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JOGMECからの様々なお知らせです。最新の事業紹介やニュース、イベントなどをご紹介します。

ジェイ・レター

本誌に関するご質問は、ホームページの「お問い合わせ」まで　 http://www.jogmec.go.jp/contact/

表紙：JOGMEC海外技術者研修 修了生のDoddy Pribadi氏（インドネシア）とHaitham Saleh Al Senani氏（U.A.E.）

ロシア石油会社INK社と会談。
今後も共同探鉱事業で
相互協力

2008年10月28日

JOGMECとロシアの民間石油会社で

あるイルクーツク石油（INK社）の共同

事業会社として設立されたINK-Sever

の株主総会が、10月28日に日本で

開催されました。 合わせて、INK社が

JOGMECを表敬訪問。 会談では、今

後もロシアのイルクーツク州の原油や

天然ガス資源の探鉱等において、継続

して共同事業への相互協力を確認し合

いました。 

JOGMECはアルゼンチン共和国及び

チリ共和国国境アンデス山脈山岳地帯

にあるフロンテラ地域での調査を実施。

その結果、顕著な銅・金鉱化帯を発見し

たことを10月8日に公表しました。 今後

は追加調査の実施により、発見した鉱化

帯の拡がりを確認し、資源量の推定及び

経済性評価へと調査段階が進むことに

なります。 この「共同資源開発基礎調査」

では、続いて11月28日にオーストラリア

の探鉱会社アズル・ミネラルズ社と、メ

キシコ合衆国北西部のソノラ州にある

ロスニドス地域での共同探鉱の契約を

締結。 今年度は鉱化有望地を抽出するた

めの地質調査や物理探査、来年度以降は

ボーリング調査等を実施します。

また、11月12日には、カナダの探鉱会社

タイタン・ウラニウム社と、カナダ中西部

に位置するサンスカチュワン州ボー

ダーブロック地域で新規のウラン共同

探鉱における契約を締結。 同地域は、世

界の4分の1のウラン生産で知られるア

サバスカ堆積盆地に位置し、探鉱開発を

促進するための海外ウラン探鉱支援事

業の一環として実施します。 本地域のウ

ラン鉱床は、すでに有望な鉱徴が複数確

認されており、期待が高まっています。

11月5日、JOGMECは三井物産㈱が

ガーナ共和国で実施する石油等の探鉱

事業について、権益譲渡に対する同国政

世界各地で共同探鉱を開始。
新鉱床発見への期待高まる

2008年10月8日・11月12日・28日

開発途上国の経済発展と技術向上を図

るとともに、我が国の鉱物資源の安定供

給確保のため、資源探査実施組織と

JOGMECが共同で資源開発を行う「共

同資源開発基礎調査」の一環として、

石油探鉱事業への出資及び
債務保証採択

JOGMEC海外技術者研修の使命特集

石油開発の
技術力向上への支援

JOGMECからのお知らせ
J.LETTER

　　　 日本・イラクの発展的な協力関係構築に向けて
イラク1,000人研修遂行に大きく貢献

TOPICS

世界で勝てる選手、そして日本水泳界を育てるために。
指導者としての戦いはこれからも続く平井伯昌

OPINION プロフェッショナル・ハート

府の承認が得られることを条件に、75％

出資案件として採択しました。 同社は

英国の石油・ガス開発会社のAflen Plc

とファーム・イン契約を締結し、この事業

のために設立した英国法人を通して事

業を推進することとしています。 このプ

ロジェクトは、ガーナ共和国における石

油等の探鉱に我が国の企業が初めて参

入するもので、数億バレル規模の油ガス

田の発見を目指しており、今後の西アフ

リカ地域における日本企業の石油・ガス

探鉱開発事業の推進に寄与するものと

期待されています。 続いて11月26日、

ジャパンエナジーマレーシア石油開発

㈱及び新日石開発・半島マレーシア㈱

がマレーシアで実施する石油等の探

鉱事業を出資案件として採択していま

す。 両社はマレーシア国営石油会社の

ペトロナス社と生産分与契約を締結

し、マレー半島東方沖合に位置する

PM308A鉱区で探鉱事業を推進中。 

PM308A鉱区は周辺に油田が存在す

る有望な鉱区です。

また11月28日には、インペックス北カ

スピ海石油㈱がイタリアの国際石油企

業ENI社などと共同で推進しているカ

ザフスタン共和国の北カスピ海沖合鉱

区におけるカシャガン油田開発事業に

ついて、債務保証対象プロジェクト（第2

次）として採択しました。 カシャガン油

田の第一段階の開発は、2012年末をめ

どに原油生産開始を予定しており、日量

は30万バレル、続いて2015年頃には

日量45万バレルに逐次増加する計画

です。

（左より）JOGMEC河野理事長、
INK社マリーナ・セディフ社長、同社ニコライ・ブイノフ会長

2008年11月5日・26日・28日
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「海外技術者研修」については、本誌
vol.4でも特集しましたが、今号は、研
修後、母国へ戻った修了生たちのその
後をリポートし、現在の仕事や、また研
修を振り返っての評価、希望など、修
了生の声を報告します。 まず、海外技
術者研修の概要について改めて紹介
します。
研修生の人選は、産油・ガス国各国の
派遣元が行いますが、基本的に産油・
ガス国の石油省または国営石油会社
等に勤務する探鉱・開発技術者であ
り、原則、石油上流業界において5年以
上の実務経験を持っている技術者で

