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世界を巡る写真家たちが見た
もうひとつの地球の顔
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ラスカは1867年に帝政ロシアからアメリカに売却された土地だ。アメリカは総額720万ドル（1ha
当たり5セント、同年の連邦政府予算支出は約3億5,700万ドル）という、かなりの破格値で購入し

たのだが、それでも交渉をまとめたアメリカの国務長官は「巨大な冷蔵庫を買った男」として、国民から激
しく批判されたそうだから、当時は、まったく価値のない二束三文の土地だと思われていたのだろう。とこ
ろがその直後に多くの金鉱が見つかり、アラスカはゴールドラッシュに沸く。そして20世紀後半にはアメリ
カで最大の産油地となり、貴重なエネルギー供給基地として再び大きな注目を集めた。つまり地下に眠る
資源を考えれば実に価値のある土地だったわけだ。それに加えて今では世界中から多くの人が訪れる観
光地としても人気がある。その理由は、ここでしか見られない美しい風景があるから。写真はアンカレッジ
の南にあるキーナイ半島で撮影した夜中２時の光景だ。太陽は、ほぼ地平線に沿って横切っていくため
完全な白夜にはならず、夕焼けから朝焼けまでオレンジ色の美しい空がずっと続く。それが海に反射し、
全体がやさしい光に包まれる。こんな感動を味わえるのも、アラスカのもつ魅力の一つなのである。

ア

JOGMECは世界のさまざまな
国で、資源開発などの活動を展
開しています。このページでは世
界を駆け巡る実力派の写真家
の作品を紹介します。彼らがカメ
ラを通して見た風景にどのような
感動を覚えたのか、その思いを
写真と文章でお伝えします。

残間正之（ざんま・まさゆき） 
北海道生まれ。フォトジャーナリスト。辺境地の旅とフィッシングを探求。ロッドとカメラを抱
えて世界69カ国を旅し、NHK(BS2)「世界つり紀行」やCS放送「旅チャンネル」などに出
演したほか、世界を巡るアウトドア関連雑誌の連載を担当。2010年春、心臓手術を機に
40年の東京暮らしに終止符を打ち北海道で再スタート。現在はジャーナリスト活動に加え
てその豊富な経験をもとに、辺境民族の暮らしやアンデス遺跡調査、地球を楽しむフィッシ
ングなどに関する講演活動も行っている。 
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福島敦子×大竹健司
　　　　　　　   　 　（キャスター、エッセイスト）　　（JOGMEC石油ガス備蓄部建設計画管理課長）

地下岩盤タンクにLPガスを備蓄する日本初のプロジェクト
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今、なぜ石炭が重要視されているのか？
石炭

石炭は、3,000年前に焼き物作りに使われていたといわれるほど歴史あ
る燃料です。しかし大量に使用されるようになったのは18世紀半ばから
で、新たに発明された蒸気機関のエネルギー源として、産業革命推進
の担い手になりました。ところが、20世紀半ば以降、中東で大規模油田
の発見が相次ぎ、石炭は主役の座を奪われます。しかしオイルショック後
は供給安定性の高さとコストの優位性で見直され、再び注目を浴びるよ
うになりました。そして現在、石炭は多くの国で発電用の燃料や製鉄用
の原料として欠かせない存在になっています。
なお、化石燃料の中では豊富にあると思われている石炭ですが、中国
やインド、そして新興国における需要の急速な拡大を考えていくと、決し
て潤沢というわけではありません。従って日本が将来に向けての安定的
な供給を実現していくには、継続した資源開発が必要になります。今回
の法改正を受けてJOGMECは、次のような事業を積極的に進め、この
古くて新しいエネルギーの確保に努めていきます。

JOGMECが行う主な石炭資源開発支援業務
●探鉱段階における出資、開発段階における債務保証
●石炭資源開発促進のための民間調査支援、産炭国共同調査
●石炭資源開発に関わる技術実証、産炭国への技術移転
●石炭資源開発に関わる日本企業への情報提供

＊ベースロード電源
電力需要は時間や季節によって大きく上下しますが、その
最も低いベースの部分は一定の電力供給が可能な電源
で分担しなければなりません。これをベースロード電源とい
い、他の電源による発電設備よりも優先して運転されます。

わが国における「資源開発への支援機能」の集約化を図り、
効率的な支援体制の構築を目的として、このたびJOGMEC
が、従来の石油、天然ガスや金属に加えて、石炭や地熱に
関する開発支援業務も管轄することになりました。発電や製
鉄などに幅広く使われる石炭は、今後も旺盛な需要が見込
まれ、エネルギー資源開発に多くの実績を持つJOGMECの

今、なぜ地熱発電が重要視されているのか？

地熱発電

再生可能エネルギーへの期待が高まる中で、大きな注目を集めている
のが地熱発電です。その理由は主に４つあります。

①日本のような火山国ほど資源量が大きい
②再生可能エネルギーの中では水力発電と同じように出力が安定して
いるのでベースロード電源＊になりえる
③二酸化炭素の排出量がきわめて少なく、その他の環境負荷も低い
④日本企業が海外に多くの地熱発電設備（タービン）を輸出しており技
術力が高い

地域ごとの地質的特性に大きく依存する地熱発電を日本で積極的に
推進していくには、資源量や建設による環境への影響などを詳細に調
査していく必要があります。JOGMECは、地熱発電が今後の総合的な
エネルギー戦略において有望な選択肢の一つとなるよう、さまざまな支
援を行っていきます。

JOGMECが行う主な地熱資源開発支援業務
●環境への負荷を軽減する環境調和支援および地熱資源の初期調査支援のための助成
金交付
●探査段階における出資、開発段階における債務保証
●地熱資源開発に関わる日本企業への情報提供

活躍がますます期待されるところです。また、日本国内に豊富
に存在するとされる地熱資源についても、純国産エネルギーと
して、地熱発電開発への期待が高まり、JOGMECの持つ探
査・開発技術のノウハウを活かす好機と言えます。新たに加
わった石炭と地熱について、基礎知識から将来に向けての
課題までここに分かりやすくまとめてみました。

 今こそ考えたい
 　　  石炭と 地熱発電の

現在そして 未来　　 
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石炭石炭はこんなにたくさん使われている！

世界のエネルギーの３割は
石炭から生まれる

石油と並ぶ重要なエネルギー資源
　石炭が日常的に見られなくなってからずいぶん経ち、若い世代の中には「触っ
たことも、目にしたこともない」という石炭になじみのない人が増えているそうで
す。
　私たちの目の前から消えてしまった石炭は、もうそれほど重要ではないので
しょうか？
　ここで見てほしいのは、国際エネルギー機関（IEA）作成の「世界の一次エネ
ルギー需要見通し」です。この統計は、世界中の人々が使っているエネルギーを
資源別に集計したもので、今でも全体の約3割は石炭なのです（2010年）。さらに
IEAの見通しでは、石炭は2035年に至っても、アジアでの旺盛な需要を受けて、
依然として重要なエネルギー資源であり続けるのです。

