil Recovery 

/ Improved Oil Recovery）技術の確立が求められています。
TRC＋は、コアサンプルを用いて、在来型油ガス田に比べて極
めて微小なナノスケールのシェール層孔 の性状とその内部で
の流体挙動を把握するとともに、実フィールドやラボといった各
種スケールの水圧破砕実験を行い、亀裂伸展メカニズムの解明
を進めています。

■ シェールガス革命のさらなる進化に向けて【タイトオイル／ガス開発支援】

［専門分野］
・油層工学貯留層シミュレーションや実験・測定を通して、シェールオイル・ガ

ス生産に関する研究を行っています。

［非在来型油ガス田技術課］　石渡 友章

FIB-SEMによる
シェール内部構造

10



「燃える氷」とも呼ばれるメタンハイドレートは、低温高圧でメタンガスと水が作る固体で、
天然ガス資源の一種と位置付けられます。
メタンは燃焼させたときのCO2発生量が比較的少なく、また将来は水素やアンモニアの
原料としても期待されていて、日本近海に存在しているメタンハイドレートはこれからも
重要な国産資源であると考えられています。
TRC＋はメタンハイドレート資源開発研究コンソーシアム（MH21）の中核メンバーとし
て、海底の砂層堆積物にメタンハイドレートが広がりをもって集積しているメタンハイド
レート濃集帯を発見し、また陸上と海洋のメタンハイドレート堆積物からメタンガスを生
産する産出試験を実現といった数々の成果を挙げ、世界のメタンハイドレート研究開発の
けん引役を果たしてきました。
このメタンハイドレートを商業化するために、長期・安定的に、また経済的にガスが生産
できることを示さなければなりません。
そのため、2019年からは民間企業もメンバーに加えて、新たにMH21-S研究開発コ
ンソーシアム（MH21-S）※を組成して、日本近海での海洋調査による有望濃集帯の確
認と、アラスカでの長期産出試験による長期生産の実証、環境影響評価などを通じて、
将来の日本近海での長期海洋産出試験を見据えた研究開発を継続しています。

■ 第三の天然ガス資源「燃える氷」の商業化を目指して【メタンハイドレート研究開発】

ハイドレートを含む砂質堆積物（産総研で撮影）

第１回メタンハイドレート海洋産出試験

※JOGMECと国立研究開発法人産業技術総合研究所、日本メタンハイドレート調査株式会社で組成

Toward The Realization of A Low-Carbon Society

MH21-S研究開発コンソーシアムの取り組みは、
同コンソーシアムのサイトを通じて発信しています。

https ://www.mh21japan. gr. jp /
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新しい技術の取り込み、環境影響・経済性など商業化に必要な条件の検討

フェーズ４（2019 - 2022年度）の作業と目標

データ解析作業イメージ 起震車（バイブロサイス） 海洋での環境影響調査

［専門分野］
・ 地質評価

物理検層、コア、地震探査情報などを

使って、メタンハイドレート濃集帯形成

の地質・地化学的な要因を調べる研究

を行っています。

［メタンハイドレート研究開発グループ］

タン ティン アオン

［専門分野］
・ 物理探査

メタンハイドレートの賦存状況・資源量

を評価するために必要となる物理探査

データの取得・処理・解釈作業に携わっ

ています。

［メタンハイドレート研究開発グループ］

藤本 暁

濃集帯の三次元可視化イメージ

石油天然ガス開発における新たな可能性の追求：

デジタル技術活用と天然ガスシフト

メタン生成と移動

微生物がメタンを
生成している場

メタンガスの移動

次
フ
ェ
ー
ズ
海
洋
産
出
試
験
へ

総
合
的
な
検
証 海

洋
産
出
試
験
候
補
地
点
抽
出

有
望
濃
集
帯
候
補
抽
出

■  生産挙動予測と技術的可採量評価の
信頼性向上

　 （安定生産阻害要因の抽出・解決、
　 生産性・回収率向上）

■  長期生産技術の開発・改良

■  既存三次元地震探
査データの解析

■  新たな三次元地震
探査

■  簡易生産試験を含む
試掘作業

■ 環境影響評価

■  長期陸上産出
　 試験による検証

生産技術に関する評価基準

■  経 済性の基準（１坑井あたり日産
50 , 000㎥以上）を達成する見込み
があるか？

■  海洋において数か月の連続生産が可能
な見込みがあるか？

海洋産出試験候補地点に関する
評価基準

■  経済性の基準（原始資源量100億㎥）
を満たす濃集帯があるか？

■  環境影響の検討がされているか？

出典：人物写真以外の図・写真はすべてMH21-S研究開発コンソーシアム提供
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新たなフロンティアへの挑戦：