技術力向上への貢献──
海外技術者研修

■海外技術者研修 招聘実績（1989年～2008年9月末現在まで）

あることが条件となります。 研修生は
日本に招聘され、原則JOGMEC技術
センター（TRC※1）の施設に宿泊しな
がら研修に参加します。 研修での使用
言語は英語です。
研修は、通常研修と特別研修に大別
されます。 下記の表を参照ください。 
これらの研修では、座学や演習だけで
はなく、日本の社会･経済･文化につい
ても触れる機会を持ち、研修生の日本
に対する理解が深まるようなプログ
ラムも実施しています。
研修が開始された1989年から2008年
9月末までの約20年間に、延べ42か国、
1,805人の石油などの探鉱・開発技術
者たちが研修に参加しています。

研修後のフォローアップ

研修修了後の継続的なフォローアップ
も産油・ガス国との関係強化には必要
です。
TRCの研修課では、定期的に「TRC 
NEWS LETTER」を発行し、最近の研
修内容とＴRCの状況などを、修了生と
派遣元機関に送付しています。 また、
JOGMEC役職員が研修生の母国へ出
張した際には、修了生や関係者を招い
て現地で情報交換会を開催するなど、
修了生との関係維持に努めています。
初期の修了生の中には、国の石油省や
国営石油会社などの幹部に昇進して
いる方々も少なくなく、日本の石油開
発企業からも、海外の国営石油会社等
との会議に修了生が出席すると互い
に親近感がわき、会議の内容も順調に
進みやすい、という評価も寄せられて
います。
この海外技術者研修により、石油などの
探鉱・開発技術力が向上し、また人的な
友好関係も深まれば、結果として新規
開発プロジェクトの発掘が進展し、日本
への石油の安定供給にもつながること
になるのです。
※1 TRC：Technology and Research Centerの略
※2 EOR：Enhanced Oil Recoveryの略。炭酸ガス
　　　　 圧入などにより原油を回収する技術。

JOGMEC海外技術者研修の使命

石油開発の
技術力向上への支援

特　集

※1 BP統計（2007年）
※2 海外技術者研修事業は1989年（平成元年）～2004年（平成16年）までは、旧石油公団が実施、2004年以降はJOGMECが引き継いでいます。

アメリカ、ロシア、中国に次ぐ、世界第4位の石油･天然ガスの消費国、日本。※1

エネルギーの大消費国の責務として、日本は、石油･天然ガスの探鉱・開発技術力の向上に寄与することで、
安定的かつ長期的な石油や天然ガスの供給をバックアップしていく施策を進めています。
その1つが、1989年※2より行われている「海外技術者研修事業」であり、
研修を通じて日本と産油・ガス国との人的な協力関係を一層、強くしていくことを目指しています。

Overseas Training Program

修了生に送るTRC NEWS LETTER（年3回発行）

■海外技術者研修の主なコース

通常研修
4コース1セット
各コース10週間

特別研修
各コース
3週間程度

物理探鉱コース

掘削マネジメントコース

油層工学コース

探鉱地質コース

LNGコース

イラン特別コース

イラク特別コース

EOR※2研究課

食堂ラウンジ図書館

大講堂

2008年6月「海外技術者研修」
掘削マネジメントコースオープニングセレモニー
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日本は私の第二の故郷。
JOGMECの海外技術者研修で
学んだ技術や知識を
インドネシアで生かしていきたい。

Doddy ： まずはじめに、JOGMECに感
謝の意を表します。 日本にはとても良い思
い出があります。 日本は第二の故郷です。
>>  ありがとうございます。 ドディさんは
1999年にJNOCで海外技術者研修の
物理探鉱コースに参加されましたね。
Doddy ： はい。 もう10年近く前になりま
すが、よく覚えています。 研修コースは
1月18日スタートで、 80日間くらい、ほぼ3
か月日本に滞在しましたから、ちょうど
冬から春先までいたことになります。
>>  日本の冬、そして春はいかがでした
か？ 4月頃は桜をご覧になりましたか？
Doddy ： ええ。 インドネシアとは違う気
候を楽しめました。 桜はとても素晴らし
かったです。

>>  さて、物理探鉱コースを終えた後は、
どのようなお仕事をなさっていますか？
Doddy ： インドネシアでは、毎年新しい
鉱区を公表し、開発事業者を募ります。
そのために、政府は私たちMIGASの職

