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日本近海での存在が確認され、次世代エネルギー資源として期待される「メタンハイ

ドレート」。現在、JOGMECを含めた産官学の組織「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）」により、実用化を目指した研究開発が進められて

います。メタンハイドレート研究開発の今を、Ｑ＆Ａ形式で解説します。

海底に潜む夢の資源～「燃える
日本近海で存在を確認、資源量評価へ

メタンハイドレートが分布する海域では、地震探査記録に
BSR（海底擬似反射面）という特殊な反射記録が表れます。こ
のBSRの分布から日本近海には相当量のメタンハイドレート
が存在し、特に東海地方沖から宮崎県沖に広がる「南海トラフ」
と呼ばれる地域に広く分布すると推定されてきました。
通商産業省（当時）はこの日本近海のメタンハイドレートに

注目し、将来はこの資源から天然ガスを生産することを目指し
て1995年度に国の特別研究プロジェクトとしてメタンハイ
ドレートの技術開発に着手しました。

Q メタンハイドレートの研究
が始まったきっかけは？

日本はメタンハイドレートを
将来の資源として注目A

海底に潜む夢の資源～「燃える氷」メタンハイドレート 海底に潜む夢の資源～「燃える氷」メタンハイドレート

氷」メタンハイドレート
特 集

「燃える氷」の正体と未来は 2008年度までのフェーズ1が
進行中

石油や天然ガスなど、エネルギー資源のほとんどを輸入に
頼っている日本としては、限りあるそれらの資源に代わる新た
なエネルギー源を探すことが課題になっています。それゆえ、
日本周辺にも相当な量が存在すると言われるメタンハイドレー
トが、次世代エネルギー資源として期待されています。
また、メタンハイドレートから得られるメタンガスは、現在

輸入されているLNG（液化天然ガス）の主成分であり、石油や
石炭に比べて硫黄酸化物、窒素酸化物、二酸化炭素等の排出量
が少なく、環境にやさしい資源として期待されています。
メタンガスは都市ガス、発電燃料、天然ガス車、燃料電池など、

家庭や社会の様々な場面でエネルギーとして利用されることに
なります。

Q なぜメタンハイドレートが
必要なの？

自国で生産できる
クリーンなエネルギーをA

Q 開発スケジュールは？

A
日本近海でのメタンハイドレートの将来の生産を念頭に、経

済産業省は2001年7月に2016年度までの16年に及ぶ開発
計画を発表しました。そして、研究実施のため資源量評価、生産
手法開発、環境影響評価の3分野からなるMH21が形成され、
JOGMECは資源量評価分野を担当することになりました。
現在は、08年度までのフェーズ１の研究を行っており、これま
で主な調査事業として第1回陸上産出試験（01年度：カナダ）、
南海トラフの基礎試

しすい

錐※（03年度）を実施し、06～07年度には、
カナダにおいて第2回陸上産出試験を実施する予定です。
フェーズ１におけるJOGMECの課題は、03年度の基礎試

錐の結果などから、メタンハイドレートがどのくらいあるか、
資源量を評価することです。

永久凍土層が広く分布するカナダ北西部のマリックで行わ
れた第1回陸上産出試験では、温水循環法により世界で初め
て地下の天然メタンハイドレートからメタンガスを遊離させ、
地上で燃焼させることに成功しました。
一方、日本におけるメタンハイドレート最大鉱床とされる

南海トラフ（東海沖～熊野灘の東部南海トラフ）での基礎試錐

では、BSR分布に
基づき、16か所で
調査するとともにメ
タンハイドレート･コアも採取しました。その結果、メタンハ
イドレートが大陸棚から広がる海底扇状地の砂層中に存在す
ることが分かりました。