発電では燃料、製鉄では
原料となる石炭
　日本では、石炭の用途として2番目に多
いのが鉄鋼製造用です。これは原料炭と
呼ばれ、発電ボイラー用の燃料として使わ
れる一般炭とは種類が異なります。
　製鉄所では、高炉と呼ばれる溶鉱炉に
鉄鉱石とコークスを何層にも重ね、燃焼さ
せます。すると内部が約2,200度の高温に
なり、鉱石が溶かされるのです。コークスは
石炭を乾留（蒸し焼き）してつくられる燃料

ですが、高炉の中のコークスは熱源となるだけでなく、鉄
鉱石に含まれる酸素を吸着する還元剤としても働きます。
このため単に燃料ではなく原料炭と呼ばれるのです。
　コークスはさまざまな種類の石炭からつくることができ
ますが、製鉄用としては、高い熱量を持ち、しかも重量の
ある鉄鉱石と層状に重ねて燃焼させても、一定時間形
状を保って通気性を確保するスペーサーの働きをしなけ
ればならないため、

れきせいたん

瀝青炭（column参照）の中でも粘結
性＊の高い強粘結炭が多く必要になります。
＊粘結性
空気を遮断した状態で石炭を加熱した場合、軟化・溶融したあとに再固
化して多孔質の固体になるものがあり、この性質を粘結性と呼びます。

将来に向けて
石炭に求められる課題とは？
　日本において重要なエネルギー資源である石炭の供給量を確保
するには、より積極的な戦略が望まれます。
　世界の石炭の生産・消費比率をみると、最大の生産国は中国で
す。同時に最大の消費国でもあり、既に大量の石炭を輸入している
ため日本への供給は期待できません。また生産量第3位のインドにつ
いても状況は同じでしょう。
　このため、日本はこれまで世界における代表的な石炭輸出国であ
るオーストラリアとインドネシアから必要な量の大部分を調達してきま
した。世界的に石炭の需要が高まりつつある現在、この2カ国に加え
て安定した供給先を見つけることが急務になってきています。
　現在、石炭の可採埋蔵量はアメリカ、ロシア、中国を中心に100年
分以上あり、石油に比べれば余裕があります。しかし、これはあくまで
石炭全体のデータであり、石炭の種類によって事情が異なるのです。

特に鉄鋼業に欠かせない原料炭（瀝青炭のうちの強粘結炭）は燃
料用の一般炭と比べて格段に埋蔵量が少ない上、産炭地も限られ
るという問題を抱えています。
　現在、世界に輸出される原料炭の多くはオーストラリア北東部のク
イーンズランド州で生産されていますが、2011年に起きたサイクロンに
よる大洪水で炭鉱が水没し、日本の鉄鋼業にも深刻な影響が及びま
した。このような事態を避けるためにも、新たな供給地の確保が欠か
せません。
　原料炭についてもう一ついえば、石炭メジャー＊と呼ばれる国際的
な大手資源会社による生産の寡占化が進み、売り手にとって有利な
価格決定がなされるようになってきました。そのような環境の中で、日本
はどんな取り組みをしていくべきなのかを考え、安価で安定した石炭
の供給ができるように支援していくことがJOGMECの役目なのです。
＊石炭メジャー
BHPビリトン（イギリス・オーストラリア資本）、リオティント（イギリス・オーストラリア資本）、ア
ングロアメリカン（イギリス資本）、エクストラータ（スイス資本）。

　石炭は古代の植物が地中に埋没したあと、長い年月をかけて変化したもの
です。生成された時代は、古いもので約3億5,000万年前、新しいものでも数
千年前といわれます。
　植物が石炭に変化する過程を石炭化と呼び、化学的には地中の圧力や
熱によって炭化水素中の水素と酸素が徐々に抜けていきます。その結果、炭
素の比率が高くなり、発熱量の高い燃料になっていきます。
　石炭の種類を示す「無煙炭、瀝青炭、

 あれきせいたん

亜瀝青炭、
かったん

褐炭、泥炭」という名称
は、石炭化の進行度を表したものです。左に行くほど色は黒くなり、発熱量が
高くなっていきますが、無煙炭にまでなってしまうと着火・燃焼性で劣るため、発
電には不向きで、粉鉄鉱石の焼結用や練炭の原料など用途は限られます。
　従って、最も高値で取り引きされるのは瀝青炭なのです。瀝青炭のうち粘

結性の高いものが製鉄用の原料炭になり、それ以外のものは褐炭、亜瀝青
炭などと合わせて燃料として使われることから、区別するために一般炭（ボイ
ラー炭とも）と呼ばれることがあります。

石炭の種類
column

世界の電力を支えている石炭
　それでは石炭は主にどんな用途に使われているのでしょうか。
　最も多いのは発電用です。1979年の第二次オイルショック以降＊、
世界の主要国は火力発電の主力燃料を石炭へと転換していきまし
た。日本においても、現在の総発電電力量の34パーセントは石炭

火力発電によるものです。
　海外ではその比率はもっと高く、石炭火力発電は世界全体の発
電電力量の約4割を占めています。さらに急成長を遂げる中国とイ
ンドではそれぞれ約8割、約７割と高くなっており、世界の電力は石
炭によって支えられていると言っても過言ではないのです。
　石炭は、化石燃料の中では、大きな敷地や環境対応が必要で
あるとか、柔軟な出力調整が難しいといった点が課題とされてい
ますが、火力発電の燃料として多く使われているのには次のよう
な理由があります。
①石油や天然ガスと比べて、低価格で安定している。②石油に比
べて産地が分散しており、供給が安定している。③天然ガスに比
べて輸送や保管・備蓄がしやすい。
　こうして石炭は、安定した電力供給には欠かせない燃料となっ
たのです。そして原子力や天然ガス火力など発電方式が多様化し
てきたあとも、石炭火力発電は依然としてベースロード電源の中核
をなす存在なのです。
＊第二次オイルショック以降
1979年の第二次オイルショックを受けて開催された第３回IEA理事会において、石油に
代わるエネルギー源としての石炭を見直し、石炭の生産、貿易および利用について加盟
国がとるべき諸施策を示した「石炭利用拡大に関するIEA宣言」が採択されました。これ
により新設される事業用火力発電所は、石炭またはLNGを燃料とするものに限られるよ
うになりました。

▶石炭の分類

利用のされ方
による分類

原料炭

石炭の濃縮の
程度による分類

一般炭

無煙炭

製鉄の原料として利用

主に発電用ボイラーで利用

練炭や豆炭などに利用

無煙炭 瀝青炭 亜瀝青炭 褐炭 泥炭

高 低
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その他水力原子力天然ガス石油石炭

▶世界の一次エネルギー需要見通し
出所：IEA「World Energy Outlook 2012」より作成
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（%）