員に、公開鉱区の推定埋蔵量を評価さ
せます。 私はMIGASのDirectorate of 
Oil and Gas Upstream Business 
Developmentで、石油・天然ガス鉱区を
評価する仕事をしています。 MIGASに
はほかに、Directorate of Oil and Gas 
Program Development、Directorate 
of Oil and Gas Downstream Business 
Development、Directorate of Oil and 
Gas Engineering and Environmental 
Development、Secretaryという部局が
あります。
>>  もう少し、ドディさんの仕事の内容
を聞かせてくださいますか？
Doddy ： ええ、いいですよ。 石油や天然
ガス田の探鉱作業を開始するための準
備をしたり、油ガス田が開発できた場合
の予備調査をします。 探鉱の結果、石油
や天然ガスが発見されれば、どのよう
に開発するのが良いのかを調査します。 
そして油ガス田の価値を査定した上で、
入札鉱区のプロモーションを行います。
>>  スタッフは何人位いるのですか？
Doddy ： 私のいるExploration Business 
Service Sectionは、現在10人のスタッフ
で200以上のコントラクター※3を動かして
いますから、とても忙しいですね。 でも、
すべてのコントラクターに満足してもらえ
るよう心掛けています。

>>  海外技術者研修で得たことは何で
すか？
Doddy ： 物理探鉱コースの講義を通し
て、新しい物理探鉱の知識や考え方･･･
多くのことを学びました。 私の専門であ
る地質学の知識に新しい知識を加える
ことができました。 JOGMEC（当時は
JNOC）の研修は、講義で理論を学び、
実験施設で演習を行い、フィールドで実
際の現場を体験でき、総合的にプログラ
ムされているところが良いと思います。
>>  Doddyさんは地質学者ですが、物理
探鉱コースの講義を受けられてどう思

モチベーションに大きな影響を与えまし
た。 私ももっと一生懸命仕事をしよう、日
本で学んだことを活用しようと思いまし
た。 研修に参加して、日本はとてもいい
国だと実感しました。 高度な技術を持
ち、都市は活気にあふれています。 また
道路や交通など、とても規則的な印象を
受けました。 ジャカルタの交通渋滞はひ
どすぎますので（笑）。
>>  最後に、研修を振り返り、何かご感
想をお聞かせください。 
Doddy ： JOGMEC（当時はJNOC）の海
外技術者研修コースは、プログラムがと
ても充実していますが、一つ感じたこと
があります。 インドネシアやアラブ諸国な
どからの研修生が多かったので、イスラム
教の大切な行事のある日を避けたコース
日程を組んでいただくと、私たちの悩み
は解決します。 また、若いエンジニア向け
のコースだけでなく、学んだ知識を再確
認するための、短期間の中間管理職向け
のコースも設けてもらえれば、また研修に
参加することができます（笑）。
>>  今日はありがとうございました。

4月の桜は素晴らしかった

新しい知識を吸収し、
日本の文化に触れた
海外技術者研修コース

インドネシアの政府機関である
「エネルギー鉱物資源省 石油ガス局（MIGAS）」。
今から9年前、このMIGASの若い地質学のエンジニア、
Doddy Pribadi氏が日本を訪れた。
赤道周辺に位置する国から、四季のある国へ。
資源に恵まれた国の技術者が、
JOGMECの海外技術者研修で得たものは何か。
現在の仕事にどう生かされているか。
ジャカルタのオフィスで話を聞きました。

Mr. Doddy Pribadi
インドネシア 
エネルギー鉱物資源省 石油ガス局（MIGAS※1）　
Directorate of Oil and Gas Upstream Business Development
Geologist,Head of Exploration Business Service Section

※1 MIGAS ： インドネシア･エネルギー鉱物資源省石油
　　ガス局。 英語名はDIRECTORATE GENERAL OF     
　　OIL AND GAS。
※2 JNOC：旧石油公団のこと。 英語名はJAPAN
 　 NATIONAL OIL CORPORATION。
※3 コントラクター ：請負業者のこと。石油探鉱・開発事業
　　においては、作業請負業者として、掘削請負業者（ド
　　リリング・コントラクター）や物理探査請負業者など
　　が活躍するが、このほか鉱業権を独占する国営会社
　　と外国石油会社との間で開発請負契約、生産物分与
　　契約、あるいはその他のサービス契約が締結されて
　　石油開発が行われる場合に、その外国石油会社はそ
　　の国の中ではコントラクターと呼ばれる。
　　《出典：石油・天然ガス用語辞典》

1999年 JOGMEC（当時はJNOC※2）
海外技術者研修
物理探鉱コース参加

海外技術者研修

［OBの活躍］

INDONESIAJAKARTA

いましたか？
Doddy ： 地質学と物理探鉱学は異なる
分野ですが、関連性があります。 研修で得
た新しい知識は、日々 仕事をする上での
支えとなっています。 特に1999年当時の
私のような若いエンジニアにとっては、
とても貴重な経験でした。
>>  様々な国から来た参加者と一緒に
英語で講義を受け、3か月もの長い間日
本に滞在する中で講義以外で学んだこ
とはありますか？
Doddy ： 他の参加者の皆さんの態度・
行動から、それぞれの文化を学びまし
た。 そして日本の文化に触れました。 日
本の文化や日本の人々にとてもいい印
象を持ちました。