挑戦を支える
基盤技術の強化と普及

JOGMEC-TRCの事業戦略

豊富なラボ設備と高い技術力で地下環境を見える化
（ラボ分析・実験）

探鉱プロジェクトの
ニーズに対応する

テーラーメイドの技術支援

・探鉱・地質評価
・EOR等モニタリング
・ツール開発ほか

探査技術分野

ジオメカニクスを活用した
安定的な地下掘削

・海洋サブシー技術
・坑井掘削関連技術
・ジオメカニクス関連

開発技術分野

貯留層内の
ものの流れ

・CCS/CCUS関連技術
・油層・生産技術

油層工学分野

ロンティアへの

支える
術の強化と

TRC＋は、低炭素社会に向けた資源開発に係る技術支援・課題解決を行うために、地質学・物理探

査・掘削工学・ジオメカニクス・油層工学・生産工学・施設技術・ラボ技術など、基盤となる各分野の

専門能力や役割を一層高めていきます。

視野をさらに拡大し、新規テーマの開拓にも取り組んでいます。関係企業・機関と連携しつつ、低炭

素社会に向けた資源開発の技術・情報・人材の拠点となることを目指します。

・環境グランドデザイン
・バリューチェーン創出

施設技術分野

上流と中・下流を
つなぐ技術
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❶ ❷ ❸

石油・天然ガス探鉱では、三次元地震探査や海洋電磁探査な
どの主要な技術が発達・普及し、物理探査コントラクターが提
供する商用の技術サービスを、我が国の上流企業の多くが自
社の探鉱活動に活用しています。

TRC+は、コントラクターがまだ導入していない特別仕様の
データ解析手法や、使用事例が少なく商用ベースにはなりにく
いノウハウを用いて、共同研究先である上流企業の多様なニー
ズにきめ細かく応えながら、探鉱成功確率の向上を目指します。

■ 探鉱プロジェクトのニーズに対応するテーラーメイドの技術支援【探査技術分野】

［専門分野］
・地球化学地下のサンプルに含まれる生物の痕跡（バイオマ－カー）が原油の

生い立ちを教えてくれます。

［探査技術課］　天羽 美紀

❶三次元地震探査データの高精度インバージョン解析による岩相分布推定と掘削位置の最適化（石鍋ほか、2020 : 令和元年度石油天然ガス開発技術本部年報、P24 - 30）

❷火山岩調査・研究で蓄積された専門知見を活用した新規コンセプトによる火山岩貯留層の有望エリアの提示

❸バイオマーカー分析など統合的な地化学分析による未探鉱・未開発の有望エリアの評価

Toward The Realization of A Low-Carbon Society
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新たなフロンティアへの挑戦：

挑戦を支える基盤技術の強化と普及

地表面から油層につながる石油の通り道をつくること、すなわ
ち、坑井の掘削が、石油開発の基本です。地下（あるいは海
底下）数千mに達する石油坑井の掘削や、その後の坑井の維
持には、掘削技術者の知見や経験に頼るばかりではなく、地
層の圧密や変形の影響を把握するための最新の技術体系、ジ
オメカニクスの活用が重要となります。
TRC＋は、国内ではまだ数少ないジオメカニクスの専門家を

擁し、ラボの分析・実験機器を用いたコアサンプルの力学挙動
試験で得られた知見を、中東で操業する我が国の上流企業等
に提供するなどの実践的な技術支援を実施しています。
また、国内で減少しつつある掘削技術者を下支えしていくため
の、人材育成プロジェクト（掘削技術者研修）も、TRC＋の開
発技術分野の重要な使命です。