その他水力原子力天然ガス石油石炭
*ロシア、中国、インドは2010年データ

出所：IEA「Energy Balance 2012」より作成▶主要国の電源構成（2011見込み）
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出所：経済産業省
▶日本の石炭の用途内訳

石炭総販売量
1億7,655万トン
（2010）
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出所：IEA「Coal Information 2012」より作成
▶世界の石炭生産比率

世界計
76億7,837万トン
（2011見込み）
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出所：IEA「Coal Information 2012」より作成
▶世界の石炭消費比率

世界計
75億9,585万トン
（2011見込み）
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出所：財務省 貿易統計
▶日本の石炭輸入比率

石炭輸入量
1億7,524万トン
（2011）
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インドネシア
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カナダ
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出所：IEA「World Energy Outlook 2012」より作成
▶地域別石炭需要の推移

日本
インド中国
ロシア欧州

アメリカ
1990 2010 2020 2035（年）

生産も消費も、中国、アメリカ、インドで世界の約7割を占めます。 オーストラリアとインドネシアで8割を占めています。
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石炭【石炭開発】
石炭の新規ソースを開拓せよ！
　現在、日本は消費する石炭のほとんどを輸入に頼り、特にオース
トラリアとインドネシアに依存しているわけですが、一般炭のユー
ザー企業の中には供給源の多様化を目指して、ロシア、北米、そし
て南アフリカや南米のコロンビアまで調達先を拡大する取り組み
を進めるケースが増えてきました。
　このような動きの背景にあるのが、
世界的な石炭需給の逼迫です。安定
的に石炭を調達するためには、日本の
企業が積極的に炭鉱権益を取得する
か、自ら炭鉱経営に参画することが必
要になってきたのです。
　こうした取り組みを支援していくの
もJOGMECの役割の一つです。これ
まで民間企業が進出しにくかった国
の未探査地域において、地質構造把
握のための基礎的調査を先行して進
め、調査したデータの分析や提供を行うことで日本企業のエネル
ギー資源獲得に協力していくのです。
　また、探鉱段階における出資や開発段階における民間金融機関
からの借入金に対する債務保証のツールを使うなど、日本の石炭
安定供給確保のための総合的な支援を行っています。

　製鉄用の原料炭に関して
は、良質の原料炭の産地が限
られているため一般炭と比べ
て確保が厳しい状況になって
います。前述のとおり、オース
トラリア以外からの優良な原
料炭の確保は、日本の産業の
基幹を支えるものとして喫緊
の課題といえます。
　近年、注目されているのが、
モンゴル、モザンビーク、ロシ
アの3地域です。それぞれ有望
な炭田があるものの、炭鉱か
ら石炭を輸送するための鉄道
や港湾などのインフラの整備が共通して遅れているため、設備投
資を含めて巨額な投資が必要になります。JOGMECでは新規原料
炭ソース開拓事業への支援を積極的に行っていきます。

【技術実証・普及】
低品位炭の有効利用
　石炭の種別のうち石炭化の進んでいない亜瀝青炭と褐炭は
低品位炭と呼ばれています。これらは発熱量が低く水分が多
い上、自然発火しやすいものもあることから、輸入に適さない
としてこれまでは利用範囲が限られてきました。しかし、低品
位炭の大規模な炭田はオーストラリア、インドネシア、アメリカ、
ロシアなど世界各地にあり、可採埋蔵量についても亜瀝青炭と
褐炭で全ての石炭資源の半分を占めるといわれるほど膨大で
す。従って、これら低品位炭に技術を加えることで新たな商品
にできれば、資源の有効利用につながります。

　低品位炭の改質技術のポイントは、水分の除去
です。現在インドネシアで、日本企業が開発した褐
炭熱水改質スラリー＊技術の商業化に向けた実証
プロジェクトが進行しており、JOGMECも支援を
行っています。この技術は低品位炭内部の水分を
抽出し、高濃度の石炭スラリーを製造するもので、
このスラリーを重油代替燃料として利用することに
より用途が広がっていきます。
＊スラリー
もともと泥という意味で、鉱物を粉末にして液体と混ぜて流体化した
ものを示す。

【社会貢献】
持続可能な石炭開発に向けた
取り組み
　持続的に石炭開発を進め、安定的に石炭を利用していくた
めには、環境対策や開発・生産地域における社会貢献が欠か
せません。なぜなら、環境問題や地域住民とのトラブルによっ
て石炭生産活動が停止したケースは少なくないからです。
　このような考えから、海外の産炭地域の経済発展や地域住
民の生活向上を実現するため、JOGMECでは環境問題に配慮
した「低炭素・資源循環型炭鉱地域」の形成に向けたマスター
プランの策定支援を開始し、既にモザンビーク、モンゴル、イン
ドネシアなどでプロジェクトが進行しています。
　社会貢献として産炭国側が求めているのは、探鉱・環境関
連技術の移管、鉄道や港湾などのインフラ整備、石炭関連産
業とそれに従事する人材の育成、産業用水や地域住民の水源
確保と水質管理などです。日本はこれらの分野で多くの実績を
持つ国だけに、進んだ技術を活かすことで産炭地域の健全な
発展に貢献できると、生産国の政府から期待されています。

新日鐵住金グループは、モザン
ビークで炭鉱開発プロジェクト
を進めています。
数年後にはそのレブボー炭鉱
からの高品位の原料炭を使っ
た鉄が日本で使われるのです
ね。

着 と々準備が進むレブボー炭鉱開発
topic

石炭を
もっと知るための
キーワード
石炭に関連した事業には、
あまり知られていなくても
重要なものがたくさんあります。
ここでは、石炭開発、
技術実証・普及、社会貢献の
3つの分野における
取り組みを紹介していきます。
JOGMECはこれからも幅広い領域で
石炭資源の開発活動を支援していきます。

ロシア
エリガ炭田
・インフラ整備必要

▶世界の優良原料炭開発・生産地の状況 出所：経済産業省資料を元に作成

モンゴル
タバントルゴイ炭田
・インフラ整備必要
・巨大市場に隣接

オーストラリア
ボーエン炭田
・新規案件は探掘条件悪化
・サプライヤー寡占状況
・近年、洪水等天候リスク増大

中国
山西省
・全量国内消費
・良質資源の希少化

モザンビーク
レブボー炭田
・インフラ整備必要

●
★
既存炭田
新規開発炭田

★

★

★

●

●

最新鋭のドラムカッターによる採炭風景　
提供：釧路コールマイン株式会社

モザンビークでの試錐調査の様子

現在、わずかながらも
北海道で石炭が生産
されています。このう
ち、国内で唯一坑内
掘りが行われている釧
路では、太平洋の海
底下で採炭が行われ
ています。

日本国内における石炭生産
column

モザンビークの石炭露頭

熱水改質スラリー
提供：日揮株式会社
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地熱発電安定した出力、
低い環境負荷と優れた性能
　それでは地熱発電所のしくみを見てみましょう。
　火力発電所のボイラーにあたるのが地中の地熱貯留層です。こ
こに掘られた