>>  コースには「日本紹介プログラム」も
ありましたが、いかがでしたか？
Doddy ： そうですね、特に日本語の授業
が好きでした。 また生け花や書道も楽し
かったですよ。 そして何といっても、研修
の一環で日本の象徴的な場所を訪れる
ことで、日本の文化を知ることができまし
た。 また、実際の石油の採掘現場を見る
ために新潟にも行きました。 そこで生ま
れて初めて雪を見たのです。 インドネシア
とは自然環境の大きく異なる場所で、石油
操業が行われている現場を見て感激し
ました。 インドネシアには雨季と乾季の
2つの季節しかありませんし、雪の中での
石油生産は見ることがないですから。 
広島で訪れた平和記念資料館では、戦
争の悲しい記憶に感銘を受けました。 
今でも忘れられません。 そうした研修
旅行中もJOGMEC（当時はJNOC）の
スタッフの方は皆さんとても親切にして
くれました。 感謝しています。
>>  研修を終えて、日本や日本人に対す
る印象は変わりましたか？
Doddy ： もちろんです。 研修コース中か
ら徐 に々変わっていきました。 日本人は
とても規律正しく、真面目で友好的で
す。 そして皆さん教養があります。 私の

MIGAS Exploration Business Service Sectionの
スタッフたち

イ ン ド ネ シ ア か ら の 報 告

美しい日本の風景と親切な日本人、
そして規律正しい日本の社会

現在の仕事は
石油・天然ガス探鉱入札鉱区
の評価やプロモーション
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物理探鉱の技術者として、
JOGMECの研修で一気に成長。
アブダビでの新しい油ガス田の
発掘に貢献していきたい。

Haitham ： ADNOCへお出でいただき、あ
りがとうございます。 多くの研修卒業生の
中から選ばれたことを光栄に思います。
>>  こちらこそ、お忙しい時間を割いて
いただいて感謝しています。 さて、早速、
お話を伺います。 JOGMECの海外技術
者研修は、各国の石油開発技術者が寝
食をともにしながら専門分野の技術を学
び、また、日本への理解も深めてもらうも
のですが、ハイサムさんは全体としてどの
ように感じましたか？
Haitham ： JOGMECの研修のような総合
的なコースは他には知りません。 私が今
まで経験したトレーニングコースの中で
一番良いものでした。 また専門分野が
同じ他国の友人を得られたことも貴重
な財産になりました。 彼らのうち、数人と
は今でも連絡を取り合っています。
>>  講義の内容はいかがでしたか？
Haitham ： 私の専門である“物理探鉱”と
JOGMECの「物理探鉱コース」の研修
内容は、ピッタリ合っていました。 年の
若かった私は、技術者として一気に成長
し、必要とする知識や経験をすべて得ら

れました。 とても良かったのは、実際に
研究に携わっている研究者と研究内容
について議論することができた点です。
素晴らしい経験となりました。 実際に研
究を行っている人は、知識だけの人より、
研究内容のはじめから結果まで理解し
ており、この議論を通じて深く勉強する
ことができたからです。 このコースの素
晴らしい点の一つだと思います。
>> 研修は現在のお仕事に生かされて
いますか？
Haitham ： ええ、もちろんです。 私は今、
砕屑岩※2の研究を行っています。 地中
のかなり深い所にある砕屑岩に注目し
ています。 およそ地下3,900～5,100メー
トルの深度における天然ガス埋蔵の可
能性を調べています。 JOGMECの研修
で幅広い知識と砕屑岩に関する知識を
得ることができましたから、ADNOCに
戻ってからエクソンモービル※3との共同
研究を任されました。 研修を終えたから
こそ抜擢されたのです。

>>  母国やADNOCへの貢献について、
お聞かせください。
Haitham ： 私は物理探鉱学者で、地中の
油・ガス構造を研究する専門家です。 ア
ブダビ首長国では、多くの石油生産プロ
ジェクトが進行しています。 現在、アブダビ
首長国では日量約260～270万バレルの
原油を生産していますが、ADNOCへ貢
献するために、私たちは、さらに新しい石
油･天然ガスの発見を求めて研究を進め
ています。 ADNOCも国も私たちのよう
な探鉱学者を必要としています。 政府が
石油・天然ガスの探鉱以外に土地利用
を進める際には、事前に地中に何がある
かを調べることとなります。 資源発見の
可能性があるなら、探鉱以外の土地利
用は取り合えず、やめるでしょう。 物理探
鉱の専門家として、地中の探査データを
解釈し、マップを作り、資源の有無を研究
する仕事を通して、国やADNOCへ貢献
していると思います。

京都や奈良のお寺にも行きましたが、
東京の浅草のお寺、浅草寺が一番好き
です。 あとは、広島の街が好きです。 平
和記念資料館は素晴らしいですね。
ADNOCの同僚が日本へ出張する時は、
お奨めの訪問ポイントを伝えています。
私自身、また日本へ行ってみたいですね。
まだ独身なので、ハネムーンで行くかも
しれません。