■ ジオメカニクスを活用した安定的な地下掘削【開発技術分野】

［専門分野］
・ジオメカニクスジオメカニクスを民間会社の操業課題の解決に役立てます。

［開発技術課］　関根 孝太郎

［専門分野］
・掘削技術先輩方から引き継いだ技術を、さらに若い世代に継承していきます。

［開発技術課］　稲田 徳弘

16



貯留層の中では、構成する岩石粒子間の微小な 間の間を石油や天然ガス、あるいはその
他の物質が移動していきます。その動きの速度は、流れというよりは浸透といった表現がぴっ
たりくる場合もあります。
流体力学的な運動方程式に限らず、流体内の物質同士や岩石粒子との物理的あるいは化学
的な相互作用など、多様な現象がそれらの動きの支配要因となっています。
TRC+の油層工学分野では、石油・天然ガスの一次回収（通常の生産）、二次回収（水の
圧入による増産）、三次回収（CO2 -EORなどの増進回収）やCCS、あるいは阻害物質（ア
スファルテン・エマルジョン）の対策などに役立つ研究・技術開発を、ラボの分析・実験設備
や数値計算（油層シミュレーション、デジタルロック）、実フィールドにおける計測・サンプリ
ング・モニタリングを通じて実施しています。

■ 貯留層内のものの流れ【油層工学分野】

［専門分野］
・油層工学マイクロモデルのキットで、直接目にすることができないアスファルテ

ンの地下孔 内での析出と堆積過程を可視化します。

［開発技術課］　大中 温

Toward The Realization of A Low-Carbon Society

地下孔 内を水が進む様子

岩石内を撮影した様子（左：マイクロＸ線CT、右：SEM） マイクロモデルキットによる原油・個体析出物の観察

デジタルロックのイメージ

地上設備内でのエマルジョンの発生（水中の油滴／油中の水滴）
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新たなフロンティアへの挑戦：

挑戦を支える基盤技術の強化と普及

TRC+が扱う石油天然ガス開発の分野は、それらが存在している地下、すなわちSubsurfaceを扱う研究・技術開発が主流でした。
しかし、地下から資源を回収して中・下流に引き渡す過程での作業の効率化・適正化や、環境影響の対策強化、さらには近年、ブルー
水素やブルーアンモニアの活用に関心が集まっていることもあって、地上（Surface）の施設技術の重要性が認識されています。
TRC+は、環境影響の提言を目指す「環境グランドデザイン」を提唱しており、原油や天然ガスの生産から出荷までの工程で生じる副
産物の適切な管理方法や有効利用を確立すべく、各過程で生じている課題を抽出し、その課題解決に向けた技術開発を行っています。
これらの課題解決やAdd Value（価値創造）につながる技術は、陸上はもちろんのこと、波浪や風、潮流などの条件が加わり、より
環境への配慮が求められる海洋の現場においても重要となります。
一般的に海洋では陸上よりも作業や環境上の制約が多く、さらにインフラが無い大水深域や、氷等が障害となる氷海域では、より技術
的ハードルは高くなりますが、これらのエリアも含めて保有技術の新たな適用先を拡大していきます。

■ 上流と中・下流をつなぐ技術【施設技術分野】

［専門分野］
・海洋工学・海洋生産施設大水深や氷海といった海洋特有の技術課題を抱える本邦石油開発会

社を支援しています。

［施設技術課］　浅沼 貴之

［専門分野］
・水処理技術高品位のセラミック膜ろ過技術により、随伴水の有効利用に貢献し

ます。

［施設技術課］　川村 和幸

DDR型CO2分離膜

セラミック膜随伴水処理実証機

原油スラッジ分離用遠心分離機 超臨界水を用いた超重質油部分改質技術
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■ 豊富なラボ設備と高い技術力で地下環境を見える化【ラボ分析・実験】

地質学的分析機器を用いて、岩石情報

（鉱物化学組成等）を調査・分析し、地

下性状の理解に貢献します。

［実験・研究基盤課］

服部 達也

油層工学系

岩石や原油に関する多岐に亘る分析デー

タを統合解釈し、油ガス貯留層の特性を

評価します。

［実験・研究基盤課］

下河原 麻衣

岩石物性系

三軸圧縮試験装置で地下の応力条件を

再現し、歪や弾性波速度をはじめ様々な

情報を引き出します。

［実験・研究基盤課］

三木 翼

地質・地化学系

Toward The Realization of A Low-Carbon Society

・岩石コア分析
・岩石コア掃攻試験
・流体分析／流体相挙動試験

・鉱物分類・評価
・SEM表面観察
・根源岩評価
・バイオマーカー分析

・弾性波速度測定
・岩石破壊試験
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新たなフロンティアへの挑戦：