せいさんせい
生産井と呼ばれる

こうせい
坑井から蒸気と熱水が回収され、

汽水分離器を通って分離された蒸気がタービンを回して発電しま
す。一方、熱水は還元井と呼ばれる井戸を通して再び地中深くに戻
されます。タービンで使用された蒸気は、復水器で温水にしたのち

冷却塔で温度を下げてから、冷却水として再び使用されます。
　このように地熱発電は、火力発電と違いタービンを回すのに火
を燃やす必要がありません。つまり、天然のボイラーと地球の水循
環を利用した再生可能エネルギーであり、環境負荷のきわめて低
い発電方法だといえるのです。それをデータで示しているのが
「電源別の発電量当たりの温室効果ガス排出量」で、地熱は水
力と同程度という低い数値です。季節による変動がほとんどない
という強みもあり、石炭火力発電や水力発電などと同様、ベース
ロード電源としての重要な働きが期待されているのです。

日本は世界第３位の地熱資源大国

次代のベースロード電源として
高まる期待

「地熱」とはどういう資源なのか？
　地球は内側から核（内核、外核）、マントル（下部と上部）、地
殻という3層構造になっています。このうち大部分を占めるマントル
は、固体の岩石でありながら、地球内部で発生する膨大な熱エネ
ルギーによって大規模に対流しており、この運動の影響がプレート
（地殻とマントルの最上部）にも及ぶことで、大陸の移動や地震な
どが引き起こされるのです。
　マグマの活動もマントル対流によって起こされる現象の一つで
す。つまり固体のマントルは部分的に圧力が低くなったり、温度が
高くなったりすると、そこだけ溶けて液体になります。これがマグ
マの発生で、固体の岩石よりも比重が軽い上、液化して流動性が
高くなることから、地殻の岩石を溶かし込みながら徐々に上昇し
ていきます。そして地表まで達すると噴火となり、火山を形成する
のです。
　地下30キロメートルより深いところで発生したマグマは地殻中を
上昇し、多くは5～10キロメートルほどの深さのところで浮力を

失って滞留します。これを「マグマだまり」と呼び、1,000℃に達す
る巨大な熱源を持っているのですが、現在の技術ではそのエネル
ギーを直接利用するのは簡単ではありません。しかし、マグマから
放出された水分や、地表から浸透した雨水などがマグマだまりに
よって熱せられ貯留している「地熱貯留層」を見つければ、そこか
ら発生する250～300℃に温度が下がった蒸気や熱水を活用するこ
とで発電ができるのです。

地熱資源を有効活用するために
　地熱発生のメカニズムから分かるように、地熱の資源量と火山の
数には明確な相関関係があります。そして世界でも有数の火山国で
ある日本は、インドネシア、アメリカに次ぐ世界第３位の地熱資源国で
あり、しかも、この３国を三大地熱資源国と呼ぶことがあるほど恵まれ
た環境にあるのです。
　しかし、こうした状況にもかかわらず、日本ではこれまで積極的な地

熱発電の開発は行われてきませんでした。日本の地熱発電の設備
容量は資源量上位8カ国の中で最低です。世界では地熱発電所の
設置が着実に進む一方、日本では1999年の八丈島を最後に新規の
事業用地熱発電所の設置はありません。
　日本で地熱発電の開発がなかなか進まない理由としては、次のよ
うな点が考えられます。
・開発に長い期間がかかり、資源ビジネス特有のリスクもあることか
ら、投資決定の判断が難しかった。
・ベースロード電源としては、規模の大きい原子力や火力発電の導入
が優先されてきた。
・日本では地熱資源の多くが自然公園内にあり、法律上開発に制限
がある。
・「地熱発電所の建設によって温泉に影響が出るのでは」と懸念する
向きがある。
　しかし、再生可能エネルギーの利用拡大が期待される現在、地熱
資源国としての優位性を活かすという意味からも地熱発電の開発は
重要といえましょう。これらの問題を一つ一つ解決し、新たな資源利
用の道を切り開いていかなければなりません。そのためにも
JOGMECが果たす役割は非常に大きいといえます。

　地熱発電の開発で最も重要なのは、地中にある大きな地熱貯留層を見つ
けることです。
　地熱貯留層とは地層の割れ目に高温の蒸気や熱水が溜まっているものを
言います。一方、日本の金属鉱床に代表される鉱脈型熱水鉱床は地層の割
れ目に金属が濃集して脈状に固まったものなのですが、もともとは割れ目を満
たしていた熱水が生い立ちなのです。つまり、過去に高温の熱水で満たされた
地層の割れ目（＝地熱貯留層）の中で溶け込んでいた金属が、長い年月をか
けて沈殿すると金属鉱床となるのです。「今は鉱脈型熱水鉱床、昔は地熱貯

留層」というわけで、この二つは子孫と先祖のような関係です。
　JOGMECはこれまでの金属資源開発事業において鉱脈型熱水鉱床の
探査を数多く実施してきました。この分野では世界に誇る技術力やノウハウを
持っていると言っても過言ではなく、そしてそれらは地熱貯留層を探すときにも
有効です。
　また地熱貯留層から熱水や蒸気を取り出す技術は、石油や天然ガスを地
中から取り出す技術とも共通する部分が多く、応用が可能です。

地熱貯留層と金属鉱床
column

地殻

下部マントル

外核

内核

上部マントル

出所：資源エネルギー庁「地熱資源開発の最近の動向」（2012）
▶世界の地熱資源量と地熱発電設備容量（万kW）
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出所：電力中央研究所「ライフサイクルCO2排出量を評価」（2010年8月）

▶各種電源の発電量当たりの温室効果ガス排出量（CO2換算）
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▶地熱発電のしくみ
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地熱発電【高度な技術力】
世界の地熱発電所の多くは日本製
　国内における地熱資源の開発は遅れているものの、日本は地熱発
電技術の先進国として知られ、世界中に地熱発電設備機器を輸出し
ています。例えば地熱発電用タービンでは、日本のメーカー3社で世
界の3分の2のシェアを占めているのです。しかも最近は、タービンメー
カーがフルターンキー＊というかたちで発電所の建設そのものを請け
負うことが多いため、日本の技術で世界の地熱発電所の大半をつ
くっていると言っても過言ではありません。
　将来的には地下の資源評価を含めた総
合的な技術やノウハウも確立していくこと
で、日本は世界の地熱発電の普及にさらに
大きな役割を果たしていけます。同時に輸
出産業としても成長が期待でき、国内経済
への波及効果も大きいのです。
＊フルターンキー
プラントなど設備の建設に関して、設計・製造・組立・試運
転・指導・保証の全てを請け負う方式。「完成して鍵を回す
だけで設備が運転可能になるまでの仕事をする」という意
味でこう呼ばれる。