「フェーズ1」でこれまで得られた成果は？

メタンガスと水でできている氷状の物

質。水分子でできた「カゴ」のような構造

の中にメタンガス分子が閉じ込められてお

り、火を付けると燃焼することから“燃え

る氷”ともいわれる。低温な永久凍土層

の下や、高圧な深い海底の下の地層な

どの環境で存在する。

メタンハイドレートの
結晶構造（→）

「メタンハ
イドレート」

「メタンハ
イドレート」

ってなに？
・硫黄酸化物（SOx）
・窒素酸化物（NOx）
・二酸化炭素（CO2）

地球に
やさしい

メタンガスは、燃焼時に排出される

が石炭・石油と比べて少ない

環境影響評価
グループ

（エンジニアリング振興協会）

資源量評価
グループ
（JOGMEC）

生産手法開発
グループ

（産業技術総合研究所）

フェーズ1
≪2001年度～2008年度≫

海洋での産出試験の実施、海洋での生産手法の確立、
環境影響評価手法の確立 

フェーズ2
≪2009年度～2011年度≫

商業的産出技術の整備 フェーズ3
≪2012年度～2016年度≫

商 業 産 出 開 始

運営協議会プロジェクト推進グループ
（JOGMEC）

実施体制

日本周辺のメタンハイドレートの賦存量算出、海洋産出試
験候補海域の選定、メタンハイドレートの物性などの把握、
産出手法の開発、環境影響評価の要素技術開発

ふそん

Q
陸上産出試験と基礎試錐を経て存在を確認A 東海沖海域

第二渥美海丘海域

熊野灘海域

水深 : 約700～2,000m 
掘削深度 : 海底面から250～500m 

東海沖～熊野灘掘削位置（2003年度）

日本近海のメタンハイドレート分布予測

探査船
受振器

地層同士の境界線
で音波が反射

地層境界線と無関係
に現れる反射面

BSR

BSR

■開発スケジュールおよび実施体制

※試験的に掘削して地質状況を確認する作業
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フォーラムでは、MH21を構成

する「資源量評価」「生産手法開発」

「環境影響評価」の3グループによ

る「成果報告会」と、3グループの

各研究テーマについて研究者がポス

ターにまとめて報告する「ポスター

セッション」が行われました。

「成果報告会」ではまず、MH21

のプロジェクトリーダーである田中

彰一 東京大学名誉教授が「フェー

ズ1後半の計画について」と題して

報告。今後の研究開発スケジュール

や目標などについて概説しました。

資源量評価グループのリーダーで

ある大野健二JOGMEC石油・天然

ガス開発R＆D推進グループリー

ダーが「南海トラフの知見をマリッ

クへ」と題して講演。「南海トラフ

の基礎試
し す い

錐で得られた成果を今冬

カナダで行う第2回陸上産出試験

に反映させ、第1回陸上産出試験

を上回る生産量を達成したい」と述

べました。

成果報告会終了後の質疑応答で

は、メタンハイドレートの効率的な

産出方法、資源量評価の進捗状況、

メタンガス産出時の環境対策など、

フェーズ1後半における課題につい

て参加者から質問が出されました。

「ポスターセッション」では、全

部で14枚のポスター（研究成果）

が掲示され、ポスターの前に集まっ

た参加者が、研究内容に見入ったり、

研究者に直接質問したりして、メタ

ンハイドレート研究開発への理解を

深めていました。

参加者からは、「ポスターセッショ

ンで研究者と直接コミュニケーショ

ンを取ることができて良かった」（大

学生）、「開発と生産についてはだい

ぶ研究が進んでいることが分かっ

た」（エネルギー系企業会社員）、「原

油価格が高騰し石油に依存しない資

源エネルギー体制づくりが求められ

る中で、メタンハイドレートがどれ

ほどの影響をもつのか、興味がわい

てきた」（国の研究機関職員）など

の感想が聞かれました。

フォーラム開催により、改めてメ

タンハイドレートへの関心が高まる

とともに、理解もより深まったとい

えます。

特 集海底に潜む夢の資源～「燃える氷」メタンハイドレート

研究報告テーマ▶
メタンハイドレート濃集帯の
把握と資源量評価

「メタンハイドレートの存在状況が

解明されるなど研究開発に明るい材

料が増えてきました。ポスターセッ

ションでは参加者からより詳しい

説明を求められるなど、理解度も深

まっていると思います」

研究報告テーマ▶
メタンハイドレート集積メカニ
ズムの解明と資源量評価

研究報告テーマ▶
第2回陸上産出試験の計画

「今冬のカナダでの陸上産出試験は、

『減圧法』という従来にない方法で実

施します。今回のポスターセッショ

ンでも参加者の関心が非常に高く、

ぜひ成功させて、開発研究に弾みを

つけたいと思います」

「日本周辺全体の資源量を評価す

る基礎的な研究を行っています。

フェーズ1では多くの成果があり、

1枚のポスターにまとめるのは難し

かったのですが、参加者との対話に

よって理解していただけました」

成果報告会で理解深まる

メタンハイドレート
フォーラムに約240人参加

5月26日、MH21によるメタンハイドレートフォーラム2006（平成17年度研究

成果報告会）が都内で開催され、大学、企業、研究所などから約240人が参加し、成

果報告に耳を傾けました。

田中 彰一 プロジェクトリーダー

大野 健二 資源量評価グループリーダー ポスターセッション

佐伯 龍男 藤井 哲哉 沼澤 正明

JOGMECメタンハイドレート研究プロジェクトチーム研究員に聞く

成果報告会発表者
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石油・天然ガス開発R&D推進グループ
メタンハイドレート研究プロジェクトチーム