>>  さて最後に、将来JOGMECの研修
に参加する人へ、何かアドバイスをお願
いします。
Haitham ： 物理探鉱コース、掘削マネジメ
ントコース、探鉱地質コースなどに参加す
るのであれば、母国に戻った時に自分が
携わるプロジェクトのことを考えて参加す
るように、とアドバイスしたいですね。 日本
で、必要な知識や経験を優先的に得る
ことで、修了後の仕事に研修で学んだ
結果を反映させることができます。 あと、
できるだけ多くの知識を得て国に帰るこ
とです。 国では、「日本で何を学んだ？」と
必ず聞かれるでしょうから。
>>  ありがとうございました。 ハイサム
さんのこれからのご活躍を祈っています。

研修後、
共同研究スタッフへの抜擢

使命は、
新しい油ガス田の発見

アラブ首長国連邦（U.A.E.）･アブダビ首長国の
国営石油会社、「ADNOC※1」の若い物理探鉱学者、
Haitham Saleh Al Senani氏。彼は2006年JOGMECの
海外技術者研修「物理探鉱コース」に参加。
多くの知識と経験を得て、現在大きなプロジェクトにも
抜擢され、将来を嘱望されている。
研修の成果を生かした技術者としての飛躍や、
現在の彼自身の研究テーマなど、興味深い話を
ADNOCオフィスで聞きました。

Mr. Haitham Saleh Al Senani
U.A.E. アブダビ首長国
アブダビ国営石油会社（ADNOC）　
石油資源開発部
物理探鉱学者

※1 ADNOC：Abu Dhabi National Oil Company
　　の略。
※2 砕屑岩：さいせつがん。 clastic rock。 地表の岩石から
　　風化・侵食によって生じた粒子（砕屑物）によって構成
　　されている堆積岩。 特に、火山由来の粒子が堆積してで
　　きたもの（凝灰岩など）は、火山砕屑岩（火砕岩）と呼ぶ。
※3  エクソンモービル：エクソンモービルコーポレーション
　　（Exxon Mobil Corporation, NYSE:XOM）は、アメ
　　リカ合衆国テキサス州を本拠地とする世界最大の民
　　間石油会社。 スーパーメジャーと呼ばれる6大石油
　　会社の1つに名を連ねており、エネルギー資源の
　　探鉱・開発から輸入、精製・生産、物流、そして販売
　　に至るまでの一貫した操業体制を執っている。

2006年 JOGMEC海外技術者研修
物理探鉱コース参加

海外技術者研修

［OBの活躍］ U.A.E.
Abu Dhabi

>>  ガス田の探鉱・開発にも力を入れて
いますか？
Haitham ： ええ。 多くの国が天然ガスの
開発を重要視しています。 ご存じのよう
に天然ガスは燃焼時のCO2排出量が比
較的少ないので、環境対応からも注目さ
れています。 油田地帯で天然ガスが産出
されることが多いのですが、天然ガスを
生産すると地中の圧力が下がり、石油の
生産量が落ち込むことになります。 です
から、別の方法で生産力を維持・向上さ
せる必要があります。 私はこの分野での
経験が十分ではないのですが、私は、
CO2の圧入で原油の生産力を維持・向上
させる方式が有効ではないかと思いま
す。 ですから、JOGMECの研修でも、天
然ガスに関する研修コースを取り上げ
てくれたら良いと思います。

>>  日本や、日本人の印象はいかがでし
たか？
Haitham ： 日本の良い点は、まず安全な
ことです。 夜に道を歩いていて、怖いと
思ったことはありません。 一つ感じたこ
とは、日本の人たちは、英語を話したがら
ないということです。 でも、道を尋ねたり
したとき、言葉が通じなくても、人に助け
てもらう方法はあるので、不便は感じま
せんでしたが。
>>  日本と母国の違いで、印象に残った
ことは？
Haitham ： 日本人が仕事に対してとても
熱心なところが好きです。 仕事に対して
強い責任感を持っています。 私たちの文
化や西洋文化と少し違うと感じました。 
例えば、ミーティングが9時に始まるとす
ると、日本人は9時にはその場にいます。 
私の国では、人が集まるのは9時15分と
か20分とかで、それが許されます。 時間
には余り厳格ではありません。 この点、私
たちも日本人を見習うべきです。 私自身
は時間を守る努力をしています。
>>  日本で一番気に入ったことは？
Haitham ： お寺です。 美しかったですね。

ADNOCスタッフとの打ち合わせ

U. A. E. か ら の 報 告

日本について、
お気に入りの名所は･･･

将来の研修参加者への
アドバイス
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比率は3％以下となっています。