【稼働状況】
日本の地熱発電は電源の優等生
　現在、日本の地熱発電所は事業用と自家用とを合わせて全国17カ
所にあります。認可出力の合計は515,090キロワット（2012.9現在）で、
日本の総発電設備容量に占める割合はわずか0.2パーセントにすぎ
ない状況です。
　発電所の出力規模は小さいものの、日本の地熱発電における設備
利用率＊は平均して70パーセント台を維持しており、長く安定して利用
できる電源として高い評価を受けているのです。
＊設備利用率
発電所において設備をフル稼働した時に得られる発電電力量に対して、実際の発電量がど
のくらいの比率であるかを示す数字。火力、原子力、水力発電は点検や改修、運転調整で設
備を止めた時以外は、その設備に認められた最大出力（定格出力）で運転できるので設備稼
働率は高く、地熱発電も同様の高い数値を示す。これに対して気象による変動を受けやすい
風力や太陽光発電はかなり低い数字になる。

【世界に見る成長性】
5年で2倍に伸びる地熱発電量
　地熱発電はクリーンで安定した電源としての魅力があるだけでな
く、「自国の資源を利用するためエネルギーの安全保障に寄与する」

「地場産業として地域の活性化や雇
用創出につながる」といったメリット
が評価されていることから、世界の
多くの国が積極的に開発していこう
としています。中でもアメリカ、インド
ネシア、ニュージーランドでは2010年
から2015年までの5年間に発電量を
増大させる計画を進めており、世界
における地熱の総発電量はこの間に
約2倍になる見込みです。

【開発フロー】
初期調査から操業まで
　地熱は、他の再生可能エネルギーとは異なり、資源リスクを有してい
ます。地熱エネルギーを利用するためには、まず、地下にある地熱資源
を探し当てることが必要であり、そのために事業者は多くの時間とコス
トをかけることになります。以下のフローに示す地熱発電所の操業開
始までは、概ね10年程度を要します。
　そこでJOGMECは、事業者が負う資源リスクを低減するために、国内
での地熱資源開発を目的とした以下の3つの支援制度を創設しました。

【注目技術】
低温の熱水でも利用できるバイナリー発電
　一般的な地熱発電は、地熱貯留層から生産井を経て得られる蒸気
を使ってタービンを回しますが、同時に回収できる熱水も利用できれ
ば発電効率はさらに高まります。そこで活躍するのがバイナリー発電
です。
　この方式では、水より沸点の低いアンモニアなどの媒体を熱水を用
いて沸騰させ、タービンを回します。既に2,000キロワット級のプラント
が大分県の八丁原地熱発電所にて実用化しており、今後、地熱発電所
のサブシステムとしての利用が期待されるだけでなく、温泉を熱源とし
た小規模な地域電源としての活用にも注目が集まっています。

地熱発電を
もっと知るための
キーワード
日本は地熱発電の資源に恵まれているだけでなく、
海外で多くのプラントを建設してきた実績もあることから、
世界的に見てもこの分野の先進国なのです。
ここではそんな「強み」を紹介していくとともに、
JOGMECの持つ技術やノウハウを活かした
開発フローについても解説します。

 （2010年までの累計）
出所：日本地熱開発企業協議会

地熱発電
設備容量
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▶地熱発電用タービンメーカー世界シェア　 
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▶日本の地熱発電所および認可出力（kW）

出所：Bertani 2012

▶世界の地熱発電 累計総容量の推移
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北海道 森地熱発電所 25,000
岩手県 松川地熱発電所 23,500
秋田県 大沼地熱発電所 9,500
秋田県 澄川地熱発電所 50,000

秋田県 上の岱地熱発電所 28,800
宮城県 鬼首地熱発電所 15,000
福島県 柳津西山地熱発電所 65,000
東京都 八丈島地熱発電所 3,300

大分県 滝上地熱発電所 27,500

大分県 大岳地熱発電所 12,500

大分県 杉乃井地熱発電所 1,900

大分県 九重地熱発電所 990

鹿児島県 霧島国際ホテル 100

鹿児島県 大霧地熱発電所 30,000
鹿児島県 山川地熱発電所 30,000

岩手県 葛根田地熱発電所 50,000 （1号）
 30,000 （2号）

大分県 八丁原地熱発電所 55,000 （1号）
 55,000 （2号）
 2,000 （バイナリー）

火山フロント

出所：社団法人火力原子力発電技術協会

火山分布の太平洋側の縁を火山フロントと呼んでおり、日本における地熱発電所は、
東北や九州を中心にこれらの火山帯付近に立地しています。

事業用発電所
自家用発電所

▶地熱資源開発の流れとJOGMECの支援業務

初期調査

周辺環境調査

地質調査や物理探査（重力探査や電磁
探査など）、坑井掘削調査などを実施し、地
質構造の把握や地熱貯留層を確認。

発電所設置による環境への影響を調査。

地熱貯留層の存在を把握するために行
う地質構造調査に対して交付。
・地表調査（地質調査・物理探査など）：
3/4助成
・坑井掘削調査：1/2助成
・環境調査（温泉モニタリング調査・自然
環境把握など）：定額助成

探査（地熱貯留層の評価）
坑井の掘削と噴気試験を実施
し、地下の地熱貯留層の範囲や
規模を把握。

経済性評価
地熱貯留層の評価結果などを基
に事業用発電としての採算性を
調査。

建設
環境影響評価を踏まえ、発電
設備を設置。

操業

助成金交付
地質構造調査によって地熱貯留層の存在が確認された後、当該貯留
層の評価や経済性評価を行うための探査（坑井掘削や噴気試験）の
実施に際し出資：上限50％

出資
生産井や還元井の掘削、発電
設備の設置など発電所建設に
必要な資金について、民間金融
機関から融資を受ける際に当該
債務を保証：上限80％

債務保証

資源リスク

JOGMECの業務

※今後は、地熱発電分の固定価格買取制度（FIT）と自然公園内の開発規制の緩和が、地熱発電の普及促進への大きな足掛かりとなります。
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キャスターでありエッセイストでもある福島敦子さんが、エネルギーについて、
資源についての疑問をJOGMECの職員に投げかける対談企画。今回のテーマは国家石油ガス備蓄事業について。
完成間近の倉敷基地および波方基地の意義や技術について大竹健司が答えます。