チームリーダー 横井 研一

南海トラフでの基礎試錐で得られた記録・
試料は膨大であり、分析・解析には多くの
時間がかかりますが、現在のところ、
●一部を除いて、ほとんどのメタンハイド
レートは砂と砂の粒子の中に挟まれて存在する
●メタンハイドレートが存在する地層は、砂層と泥層が交互に重なった未
固結の砂泥互層で、メタンハイドレートは主に砂層の中に含まれている
●メタンハイドレート層の厚さは場所によって大きく異なる
●地層内のメタンハイドレート含有率は場所によって異なる
―などが判明しています。

Interview

特 集

◉「フェーズ1」の成功が第一
メタンハイドレートフォーラム

2006でも示されたように、メタン

ハイドレートに対する「夢の資源」

としての期待や関心は、年々高まっ

ているといえます。

私は現在、プロジェクトチームの

チームリーダーとして、全体のマネ

ジメントや、国、関係機関との調整

などを担当しています。特に力を入

れているのは、今年の冬から始まる

カナダでの第２回陸上産出試験に向

けての準備で、計画作成や共同研究

の相手先であるカナダ天然資源省と

の協議を重ねているところです。

MH21の研究開発スケジュールと

して、フェーズ１終了の2008年度

までの今後３年間で、JOGMECと

しては、カナダでの第２回陸上産出

試験を行うとともに、南海トラフで

のメタンハイドレート資源量評価の

実施と日本での海洋産出試験候補海

域の選定という重要な研究課題があ

り、これらの達成に向けて大詰めを

迎えていくことになります。

第２回陸上産出試験では、第１回

陸上産出試験で採用した「温水循環

法」ではなく、地層中の圧力を減少

させる「減圧法」によって、固体で

あるメタンハイドレートを地下でガ

ス化し、連続的に地上に産出する試

験を行います。私たちには石油や天

然ガスの探査・開発に関して十分な

実績がありますが、地下でメタンと

メタンハイドレート研究開発とJOGMEC
水を分解し、ガスを採取する方法は

これまで確立されていません。

そこには当然、様々な技術的課題

があるわけですが、フェーズ１の成

功がなければフェーズ２やフェーズ功がなければフェーズ２やフェーズ

３はあり得ないわけですから、まず

は、目の前の課題を一つ一つ克服す

ることから取り組むことが重要だと

思っています。

◉エネルギー政策における

しかし、それら課題や困難さを考

慮しても、メタンハイドレートの開

発に目途がつけば、相当量のガス資

源が自前で賄える可能性があります

ので、日本のエネルギーの安定供給

に対するメタンハイドレートのイン

パクトは、とても大きいといえるで

しょう。日本はメタンハイドレート

研究で世界のトップを走っており、

また、このように国として取り組む

明確な目的があることから、メタン

ハイドレート研究開発は研究者とし

て非常にやりがいのあるものとなっ

ています。

「夢の資源」としての期待を受

けとめつつ、JOGMECとしては、

フェーズ１での役割をきちんと果た

し、日本周辺海域での産出試験を核

とするフェーズ２につなげていくこ

とを心掛けています。

MH21によるメタンハイドレート研究開発計画は、2008年度に終了するフェーズ

1の後半に向けて、新たな段階に入っています。研究開発における JOGMECの今後1の後半に向けて、新たな段階に入っています。研究開発における JOGMECの今後

の役割などについて、横井研一チームリーダーに聞きました。

海底に潜む夢の資源～「燃える氷」メタンハイドレート

海底に潜む夢の資源～「燃える氷」メタンハイドレート 海底に潜む夢の資源～「燃える氷」メタンハイドレート

課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ課題を乗り越え 世界のトップランナーへ

採取されたメタンハイドレート

夢の資源の実用化に挑戦！

地震探査法を用いて、メタンハ
イドレートの分布調査を実施

基礎試錐で使用された深海掘削船

インパクト

南海トラフ基礎試
しすい

錐
（2003年度）

メタン
ハイドレート層

加熱した流体
により分解

ガスの移動

加熱した流体
（温水や蒸気）を
循環させる

メタン
ハイドレート層

圧力低下
により分解

ポ
ン
プ

ガスの移動

ガスの移動ガスの移動

【 温水循環法 】
　第1回試験で採用

【 減圧法 】
　第2回試験で採用

■陸上産出試験における生産方法
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■約75％をアジア・太平洋地域