イラクの復興には、この生産量を改善

することが必要であり、そのため同国

の石油産業において必要な人材の

育成が重要な課題の一つと考えられ

ます。

こうした状況下、2005年12月に二階

経済産業大臣（当時）が、イラクのウ

ルーム石油大臣（当時）と会談し、石

油・天然ガス分野において両国の協力

関係を推進していく共同声明に署名

しました。 その中で、2006年度から

2年間で石油・天然ガス分野における

イラク人を対象とした1,000人規模の

研修を行うことが合意されています。

JOGMECでは例年、海外技術者研

修を実施しているほか、2005年度に

は35名のイラク人研修生を対象に、

掘削現場における管理責任者クラス

の養成を目指したイラク特別研修

（掘削マネジメントコース）を実施

しました。 こうした実績も考慮され、

前記の“イラク1,000人研修”では、

JOGMECが中心的な役割を担いまし

た。 JOGMECは企業や機関と協力し、

2006年度には10コース・198人、2007

年度は30コース・582人と、全40コー

ス・計780人のイラク人研修生受け入

れに貢献しました。

本研修により、知見を深め、技術を身

に付けたイラク人研修生は、自国の石

油・天然ガス分野で大きな力を発揮

し、イラク再建の推進力となるはず

JOGMECを中心に、
“イラク1,000人研修”を実施

“イラク1,000人研修”の研修風景

トピックス---日本・イラクの発展的な協力関係構築に向けて　イラク1,000人研修遂行に大きく貢献 トピックス---日本・イラクの発展的な協力関係構築に向けて　イラク1,000人研修遂行に大きく貢献