福島敦子×大竹健司
キャスター、エッセイスト JOGMEC石油ガス備蓄部建設計画管理課長

運用コストも含めると
メリットの多い地下タンク方式

福島　岡山県倉敷市と愛媛県今治市に建
設中のLPガス（液化石油ガス）備蓄基地を
長く担当されているそうですが、現在の進捗
状況を教えていただけますか。
大竹　両基地とも地下と地上にある設備・施
設は完成していて、現在、運用に向けてのさ
まざまなテストや準備を行っている段階で
す。いずれも2012年度中の操業開始を予定
しています。
福島　地下タンクにLPガスを備蓄すると
知って驚いたのですが、これは日本でも初め
ての試みだそうですね。
大竹　国の石油ガス備蓄事業は、国内に5
カ所の備蓄基地を建設し、計150万トンのLP
ガスを備蓄できるようにする計画です。これら
のうち茨城県の神栖基地、石川県の七尾基
地、長崎県の福島基地の3カ所を地上タンク
方式で、倉敷と波方の2カ所を地下岩盤タン
ク方式で建設することになったのです。
福島　どうして2種類の方式を採用したので
すか？
大竹　地上タンク方式は、日本でも実績があ
るので既存の技術を活かせます。一方、地
下岩盤タンク方式は海外では多くの実績＊が
あるものの、日本では実績がありません。従っ
て、新しい技術にも挑戦すべきだとの考えか
らこちらの方式も採用になりました。
福島　地下岩盤タンク方式のメリットは何で
すか？
大竹　建設コストは地上タンク方式より多く
かかりますが、50年以上運用すると考えた場
合、維持管理コストを含めた総予算は地下
の方が少なくて済みます。
福島　トータルでみれば、地下タンクの方が
お金がかからないのですね。
大竹　それに地上の場合は、LPガスの圧力
が上がりすぎないように冷却し続けなければ
なりませんが、地下岩盤タンクは地下水の圧
力でLPガスを封じ込めることができるので、
その必要がありません。

福島　圧力だけで液化状態を保てるので
すか？
大竹　例えば、卓上用ガスコンロのカセット
ボンベや百円ライターにはLPガスと同じ成分
のガスが入っていますが、圧力をかけている
ので冷却の必要はありません。同じように地
下岩盤タンクなら摂氏20度ほどで大丈夫で
す。このほか、地下岩盤タンク方式は、地上タ
ンク方式と比べて地理的条件などの制約が
少ないので大容量の設備をつくりやすく、ま
た地上用地が少なくて済むので周辺の環境
に与える影響が小さく、さらに自然災害に強
いといった利点もあり、世界中で採用されて
いる備蓄方式と言えます。

地震国日本でも安全な
地下備蓄技術を確立する

福島　地下に掘った穴にガスを貯めるという
ことですが、地震による被害はないのですか？
大竹　地下施設はもともと地震に強く、今回
のように地下180メートルほどのところに貯槽

（タンク）をつくった場合、揺れの大きさは地上
の3分の1程度に減ります。ただし日本列島
は、活発な地殻変動などの影響を受けており
大陸のように岩盤が均質ではありません。
従ってボーリングを含めた調査を綿密に行
い、岩盤の安定しているところだけを掘るよう
に設計を変更したほか、岩盤に亀裂があると
ころには特殊なセメントミルク＊を注入するなど
して必要な強度を確保しています。
福島　地震で割れるようなものではないので
すね。

大竹　もちろんそうです。しかも地下に貯蔵
する場合は水封式といって地下水の圧力を
利用してLPガスを封じ込めるので、岩盤だけ
でガス圧を抑えているわけではありません。
福島　水で抑えるのですか？
大竹　地下水には深さに応じた圧力があり、
備蓄するLPガスの発する圧力がそれ以下
であれば拡散したり外に漏れたりはしません。
この自然水封式に対して、今回の2基地の場
合には地上からの注水によってさらに水圧を
高める人工水封式を採用しており、自然の水
圧より高いガス圧にも対応できるようになって
います。
福島　注水は電力で行うのですか？ 非常時
の電源確保は大丈夫なのでしょうか。
大竹　注水用と排水用、そして監視セン
サー用の電源は欠かせません。東日本大震
災による津波で原子力発電所の電源が失
われたことは、私たちにとっても衝撃でした。こ
のため当初の計画よりも安全性を強化する
かたちで電源の見直しを行い、同じ高さの津
波にも耐えられるようにしていきます。
福島　常に新たな改善改良を施してゆくの
ですね。
大竹　私はこの事業に2000年頃から携わっ
ていますが、その間、いろいろな仕事をしてき
ました。建設地の決定、周辺住民の方との対
話、環境アセスメント、技術検討、工事、テスト
など、どれも新しい試みです。
福島　10年以上も一つのプロジェクトに携わ
るのは、根気のいるお仕事ですね。
大竹　自分の役目だと思って取り組んできま

したから、大変だとは思いませんでした。た
だ、日本初、先例のない施設をつくるだけに、
今までにない工夫が必要な場面は多かった
ですね。例えば周辺住民の方や自治体にご
理解をいただくためにも、分かりやすい技術
資料や実験模型を使って説明するなど、多く
の手間をかけました。時間がかかり、しかも技
術的に難しいということも含めて、民間企業
ではなかなかできないプロジェクトだと思いま
すね。
福島　だからこそ、JOGMECが行う意義が
あったのですね。
大竹　エネルギーの備蓄は、日本のような資
源に恵まれない国にとって非常に重要です。
それに必要な新しい技術やノウハウの開発
はJOGMECの使命と言っていいでしょう。

LPガスは
日本の半数の家庭を支える
重要なエネルギー

福島　ところでLPガスはLiquefied Petrole- 
um Gas（液化石油ガス）の略称だそうですが、
これはプロパンガスと呼んでいるものと同じで
すか？
大竹　そうです。石油と一緒に油田から産
出されるガスを液化したものが大半で、成分
にはプロパンだけでなくブタンも含まれること
から今はLPガスと呼ばれます。
福島　主な用途は何ですか？
大竹　家庭用の燃料ガスとして日本の全世
帯の半数にあたる約2,500万世帯で使われ

ているほか、タクシーの主流はLPガス自動車
です。最近ではハイブリッドカーの燃料として
も利用されています。またブタンは化学工業
の原料としても欠かせません。
福島　つまり日本家庭の半分はLPガスで食
事をつくったり、暖房や、お風呂を沸かすのに
使っているのですね。災害時にも強いと聞い
たのですが？
大竹　そのとおりです。LPガスは配管が短く
災害後の点検が容易なため、点検で問題が
なければすぐにガスの使用を復旧でき、防災
都市づくりにも必須のエネルギーと言われて
います。それだけ重要なエネルギーだからこ
そ、国家による備蓄が決まったのです。
福島　何日分、備蓄するのですか？
大竹　既に操業中の地上3基地に、今回の
倉敷と波方を含めた国家備蓄基地全体で
約40日分、そして民間のガス会社に50日分の
備蓄を義務づけていますから、合わせて約3
カ月分は確保できます。ですから、もし中東か
らの供給が途絶えても、その間に対策が打て
るのです。
福島　LPガスの中東依存度は80パーセント
だそうですね。
大竹　石油と一緒に生産される分が多いの
でどうしてもそうなってしまいます。もちろん、
エネルギーの多様化と供給地の分散は進め
なければなりませんが、その一方で必要な量
を備蓄する事業は欠かせません。JOGMEC
がその両面で大きな役割を果たし、国民の生
活を守っていかなければいけないと思ってい
ます。