挑戦を支える基盤技術の強化と普及

「オープンラボ」による技術シーズの発掘

「操業現場技術支援事業」の対象の拡大

オープンラボでは、民間企業から人材を受け入れ、TRCが保有するリソースを、企
業が抱える技術課題の解決に活用してもらっています。この制度は、成果を出すこ
とを義務づけていない一方で、興味深い成果が得られた場合には、新たな共同研
究の組成につなげていくことを意図しています。
実際に、共同研究に発展する事例も多く、また、上流企業以外にも、材料メーカー
などから保有技術の石油開発分野への応用の提案を受けるなど、手応えが得られて
います。

JOGMECでは、我が国企業の操業現場での課題解決の支援を行う「操業現場技術
支援事業」に取り組んできましたが、これまでの支援条件には、実態にそぐわない部
分が出てくるようになりました。
そこで、①年度を跨ぐことを認める（現場の操業は年度で区切られていない）、②技
術課題の新規性は問わない（実験の後やその過程の中で、実態が判明する場合もあ
る）などの見直しを行った結果、従来の制度では支援できなかった案件が実施される
ようになり、将来の共同研究への選択肢が増加しました。

我が国上流企業との共同研究の間口を広げるために
JOGMECは、我が国の上流企業との頻繁な情報交換・意見交
換の場を設けています。各社上層部と個別に幅広い技術分野に
渡って議論する「技術協議会」や、各社との個別の意見交換会
の議論をベースに、技術課題を整理し、共同研究計画を策定し
ていきます。
これらの情報収集だけでは把握しきれない技術課題や事案に対
しても、共同研究の間口を広げていくために、以下の二つの制
度を設けています。

http://www.jogmec.go.jp/oilgas/oilgas_ 10 _ 000015 .html
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［専門分野］
・地質学、地球化学地下構造を可視化することで国内資源探査の一翼を

担っています。

［国内探査部］　山田 憲司

2019年度からJOGMECが保有する三次元物理探査船『た
んさ』を運航し、政府が策定した「海洋エネルギー・鉱物資源
開発計画」に基づき、日本周辺海域を対象とした基礎調査事
業を展開しています。
『たんさ』は、海底下の地質構造に関するデータを取得する船
であり、エアガンと呼ばれる装置を使い、海底に向けて音波
を発し、海底面や地層の境界に当たって反射した音波を船か

ら引いたケーブルで受振します。そのデータは、計算機システ
ムで処理され、地下の構造を立体的に可視化（イメージ）でき、
石油・天然ガスの存在の有望性を解釈・評価するために利用さ
れます。『たんさ』による三次元物理探査データの取得は、日
本周辺海域において新たな石油・天然ガスの探鉱、また開発
に大きく貢献するものです。

■ 基礎調査事業による日本周辺の有望海域調査

Toward The Realization of A Low-Carbon Society

三次元物理探査船「たんさ」

データ処理作業 データ処理後の三次元イメージ
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新たなフロンティアへの挑戦：

挑戦を支える基盤技術の強化と普及

■ 国内人材育成事業／産油国技術者研修等事業

国内技術者のための各種講座・研修
国内の石油ガスビジネスに係る人材を対象に、石油・天然ガスの探
鉱から開発・生産に至る一連の技術とプロジェクト評価や契約等の
基礎知識を紹介する基礎講座を実施しています。また、検層解析
の評価能力向上を目指す講座や、掘削エンジニア向けの講座など、
国内の技術者に向けた各種講座を実施しています。
さらに、我が国企業の競争力強化を意識した研修メニューを立案す
るとともに、民間企業に対して要望調査を行い、研修参加者の意見
も収集しながら、常に研修内容を改善しています。

産油国技術者に対する研修
産油・ガス国の石油・天然ガス関連の政府関係機関に所属する技術
者等を日本に招聘し、研修を実施しています。石油資源上流技術の
主要4分野（物理探鉱・掘削マネジメント・油層工学・探鉱地質）を
多数の産油・ガス国政府関係機関等に提供している通常研修と、我
が国の政策的重要性の高い特定の産油・ガス国等に対して実施す
る特別研修があります。
また、新興LNG消費国のニーズに対応するべく、「LNGバリュー
チェーン研修」や「LNGテーラーメイド研修」を実施し、我が国
LNG市場戦略の実現に貢献していきます。