です。 また、こうした人的交流・技術

移転が、日本とイラクの発展的な協力

関係を構築し、将来的に日本のエネル

ギーの安全保障につながることが期

待されています。

1980年代のイラン・イラク戦争、1991

年の湾岸戦争、そして記憶に新しい

2003年のイラク戦争と、イラクには

度重なる戦争による深い傷跡が残っ

ています。 イラク戦争の終結直後に

行われた国連及び世界銀行の調査に

より、2004～2007年の復興ニーズ（治

安分野と石油セクターを除く）は、356

億ドルに当たることが判明しました。 

2003年10月にスペイン・マドリッドで

開催されたイラク復興国際会議には、

日本を含む73か国、20の国際機関、13

のNGOが参加。 2007年末までの期間

中に、有償・無償を問わず各国が総額

330億ドル以上の資金協力を行うこ

とを決定しました。

同会議で共同議長を務めた日本は、当

面の支援として15億ドルの無償資金

支援、さらに中期的な復興を見据え、

円借款を基本とする最大35億ドル の

支援を表明。 これに加えて、約60億ド

ルの債務救済支援を表明し、実施して

います。

こうしてスタートした国際的な取り

組みの背景には、イラクの復興が国民

はもとより中東地域や国際社会の平

和と安定にとって、極めて重要な課題

であることが挙げられます。 民族・宗

教問題が国境をまたいで混在する中

東地域。 イラクはその中心に位置し、

6つの国と隣接しています。 イラクの

復興は同地域と国際社会の一層の安

定確保の鍵といえるでしょう。

また他方で、世界のエネルギー資源問

題においても、イラクは重要な位置付

けにあります。 2007年末、イラクの原

油確認埋蔵量は、1,150億バレルとさ

れています。 これは、サウジアラビア、

イランに次いで、世界第3位の確認埋

蔵量です。 しかし、大きな埋蔵量を誇

りながら、経済制裁等の影響で石油開

発事業が停滞し、同年の原油生産量

は214.5万バレル／日と世界の中での

終戦後、再建を目指すイラク

イラクの石油ポテンシャルに
注目が集まる

世界の原油確認埋蔵量（2007年末）

《出典：BP統計》《出典：外務省HPより抜粋》

単位：十億バレル■イラク共和国概要

1　 物理探鉱コース

2　 原油増進回収技術コース

3　 掘削マネジメントコース

4　 探鉱地質コース

5　 掘削マネジメントコース

 6　 油層工学コース

 7　 設計者のためのガス処理プラント解説コース

 8　 原油生産のための地上設備計画コース

 9　 運転保全員のためのガス処理プラント解説コース

10　最新の探鉱・物理探査技術解説コース

■イラク1,000人研修 JOGMEC分研修コース（計780人受講）

2006年度（2006年7月～2007年3月／全10コース・計198人受講）

全世界合計
1237.9

イラク
115.0

ロシア
79.4

リビア
41.5

ベネズエラ
87.0

U.A.E
97.8

カザフスタン
39.8

ナイジェリア
36.2

その他
237.1 サウジアラビア

264.2

クウェート
101.5

イラン
138.4

 1　 

 2　 Petroleum Systems Analysis

 3 　

 4　 Advanced Drilling Management with WellCAP

 5　 Pumps, Design, Application, Selection, Operation (Rotary Machines)

 6　 

 7　 

 8　 

 9　 Refinery Tech. and Maintenace: Short- and Long-Term Maintenance and Planning

10　Project Management (Organization & Tools)

11　Administration Procedures

12　Environmental & Sanitary Engineering Courses for Fresh Civil Engineers

13　Foundation Engineering & Structural Engineering for Fresh Civil Engineers

14　Practical Productivity Improvement in Petroleum-Related Companies

15　

16　Environmental Management

17

18　Inspection Activities (Methods & Applications, International Standard & Code)

19　Economic Analysis

20　Measurement & Custody Transfer

21　Crude Oil Artificial Lifting Systems

22　Heavy Oil Production & Upgrading Technologies

23　Effective Negotiation, Principles & Guidelines

24　Financial Reporting & Economic Analysis for Petroleum Industry

25

26　Design and Operation of Waste Water Treatment for Oil & Gas Industry

27　Service Rig Maintenance 

28　Accounting & Auditing Financial Standards

29　Computer Aid Drafting & Design for Civil and Mechanical Works

30　Sour Gas Treatment & Sulphur Recovery Technologies

2007年度（2007年5月～2008年2月／全30コース・計582人受講）

Telecommunication Technologies Incl. Digital Microwave Network System,
Satellite Communication System (VSAT) and Optical Fiber Access Network System

Water Treatment Technologies & Applications, Boiler Feed Water,Cooling Water & 
Fire Water

日本・イラクの発展的な協力関係構築に向けて

イラク1,000人研修遂行に大きく貢献
2008年6月、復興が進むイラクを甘利経済産業大臣（当時）が訪問し、同国シャハリスターニ石油大臣と

両国関係の強化等について意見交換を行いました。 世界有数の埋蔵量を誇る石油・天然ガスの開発と

既存施設の復旧、そして関連産業の育成等とともに話題に挙がったのが、2006年度から2年間にわたり

実施され、JOGMECも深く関わった“イラク1,000人研修”です。 ここでは、本研修の概要を報告します。

海外技術者研修
イラク研修編

首都：バグダッド（人口約500～600万人）
面積：約43.74万平方キロメートル（日本の約1.2倍）
人口：約2,710万人（2004年推定／世銀）
言語：アラビア語、クルド語（ともに公用語） 他
民族：アラブ人（シーア派約6割、スンニー派約2割）、クルド人（約2割）、
　　 トルクメン人、アッシリア人 等
宗教：イスラム教（スンニー派、シーア派）、キリスト教 他
GDP：526億ドル（2006年／IMF推定値）
所得水準（一人当たりGDP）：1,941ドル（2006年／IMF推定値）

【基本データ】

Oil Fields Surface Facilities: Up-to-Date Technologies Incl. Process System
Engineering and HSE

Gas Processing (NGL, LPG) Facilities: Up-to-Date Technologies Incl. 
Process System Engineering and HSE

Natural Gas Dehydration, Compression using Centrifugal, Reciprocation and
Screw Compressors 

Design for Static Equipment (Pipeline, Boiler and Pressure Vessels) 
in Oil/Gas Plants

SCADA Systems and Industrial Network for Petroleum Industry
for New Engineers and Operators 

Human Resource Management: Human Resource Development
for Organization Vitalization and Performance Evaluation



小学生の頃から水泳を始め、中学、高校と水泳部に所属していまし

た。 大学でも、もちろん水泳部でしたが、そこで転機が訪れました。

コーチにマネージャーを任されたのです。それからは、同級生たち

の練習を世話する毎日。 水泳を辞めようと思ったこともありました。 

でも、自分がサポートしていた2学年下の奥野という選手が、ロサン

ゼルスオリンピックに出場したのをきっかけに、意識が変わりまし

た。 自分はコーチという立場で、選手時代には考えもしなかった大

きなことを成し遂げることができると思ったのです。 その時の経験

が忘れられず、幼少時代に通った東京SCに就職し、水泳コーチの道

を歩み始めました。

北島康介と出会ったのは、彼が東京SCに通い始めた小学1年生の頃。

中学2年生からはコーチとして直接指導してきました。 当時は体の

線も細く、飛び抜けて目立つ選手ではありませんでしたが、気持の強

さはピカイチでしたね。 現在もそうですが、試合に入った時の康介

は、グッと強い目つきになります。 こういう負けん気の強い子なら、

世界を相手に戦えるかもしれないと思いました。 国際大会、特にオ

リンピックのプレッシャーは計り知れません。 そういう場面で実力

を発揮するには、強いハートが必要です。 欧米ではメンタルトレー

ニングで精神力を強化するのが一般的ですが、康介にやらせたこと
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各界で活躍する著名人に、プロフェッショナルの視点で、ご自身の
生き方論や仕事論を語っていただきます。

平井伯昌
水泳コーチ

プロフェッショナル・ハート

オピニオン---プロフェッショナル・ハート

平井伯昌（ひらいのりまさ）
1963年、東京都足立区に生まれる。
6歳から東京SC（スイミングセンター）で水泳を始め、早稲田中学校、
早稲田高校、早稲田大学と水泳部に所属し、大学卒業後は東京SCに入社。
1989年、全国大会選抜選手クラスの担当コーチとなり、
北島康介選手と出会う。 2000年シドニー五輪、2004年アテネ五輪、
2008年北京五輪では、競泳日本代表のコーチを経験。
北島選手や中村礼子選手などを指導する名コーチとして注目を集める。
2008年10月には、競泳日本代表のヘッドコーチに就任。
2009年から本格的な活動を開始予定。
また2008年11月、自身の指導法などを記した
著書『見抜く力　夢を叶えるコーチング』（幻冬舎）が発売され、
人気を博している。