大竹健司
石油天然ガス・金属鉱物資源機構　
石油ガス備蓄部建設計画管理課長
埼玉大学工学部建設工学科卒業。埼玉大学大学院工学研究科
建設工学専攻修了。1985年石油公団に入団。公団では備蓄業
務部、天然ガス事業室、天然ガス・新石油資源室兼計画第一部、
総務部を経て、1995年備蓄業務部調査役補佐、2000年備蓄業
務部調査役／石油ガス国家備蓄準備室技術担当主査に就任。
以降、2002年から3年半、外務省に出向し、カザフスタンの大使館
において経済協力と石油情報収集の業務に従事した時期を除き、
一貫して国家石油ガス備蓄の業務に携わっている。

福島敦子
キャスター、エッセイスト

津田塾大学英文科卒。中部日本放送を経て、1988年、独立。
NHK、TBSなどで報道番組を担当。また、テレビ東京の経済番組や
週刊誌「サンデー毎日」での5年間に及ぶ企業トップとの連載対談
をはじめ、これまでに500人を超える企業経営者を取材。経済のほ
か、環境、コミュニケーション、地域再生、農業・食などをテーマにした
講演やフォーラムでも活躍。ヒューリック株式会社社外取締役。大
手企業の経営アドバイザーも務める。著書に『愛が企業を繁栄させ
る～ビジョナリーな経営者の共通原理～』ほか。

地下岩盤タンクにLPガスを備蓄する日本初の プロジェクト

＊海外の地下岩盤タンク
現在、12カ国、計70カ所に地
下岩盤タンク方式による備蓄
基地がある。

＊セメントミルク
セメントと水とを練り混ぜてでき
たミルク状のもの。
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J.LetterJOGMECの活動報告

JOGMECからのさまざまなお知らせです。最新の事業やニュース、イベントなどをご紹介します。

JOGMECホームページより各記事の詳細情報をご覧いただけます。
http://www.jogmec.go.jp/news/release/index.html

チリ/アルゼンチン国境地帯における銅と金の探鉱権益を譲渡
～JOGMECの調査成果を民間企業へ～
　JOGMECは、チリ共和国とアルゼンチン共和国にまたがるフロンテラ地域において銅と金の探鉱調査（カナダの探鉱会社NGEx 
Resources Inc.との共同探鉱）を進めてきましたが、入札を実施し、9月7日、パンパシフィック・カッパー株式会社*に探鉱権益を譲渡しまし
た。両国の国境が接するアンデス山岳地帯に位置するフロンテラ地域は、アクセスが困難であることから十分な探鉱が行われてこな
かった有望地域の一つです。JOGMECは2004年に初期探鉱段階から参画し、ボーリング調査等の探査を実施。同地域内に経済的に
開発可能な銅・金鉱床が賦存する可能性を把握しました。今後は、企業探鉱により鉱床規模が明らかになるとともに、鉱山開発に向け
た経済性評価が進むことが期待されています。
 *JX日鉱日石金属株式会社および三井金属鉱業株式会社の共同出資による銅事業会社

アルゼンチンのリチウム開発案件への金融支援
～オラロス塩湖リチウム回収プロジェクトの開発資金に対する債務保証～
　JOGMECは、9月14日、豊田通商株式会社が資本参加するアルゼンチン共和国北西部のオラロス塩湖におけるリチ
ウム資源開発プロジェクトの開発資金の一部に対して、債務保証を付与することを決定しました。本プロジェクトに対し
て、JOGMECは鉱量評価調査への技術支援、インフラFS調査など、探鉱段階から一貫して支援を行ってきました。本
件は、日本企業が参画し開発段階に至った初のリチウム案件で、JOGMECのこうした取り組みが結実したものと言えま
す。また、将来需要が伸びると予想されるリチウム資源の日本への安定供給に大きく貢献するものと期待されています。

TOPIC 1.　初期探鉱の成果

（左から順に）河野JOGMEC理事長、マボテ国
家石油院総裁、オクアネ炭化水素公社総裁

TOPIC 3.　資源国との関係構築・強化

TOPIC 4.　海洋資源

オラロス塩湖

海底採掘試験機による海底熱水鉱床の採掘試験に成功

　JOGMECは、国際石油開発帝石株式会社および日揮株式会社が共同で設立したカナダ法人INPEX Gas British Columbia 
Ltd.（IGBC）を通じて実施するカナダ ブリティッシュ・コロンビア州北東部のシェールガス開発事業について、資産買収出資対象とし
て採択しました。JOGMECはIGBCに対して、同社株式の45パーセント相当額を出資する予定です。本事業では、相当規模の生産
量が見込まれており、生産したシェールガスを液化天然ガス（LNG）として日本をはじめとする東アジア地域へ輸出する可能性につい
ても検討が進められています。これが実現すれば、新たな天然ガス供給源の確保とその多様化に寄与するとともに、我が国のエネル
ギーセキュリティ上大きな効果が期待されています。

モザンビークと石油・天然ガス分野における人材育成に関する実施プログラムを締結
　JOGMECは、10月29日、モザンビーク国家石油院（INP）および炭化水素公社（ENH）との間で、石油・天然ガス分野に
おける人材育成に関する実施プログラムに署名しました。これは、本年2月に経済産業省とモザンビーク鉱物資源省との間
で締結された「天然資源開発における協力についての覚書」の合意内容を具体化したもので、今後、石油・天然ガス分野
における人材育成をより充実させていく考えです。
　近年深海の大型ガス田の発見が相次ぐ東アフリカ地域は、将来の日本への新たな天然ガ
ス供給地域として期待されています。JOGMECは、本プログラムを通じて同国とのより一層の
関係強化を図っていきたいと考えています。

　JOGMECは、経済産業省の委託を受けて日本企業*とともに開発した海底採掘試験機を
用いて、海底熱水鉱床を対象とした世界初の採掘試験に成功しました。試験は８月22日～９
月10日、沖縄本島北西の水深1,600メートルの海底熱水鉱床の賦存する海底で行われ、将
来の海底熱水鉱床の開発・商業化に向けた貴重なデータを取得することができました。
*株式会社三井三池製作所および独立行政法人海上技術安全研究所の共同企業体
（今回の試験には新日鉄住金エンジニアリング株式会社も参加）