［担当業務］
・国内研修・海外研修日本の技術力向上と産油・ガス国との関係強化を目指

した学びの場を整えるサポートを行っています。

［管理・研修部］　雲雀 あや

2020年の物理探鉱コース 22



SDGsへの取り組み

持続可能な目標開発（SDGs）に向けて５つの柱を置く
2015年に「持続可能な開発目標（SDGs）」が国連で採

択され、持続可能な社会実現に向けて世界全体で取り組

むべき17目標が示されました。こうした状況を踏まえて、

JOGMECはエネルギー・資源の安定供給を担う立場か

ら、SDGsに向けてどのような貢献ができるか組織全体で

の検討を行い、5つの柱を定めました。TRCにおいても、

以下の行動基準のもと、環境や情勢の変化を捉えて常に

改善を図り成長していく組織風土を醸成していきます。

TOPICS
TOPICS : 01

産業とくらしを支える
エネルギー・資源の安定供給確保

1

将来においても石油・天然ガス、
石炭といった化石燃料の役割は引き続き

大きいと考えることから、
これらの安定供給確保に取り組みます。

気候変動への対応と
循環型社会構築への貢献

2

低炭素化に向けた取り組みとして、
化石燃料ユーザーにとって共有技術となり得る
CCUS（二酸化炭素回収・利用・貯留）について、
これまでに培った知見を活用・提供することで、

経済効果を伴うカーボン貯留技術の
確立を目指します。

これら みます。

ステークホルダーとの
パートナーシップを通した地域活性化

4

国内においては、大学との連携による
資源事業に係る人材育成に貢献します。
海外においては、資源国協力事業を通じた

人材育成研修により、資源国との
共生を目指します。

あらゆる人々の
活躍の推進

5

女性活躍加速に向けた女性管理職の登用拡大
や、多様な働き方への職員ニーズを考慮し、

職場環境や勤務体系等の見直しや
整備等を進めることで、働き方改革を

着実に実施していきます。

資源事業に係る
環境保全の活動

3

次世代の国内資源として期待されている
メタンハイドレートや海底熱水鉱床などの
海底資源開発に係る環境評価手法の
確立を目指して、環境調査等を

推進していきます。

http://www.jogmec.go.jp/about/about_jogmec_ 01 _ 000018 .html
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カーボンニュートラル推進本部を創設～経済と環境の好循環を目指し体制を抜本拡充～

2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会を目指すという明確な国の指針が示され、官民
の取組が加速化しています。このような状況を踏まえ、JOGMECは、2021年4月1日付で、
「カーボンニュートラル推進本部」を設置いたしました。同推進本部では、これまで蓄積し
てきた専門的知見や事業ノウハウを戦略的に投下し、CCSのみならず金属や地熱など、従
来の部門の枠組を超え、カーボンニュートラルに資する事業を強力に推進してまいります。

カーボンニュートラルに向けた新たな技術開発事業を発信するウェブサイト
「資源ミライ開発（https://mirai.jogmec.go.jp/）」を公開しました。

TOPICS : 02

東シベリア－日本間のアンモニアバリューチェーンの事業化調査を開始

アンモニアは、燃焼時に二酸化炭素を排出しないため、大量のエネルギーが必要とな
る火力発電所、船舶用エンジンの次世代燃料として有力視されています。JOGMEC
はイルクーツク石油会社と2020年7月に締結した覚書に基づき、東洋エンジニアリ
ング（株）と伊藤忠商事（株）への委託調査として、イルクーツク石油会社が生産する
水素をアンモニアに変換し、日本へ輸送するバリューチェーンの事業化調査を実施しま
す。今後はイルクーツク石油会社が生産する天然ガスとCCSやCCUの組み合わせを
検討し、低炭素アンモニア量産と輸送体制の調査を進める計画です。将来的には、こ
れら低炭素アンモニアを火力発電所の燃料として日本に供給することへの
貢献が期待されます。