「気体を冷やすと、液体になると

同時に体積も小さくなる」性質を利

用し、天然ガスをマイナス162℃に

冷却し、容積を約600分の1とした

液体が LNGです。日本は1969年

から、大型タンカーによる LNG輸

入を開始しました。

その後、2度のオイルショックに

よる石油価格高騰の影響もあり、天

然ガスの消費も増加。輸入先も拡大

し、現在、日本は世界の LNG貿易

量の4割を輸入する「LNG消費大

国」になっています。輸入先はイン

ドネシア、マレーシア、オーストラ

リアなどに及び、アジア・太平洋地

域からの輸入が全体の約75％を占

めています。

国際エネルギー機関（IEA）によ

ると、2010年の世界の LNG需要

量は02年に比べて1.7倍程度に伸

びる見通しです。原油価格高騰で割

安な天然ガスへのシフトが進み、中

国、インド、米国などが需要を伸ば

すとみられるからです。世界的な需

要増から、一部では LNG不足を懸

念する声も聞かれます。日本として

は、天然ガスの安定供給を図るため

にも、輸入先との関係強化が求めら

れています。

■インドネシア・オーストラリア

アジア・太平洋地域で最大の天然

ガス可採埋蔵量を誇るインドネシア

では、原油生産量の低下や価格高騰

によって天然ガスの国内需要が増加

したなどの理由から、現在、海外へ

の LNG供給量が一部減少していま

す。最大の輸入国である日本として

は、今後も同国との交渉により、プ

ロジェクトの継続や支援などについ

て検討を進めていく予定です。

同じく、主要輸入先であるオース

天然ガスの産出が少ない日本では、国内消費量の約 97％を海外から

LNG（液化天然ガス）として輸入しています。原油に比べ環境への負荷も

小さいことから代替エネルギーとして期待が高まる天然ガスですが、世界的

に需要が増える中、日本としては輸入先など関係国との連携をさらに強化す

る必要があります。

トラリアでは、近年、天然ガス開発

を手掛ける日本企業のほか、LNG

の買い手である日本の電力会社やガ

ス会社が、LNGプロジェクトに積

極的に進出しています。オーストラ

リアには新規の LNG事業計画が多

く存在し、今後の輸出余力も大きい

ことから、将来の日本の LNG輸入

にとって、重要な位置を占めてくる

とみられています。

JOGMEC では、主要な LNG プ

ロジェクトをサポートするため、イ

ンドネシア第3の LNG基地である

「タングー LNGプロジェクト」を

手掛けている日本企業に対して支援

（出資）しているほか、マレーシア

での LNGプロジェクトで活動して

いる日本企業に対して支援（債務保

証）を行っています。

また、JOGMECは、洋上LNGに

関するスタディ（出荷技術、大型化

検討など）を実施し、その成果の普

及に努めています。

インドネシア
24.6%

マレーシア
23.4%オーストラリア

17.5%

カタール
10.9%

ブルネイ
10.8%

UAE
8.8%

アメリカ（アラスカ）
2.2%

オマーン
1.7% アルジェリア

0.1%

2005年
国別 LNG輸入量

58,014千トン／年

掛札勲 JOGMEC理事長は4月、
インドネシアとオーストラリアを表
敬訪問し、両国の資源エネルギー担
当大臣とそれぞれ会談しました。
プルノモ・インドネシア鉱物資
源大臣との会談では、同国の新鉱業
法制定に関する審議状況を聞くと
ともに、主要LNGプロジェクトの
契約延長問題などについて、大臣か
ら前向きな発言がなされました。
マクファーレン・オーストラリア

産業観光資源大臣との会談では、同
国の資源を巡る各国企業の活動状況
について情勢を聞くとともに、日本
企業の同国進出に関して、連邦政府
による協力を惜しまないといった旨
の発言がなされました。
なお、インドネシアでは、国営企
業アンタム社のアディティヤ社長と
も面談を行い、非鉄金属分野におけ
る協力のさらなる発展について話し
合いました。