南アフリカ共和国の白金族金属探鉱プロジェクトにおいて金属量約205トンを確認 
　JOGMECは、南アフリカ共和国北東部に位置するブッシュフェルド岩体の北端で実施している白金族金属探鉱プロジェ
クト（カナダの中堅探鉱会社Platinum Group Metals Ltd.との共同事業）において資源量評価を行い、プラチナ、パラジウ
ム、金の合計約205トンの金属量を確認しました。この地域は地表に鉱徴が見られないためほとんど調査が行われていませ
んでしたが、JOGMECは2009年度から探査を行い、初めて白金族金属の鉱化を捉えることに成功しました。その後も継続
してボーリング調査を行い、鉱化の広がりを確認できたことから、今回資源量評価を行いました。
　白金族金属は自動車の排ガス浄化触媒や電気・電子工業用に用いられているほか、今後は燃料電池の電極用の需要
増加が見込まれるレアメタルで、日本の産業の競争力維持と強化に不可欠な金属資源です。

TOPIC 2.　金融支援

国内における非在来型資源開発
秋田のタイトオイル（シェールオイル）
開発事業を支援

　JOGMECは、石油資源開発株式会社
（JAPEX）が秋田で実施中の非在来型資
源タイトオイル開発の事業化の可否を判断
するための事前スタディの一部に対して、操
業現場技術支援事業ツールにより、共同スタ
ディと資金面での支援を行っています。
　タイトオイルとは、シェール（頁岩）やタイトサ
ンド（砂岩）などの緻密（Tight）な岩石の中に含まれる石油のことですが、これまで採収可能な資
源とはみなされていませんでした。しかし近年、北米で開発技術（特に、水圧破砕、マイクロサイス
ミック）が進歩したことにより、岩石内の石油を回収することができるようになりました。
　JOGMECの操業現場技術支援事業は、企業と共同スタディを行うことなどにより、油・ガス田の
探鉱、開発、生産現場における技術課題を解決し、有望な資源の発見や埋蔵量の増大、生産量
や生産効率の改善を図ることを目的としています。

TOPIC 5.　技術支援

旧松尾鉱山新中和処理施設の維持管理に岩手県から感謝状
～30年間無事故運転を継続～
　平成24年10月、JOGMECは、30年にわたって旧松尾鉱山新中和処理施設の維持管理業務を
行い、北上川の清流化に貢献してきたことに対して、岩手県から感謝状を授与されました。
　北上川支流の上流部にある松尾鉱山は、大正時代から硫黄や硫化鉄を生産していましたが、
昭和46年に採掘が終了し閉山しました。鉱山が閉山した後も大量の強酸性水が北上川の支流に
流出し、北上川本流までも汚染して大きな社会問題となっていたため、国は、バクテリア酸化・炭酸カ
ルシウム中和方式による新たな中和処理施設を建設することを決定しました。施設完成の翌年、昭
和57年4月からは、岩手県の委託を受けたJOGMECが、365日・24時間、坑廃水を中和処理すること
により、北上川の清流化に貢献してきました。
　旧松尾鉱山新中和処理施設では、毎年、災害発生時の適切な対応、処理場内の非常用発電
機による電源確保といった緊急対応、関係機関との迅速かつ円滑な連絡などを確認するため、岩
手県をはじめとした関係機関とともに災害訓練を実施。これまで、東日本大震災をはじめとする自然
の脅威を受けながらも、無事故運転を継続しています。

TOPIC 6.　鉱害防止支援

現在の松川と北上川の合流点

調査対象地域
（ウォーターバーグ地域）

南アフリカ共和国

ヨハネスブルク
プレトリア

白金族金属探鉱プロジェクト位置図

：ブッシュフェルド岩体

オラロス塩湖リチウム
開発プロジェクト位置図

オラロス塩湖オラロス塩湖

アルゼンチン

チリ

海底採掘試験イメージ図海底採掘試験機

災害訓練における現地対策本部

JOGMEC 企業

提案

実績報告書提出

採択

共同スタディ契約

技術的アドバイス、分析協力、最新情報提供

費用の確定 /JOGMEC負担分の支払い

操業現場技術支援事業 スキーム

シェールガス開発事業位置図

ブリティッシュ・コロンビア州

バンクーバー

対象地域

カナダ

ROV

試験機

フロンテラ地域位置図

フロンテラ地域

アルゼンチン

チリ

ブエノスアイレス

サンティアゴ

カナダ ブリティッシュ・コロンビア州のシェールガス開発事業に係る資産買収出資
～天然ガス分野で初めて産業投資を活用～

ブエノスアイレス

フローバック中に確認された油
（上2点とも）提供：石油資源開発株式会社

女川層のコア

汚染された松川と北上川の合流点
（昭和49年当時）

災害訓練における
炭酸カルシウム投入作業

「JOGMEC Pre-Techno Forum」プログラム構成＜10:00～17:20＞

■会場

〈午前〉

〈午後〉

「JOGMEC Pre-Techno Forum」
開催のご案内

■参加申込方法

虎ノ門ツインビルディング  地下1階会議室
（JOGMECが本部を置くビル）
東京都港区虎ノ門2-10-1
最寄り駅：東京メトロ「溜池山王」駅、「虎ノ門」駅、および「神谷町」駅より徒歩５～７分
●地図
http://www.jogmec.go.jp/about_jogmec/map/map_toranomon.html

JOGMECホームページから申込用紙をダウンロードしていただき、内容ご記入
の上、FAXまたはメール添付にてご送付ください。
※会場の関係上、申込多数の場合は先着順とさせていただきます。

　▶FAX: 03-6758-8008
　▶Email: pre-techno-forum@jogmec.go.jp

■お問い合わせ先
JOGMEC Techno Forum 事務局
pre-techno-forum@jogmec.go.jp

参加無料（事前登録制、含むネットワーキングレセプション）
参加申込締め切り 2013年1月25日（金）

2013年1月28日（月）、「JOGMEC Pre-Techno Forum」を開催します。当フォーラムは、同年5月7日、8日に予定している「JOGMEC Techno 
Forum 2013」に先立って開催するもので、技術シーズを有する日本企業と国内外の資源開発関連企業との連携を深めることを目的としたも
のです。フォーラム終了後には、ネットワーキングレセプションも予定しております。ぜひご参加ください。

＊油・ガス田の開発・操業に係るいくつかの課題整理（物質の流れと環境保全の立場から）
＊日本の革新技術（技術シーズ）と資源国の技術ニーズのマッチングを目的としたJOGMEC新スキームの紹介
＊JOGMECの平成24年度革新技術公募採択案件の紹介
＊革新技術のプレゼンテーション（代表例数件）

＊海外での原油随伴水処理の現状と日本の革新技術に対する期待
＊株式会社日立プラントテクノロジーによる随伴水向け凝集磁気分離技術
＊カーボンマネージメントをテーマとしたパネルディスカッション（JOGMEC、ベトナム国営石油、日本ガイシ、日揮）

＊ネットワーキングレセプション　　17:30からホテル・オークラにてネットワーキングレセプションを開催