TOPICS : 03

東シベリア・日本間のアンモニアバリューチェーンフロー図

インドネシアにおけるクリーン燃料アンモニア生産のためのCCS共同調査の覚書締結

JOGMEC、三菱商事（株）はインドネシア共和国において、同国国立大学のバンドン工
科大学およびパンチャ・アマラ・ウタマ（PAU）社と、インドネシア中央スラウェシ州におけ
るクリーン燃料アンモニア生産のためのCCSおよびCO2の利用に関する共同調査を実施
することに合意し、4者間で覚書に調印致しました。本覚書に基づき、JOGMECと三菱商
事（株）は、中央スラウェシ州ルウクのPAU社保有のアンモニア生産拠点、また三菱商事
（株）が最大株主となるドンギ・スノロLNGプラント近傍において、CCS実施可能性調査
を共同で行います。本共同調査を通じて、既存アンモニア生産拠点を活用し、製造時に発
生する二酸化炭素をCCS処理することでクリーン燃料アンモニア生産の実現可能性を追
求し、脱炭素社会の実現と日本のエネルギー安定供給に貢献するべく努めてまいります。

TOPICS : 04

インドネシアPAU（パンチャ・アマラ・ウタマ）社、
アンモニア生産プラント

http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_ 08 _ 000099 .html

http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_ 15 _ 000001 _ 00062 .html

http://www.jogmec.go.jp/news/release/news_ 13 _ 000021 .html
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石油・天然ガスの安定供給確保を使命として、調査から探鉱、
開発、生産、備蓄まで、幅広い分野で貢献しています。

＜ 石油・天然ガス資源分野

石炭の安定供給確保の使命を担い、地質構造調査から金融
支援、技術実証・技術移転、情報提供まで幅広い分野で貢献
しています。

＜ 石炭資源分野

日本の産業界発展に欠かせない金属資源の安定供給確保を
担い、調査、探鉱、開発、生産、備蓄、リサイクル、そして
環境保全まで幅広い分野で貢献しています。

金属資源分野 ＞

地熱発電の普及と発展をめざし、地質構造調査に係る助成
支援から出資・債務保証、技術開発、情報収集・提供まで、
幅広く貢献しています。

地熱資源分野 ＞

事業紹介

大地から得る資源・エネルギーの

安定供給を通じた豊かな人々の暮らしや社会の実現

自然環境と調和した健全な発展

法令遵守の徹底と人権の重視

JOGMECの行動理念

出典：湯沢地熱株式会社
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幕張本郷駅

海浜幕
張駅

京成バス
乗り場

石油資源開発
技術研究所

京成バス
乗り場

至蘇我

至千葉

京成千葉線

至東京

至東京

至東京

至東京 JR総武線

至船橋

JR京葉線

湾岸
道路

京葉
道路

国道14号
線

湾岸習志野I.C.

幕張I.C.

●
運転免許センター

●

幕張メッセ

JOGMEC
技術センター

〒261- 0025
千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号
TEL：043 - 276 - 9212　FAX：043 - 276 - 4061
http: //www. jogmec. go. jp

［最寄り駅］
●JR総武線 幕張本郷駅
●京成千葉線 京成幕張本郷駅
●JR京葉線 海浜幕張駅

>> ACCESS
※各最寄り駅よりタクシーで約10分
※各駅とTRCを結ぶ定期バスがあります

技術センター（TRC）は、JOGMECの石油・天然ガスの探鉱・開発に関係する技術の研究・開発を行っている施設です。

〈 編集・発行 〉独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 石油天然ガス開発技術本部

正 式 名

設 立 日

資 本 金

支 出 予 算 

職 員 数 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
Japan Oil, Gas and Metals National Corporation

2004年 2月29日

1兆 467億円（2021年 3月現在）

1兆 7, 850億円（2021年度）

624人（2020年 7月 1日現在）

組織概要

石油開発公団（JPDC）設立

石油公団（JNOC）と金属鉱業事業団（MMAJ）を統合し、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）設立

石炭・地熱資源開発に係る支援業務の追加等による機能強化

金属鉱物探鉱融資事業団（MEFAJ）設立

石油公団（JNOC）に改名 金属鉱業事業団（MMAJ）に改名

1967

2004

2012

1963

1978 1973

沿革

JOGMEC技術センター（TRC）
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独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
石油天然ガス開発技術本部

〒261- 0025 千葉県千葉市美浜区浜田一丁目2番2号

2021年7月