掛札理事長がLNG輸入先を訪問し
協力関係について確認

■アジア・太平洋地域の主な LNG液化基地

■日本の国別 LNG輸入量（2005年）

から輸入

掛札理事長とプルノモ大臣

掛札理事長とマクファーレン大臣

北西大陸棚
（オーストラリア）

ボンタン
（インドネシア）

アルン
（インドネシア） タングー（計画中）

（インドネシア）

ルムート
（ブルネイ）安定供給確保に向け

関係国との連携強化へ

ガス田

LNGプラント

輸入基地

工場・家庭など

都市ガス工場発電所

都市ガス電気

天然ガス（気体）

LNG（液体）

再び気化

《生産地》

《消費地》

ビンツル
（マレーシア）

■ LNG生産・消費の流れ との関係

＝ JOGMEC支援プロジェクト

（財務省貿易統計から作成）

ダーウィン
（オーストラリア）
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資源・エネルギーの開発と利用は
生態系の枠組みの中で

各界の著名人に、資源やエネルギーにまつわる思いやエピソードを語っていただくコーナーです。

携帯電話やパソコンなどの電子機

器類には、さまざまな非鉄金属が使

われています。捨てられたこれらの

廃棄物を資源とみれば、私たちの住

む「都市」は膨大な非鉄金属が眠っ

ている「鉱山」とみたてることがで

きます。これを「都市鉱山（urban-

mine）」と言い表しています。

金は「錆びない、割れない、腐食

しない、電気を伝えやすい」といっ

た特性から、電子機器にはなくては

ならない存在です。そのほか、コバ

ルトやニッケルなどのレアメタルも、

電子材料や充電式電池の製造には欠

かせません。

資源の乏しい日本は、これら非鉄

金属のほとんどを海外からの輸入に

頼っており、万一に備えて官民によ

る備蓄制度を設けています。その一

方で、資源を新たに採取・輸入する

のではなく、身近にあるそれらの貴

重な資源を繰り返し使っていこうと

いう考え方や取り組みが、2001年

の家電リサイクル法施行以降、特に

活発になってきました。

例えば、携帯電話1トン（携帯電

話約1万台分）から回収可能とされ

る金は、約280グラムとも言われて

おり、これは金鉱石に含まれる金含

有量よりも多い値です。

日本の非鉄金属業界では、製錬で

培った分離・精製技術を応用し、電

子機器類だけではなく、自動車など

の廃棄物からも非鉄金属を回収して

います。

大量生産・大量消費社会から発生

した膨大な産業廃棄物は、取り組み

方次第で“宝の鉱山”にもなるのです。

データファイル　｜　Q&A

A
nswer

産業廃棄物は“宝の鉱
や ま

山”
電子機器類に含まれる非鉄金属を資源として再利用

「都市鉱山」「都市鉱山」「都市鉱山」「都市鉱山」「都市鉱山」「都市鉱山」「都市鉱山」「都市鉱山」「都市鉱山」って何？って何？って何？って何？って何？って何？って何？って何？

レアメタル（希少金属）は、私たちに最も身近な医

療分野でも大活躍しており、整形外科、内科、歯科などで、

治療材料や心臓ペースメーカー、カテーテルといった医

療器具に幅広く使用されています〔表参照〕。これらに

は、貴金属系合金、ステンレス鋼、チタン合金、コバル

ト・クロム系合金などのレアメタルを使用した合金や特

殊鋼が使われており、その耐熱性、耐食性、強度などの

優れた特性が利用されています。また、健康診断などで

X線撮影の際に使用される白い液体状のバリウムも、X

線を通さない性質を利用して用いられているレアメタル

です。さらに、レアメタルをセラミックスやポリマーな

どと複合した材料の研究も始まり、今後、その用途が広

がっていくと考えられます。

現在、JOGMECではこれらレアメタルの中の７鉱種

を国家備蓄しています。

Data File |
医療の世界でも幅広く利用

キーワードキーワードキーワードキーワード
「 生活を支えるレアメタル」「 生活を支えるレアメタル」「 生活を支えるレアメタル」「 生活を支えるレアメタル」「 生活を支えるレアメタル」「 生活を支えるレアメタル」