世界で勝てる選手、そして日本水泳界を育てるために。
指導者としての戦いはこれからも続く
プレーヤーからマネージャーへ。
大学時代の挫折が、コーチとしてのスタートラインに

はありませんね。 柔道や剣道など、日本には古くから、身体を鍛える

ことで精神を強くしていくという考え方があります。 水泳にもそれ

が当てはまると思うのです。 このように、海外の指導論やトレーニン

グ方法をそのまま真似るのではなく、日本人に適したやり方を考え

ていくのが私のコーチングスタイルです。 以前、雑誌で「都市鉱山※」

の記事を読み、資源の乏しい日本が、技術的な工夫により、資源確保

を目指していることを知りました。 これをスポーツに置き変えると、

独自の戦術・トレーニング方法で、体格（＝資源）では勝る外国人選

手と互角に戦っていくことを意味します。 産業もスポーツも同じだ

と知り、大変興味深かったですね。

オリンピックに関する報道などでは、日本勢のメダル獲得個数に注目

したものが多いのですが、個人的には間違っていると思います。 “数”

ではなく、もっと“色”にこだわるべきです。 同じメダルでも、完全勝利

の金と、誰かに負けた銀・銅では、全然意味合いが違います。 それに、

本気で金メダルを狙えば、自ずとそのほかの色のメダルも付いてくる

はずです。 競泳日本代表のヘッドコーチという立場に立った今、自分

の使命は、“勝ちにこだわる水泳”を日本中の選手やコーチに浸透させ

ていくこと。 2012年のロンドンオリンピックに向けた戦いは、すでに

始まっています。
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2007年、JOGMECは先の“イラク1,000人研修”の実績を踏まえ、日本・イラクのさらなる協力関係の構築に向けて、イラク

既存油田の共同スタディとそれによるイラク技術者を対象とした研修の実施を決定しました。 この油田共同スタディ・研

修は、より実践的な内容となっており、2008年2月から実施中です。 2008年9月現在、探鉱地質に関する油田共同スタディ・

研修を終えています。

日本とイラクの未来を見据えて

油田共同スタディ・研修

イラク研修最新情報

トピックス---日本・イラクの発展的な協力関係構築に向けて　イラク1,000人研修遂行に大きく貢献

油田共同スタディ・研修の研修風景

油田共同スタディ・研修に参加するイラク技術者たち（3点とも）

JOGMECは、経済産業省

から交付を受けている産

油国石油精製技術等対

策事業費補助金により、

日本企業が実施するイラ

ク研修にかかわる費用を

支援しています。 2008年

度は、国際石油開発帝石

株式会社（現在）の7コー

スと石油資源開発株式会

社の4コースを採択して

います。

先に述べた2008年6月の甘利経済産

業大臣（当時）とイラクのシャハリス

ターニ石油大臣との意見交換にお

いて、日本・イラク共同プレス声明が

発表されました。 本プレス声明に

は、2009年から2013年の5年間にわ

たり、毎年約100人のイラクの石油・

天然ガスに関する技術者に対して、

研修を行うことが含まれています。 

現在、研修内容や実施時期等につい

て調整が行われています。

（経済産業省 産油国石油精製技術等対策事業費補助金事業）
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“イラク1,000人研修”を通して、強い絆を結んだ日本とイラク。

ここではこの研修以降、実施中または実施予定のイラク研修を紹介します。

これらは、ポスト“イラク1,000人研修”にあたる、

日本・イラクのさらなる関係強化に大きく貢献する事業として、

両国から大きな期待を寄せられています。

■コース内容
イラク500人研修
実施予定

競泳日本代表のヘッドコーチとして、
勝ちにこだわる姿勢を日本水泳界に広めていきたい

産業もスポーツも同じ。日本独自の方法で、世界と戦う

※ 都市鉱山：使用済みの携帯電話やパソコン基盤などの廃棄物の中に存在する、銅や金、レアメタ
ルなどを「鉱山」に見立てた考え方。 それらの資源を回収するリサイクル事業が推進されている。

産油国研修事業

国際石油開発帝石株式会社（現在）

① 生産鉱区のプロジェクトマネジメントコース
② 掘削技術・掘削作業コース
③ 生産施設・操業コース（1）
④ 生産施設・操業コース（2）
⑤ 三次元地震探査収録コース
⑥ 油層マネジメントコース
⑦ 生産原油処理コース

① 3D地震探鉱・解釈コース
② 石油システム評価技術コース
③ 貯留層地化学コース
④ 最新の探鉱・物探技術解説コース

石油資源開発株式会社

実施中

実施中