なんでも

Q&A Q
uestion

■医療用、人工臓器に使用されているレアメタル

一流の動物園の基準が変わった
一流の動物園の条件は、かつてはどれ

だけ多種・多数の動物を飼育しているか

ということでした。今は珍しい動物を飼

育しているだけでは評価されません。希

少動物の保護への貢献度、地域の自然保

護への協力度、あるいはお客様にどれだ

け環境保全の重要性を理解していただく

ためのプログラムを用意しているか、と

いったことが動物園を評価する基準に

なったのです。

ズーラシアにはオカピなどの希少動物

もいますが、種類は全部で70種くらい。

決して種類や個体数の多い動物園ではあ

りません。それでも大勢の方がリピーター

になってくださっているのは、園内に緑

が多く、自然に近い環境の中で動物を見

ることができるからでしょう。

水道・光熱費はえさ代の約4倍
私が上野動物園に就職したころは、

女性が大変珍しがられました。ところ

が最近は、獣医大で学ぶ 6割が女性。

ズーラシアでも飼育課の職員は女性と

男性が半々であり、ゾウの係だろうが

猛獣の係だろうが男女関係なく働いて

います。

その背景には、単に女性の社会進出が

進んだという以上に、動物園での機械化

が進んだという事情もあります。

昔の動物園では、乾草を20キロの

束にして、担当者が動物のところまで

担いで運んでいました。今は何から何

まで機械化され、重たい乾草束もベル

トコンベアで移動させ、それぞれの所に

落としていきます。重たい鉄の扉も油圧

式、電動式となって指一本で動いてしま

うのです。

便利になった一方、エネルギーの需要

は確実に増えました。何でも電力を使う

ようになった結果、ズーラシアでは年間

の水道代と光熱費が2億円かかります。

よく「動物園はえさ代が大変でしょう？」

と言われますが、実のところえさ代は年

間5千万円ほどなのです。

自然との共存の仕方を

JOGMECには資源・エネルギーの開

発、備蓄や環境保全といった大変重要な

役割があるそうですが、長年、動物を見

ていると、彼らが自然と共存する術を身

につけていることがよくわかります。

たとえば、ふつう肉食動物は必要以上

に獲物を殺したりしません。また肉食動

物の食べ残しも、ハイエナやハゲワシが

きれいに処理してくれる。たいへん無駄

なく効率のよい消費の仕方には、我々が

学ぶべきところも多いのではないでしょ

うか。

また備蓄といえば、リスには食べ物を

蓄える習性があり、実はそのリスの習性

が森の再生に大変役立っているのです。

リスは木の実をあちこちに埋めていきま

すが、すべてを食べるわけではないので、

食べ残された種から新しい芽が出てくる

という働きがあるのです。

動物たちは必ずほかの何かのために存

在している。肉食動物は草食動物を食べ

なければ生きていけませんが、草食動物

も肉食動物に食べてもらわないと増えす

ぎてしまって、エサである草を食べ尽く

して滅んでしまいます。植物も動物を介

して種子を遠くまで運んでもらったりし

ているのです。つまり動物も植物も互い

に持ちつ持たれつの関係でいるというこ

とがよく分かります。

この地球上の生物の中で、人類が一人

勝ちしてはダメなんです。今後は私たち

人類も、その生き方はもちろん、資源の

開発や使い方についても、環境保全を重

視するなど、動植物の生態系の枠組みか

ら外れないように活動していくことが、

求められるのではないでしょうか。

よこはま動物園「ズーラシア」園長よこはま動物園「ズーラシア」園長
ますい・みつこ 1937年、大阪府生まれ。麻布獣医科大学獣医学部卒業。上野動物園動物病1937年、大阪府生まれ。麻布獣医科大学獣医学部卒業。上野動物園動物病

院勤務後、東京都多摩動物公園園長、上野動物園園長などを歴任し、99年から、よこはま動物院勤務後、東京都多摩動物公園園長、上野動物園園長などを歴任し、99年から、よこはま動物

園「ズーラシア」園長に。著書に『動物と話す本』『動物の親子をどう育てるか』ほか多数。兵園「ズーラシア」園長に。著書に『動物と話す本』『動物の親子をどう育てるか』ほか多数。兵

庫県豊岡市の「県立コウノトリの郷公園」園長として取り組んだ、国の天然記念物コウノトリ

を自然に帰す事業は、昨年第１回の放鳥に成功し、話題となった。

Opinion

vol.5
増井 光子

オピニオン

（出典：レアメタルニュース）

動物たちが教えてくれる

主な診療科 医療器具 主なレアメタル

整形外科 人工関節、
骨折固定材など

チタン、バナジウム、クロ
ム、ニッケル、モリブデン

外 科 注射針、手術用具 クロム、ニッケル

カテーテル ニッケル、チタン、コバル
ト、クロム、白金

内 科 人工心臓、ペース
メーカーなど

チタン、バナジウム、ニッ
ケル、クロム、コバルト、
白金

血管塞栓用具 白金、バナジウム、コバル
ト、ニッケル、ニオブ

耳 鼻 科 人工内耳・中耳 白金、クロム、ニッケル、
モリブデン

歯 科 人工歯根など 白金、バナジウム、ニッケ
ル、チタン、ニオブ、ジル
コニウム

非鉄金属
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JOGMECのGTL（天然ガスの液体燃料化）技術が
野口記念賞受賞

Column
コ ラ ム

表紙

JOGMECは、国立大学法人東京大学

および学校法人早稲田大学と、それぞ

れ資源エネルギー分野での包括的連携・

協力の推進に関する基本協定を締結し

ました。日本が直面しているエネルギー

セキュリティ確保に貢献する共同研究

などのプロジェクトを進めるほか、資

源エネルギー分野における研究者・技

術者を育成していくことが目的です。

具体的には、研究情報の交換や人

的交流、共同研究のテーマ創出を行う

ほか、早稲田大学で開設される石油・

天然ガス探鉱・開発に関する講座に

JOGMECが講師を派遣するなどの支

援を行う予定です。

JOGMECは、国家備蓄を行っている

レアメタルのうち、ニッケルの売却を決

定し（4月18日公示）、ニッケルを原料

として生産活動を行っている事業者を対

象に一般入札を行いました。その結果、

ニッケル地金総重量約177トン（純分

重量約177トン）、フェロニッケル総

重量約907トン（純分重量約180トン）

を売却しました。

なお、本売却は最近のニッケル価格

の上昇に対応し、実施したものです。

JOGMECは、インド国営石油会社Oil 

& Natural Gas Corporation（ONGC）

の100％子会社でインド国外の石油・

天然ガスの探鉱開発活動を担当する

ONGC ビデシュ社（本社ニューデリー）

と、石油･天然ガス分野における相互協

力を目的とした基本協定書（MOU）に

調印しました。

本MOUは、2005年9月に日本の経

済産業省とインド石油天然ガス省との間

で結ばれた日印両国間のエネルギー協力

に関する共同宣言に基づくものです。

調印後、掛札勲 JOGMEC理事長は、

本MOUに基づく協力事業の実施を通

じ、今後、石油・天然ガスの探鉱開発

を実施する日本の民間企業に対し、良

好な事業機会の提供が可能になると語

りました。

20062006年年3月月30日日
東京大学、早稲田大学と資源
エネルギー分野で協定締結

20062006年年4月月18日日
レアメタル備蓄物資の
一部を売却

20062006年年4月月21日日
インド国営企業 ONGC 
ビデシュ社と石油･天然ガス
探鉱開発で協力

燃焼するメタンハイドレート

【写真】ONGCビデシュ社のブトラ社長と協定書をかわす
JOGMECの掛札理事長

※合成ガスを原料として、FT（フィッシャー・トロプッシュ）

反応により液体炭化水素を製造する技術。

石油精製技術や新用途開発にかかわる技術の研究・開発分野で、石油や石油代替エ

ネルギーの安定供給に貢献する研究、技術に関して、その業績に多大な功績のあった

ものに授与される石油学会「野口記念賞」の表彰式が行われ、JOGMECなどが手掛

けた「二酸化炭素を利用する天然ガス改質とFT合成技術※の開発」が受賞しました。

東南アジアのガス田などから産出される炭酸ガスを含んだ天然ガスに対応可能な日本

のGTL技術が世界的に求められている中で、JOGMECなどは苫小牧・勇払ガス田の

天然ガスを用いたパイロットプラント実証試験（日産7

バーレル規模）で触媒性能を確認するとともに、国産技

術として初めて、天然ガスからのFT合成油の製造に

成功しました。

東京都港区虎ノ門2丁目10番1号虎ノ門ツインビルディング 〒105-0001Tel:03-6758-8000http://www.jogmec.go.jp




